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０００３７ １月１０日 晴 良 （２３中山１）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２４ ダッシャーワン 牡３栗 ５６ 内田 博幸�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４９４± ０１：１３．７ １．８�

５１０ ミキノコモコ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 久米 和夫 ４３４＋ ８１：１３．８� ４３．０�
４８ ゴールドアゲイン 牝３黒鹿５４ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４１８＋１０１：１４．０１� １６７．０�
２３ コスモロングロード 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 利章 清水 小野瀬 晃司 ４７６＋ ６１：１４．２１� １５．２�
１２ コウヨウロイヤル 牝３栗 ５４ 松岡 正海寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４５２＋ ４１：１４．４１ ９．０�
６１１ ゴールドスマイル 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４６０＋１４１：１４．５� １７．５	

（仏）

７１４ ヴィゴラスブレイン 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲小野寺祐太山上 和良氏 和田 正道 浦河 桑田 正己 ４５４± ０ 〃 クビ ７．８


３５ プリティーマッハ 牡３芦 ５６ 村田 一誠越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４４６＋１０１：１４．６� ４０．３�
３６ オーダーアゲン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４５４＋１０ 〃 ハナ ６．７�
８１６ ネ セ サ リ ー 牝３青 ５４ 田中 勝春石瀬 浩三氏 嶋田 潤 新冠 ムラカミファーム ４２４± ０ 〃 アタマ ２０．８
８１５ グラスヘッド 牡３黒鹿５６ 江田 照男半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム ４７２－ ２ 〃 ハナ ４１．３�
４７ バシマイシン 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一石橋 英郎氏 高橋 義博 新ひだか 出羽牧場 ４２４＋ ８１：１４．８１� ２６８．８�
５９ カワキタハーツ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４５６＋ ６１：１５．１１� ２４０．１�
６１２ コパノサチオー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥小林 祥晃氏 奥平 雅士 新ひだか 西村 和夫 ４６０＋１０１：１５．２� ３９．３�
７１３ ダイワロック 牡３青 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４９２＋１２１：１５．６２� ７４．１�
１１ バ ン キ ー ナ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 エンドレス

ファーム ４５２－ ６１：１７．１９ １２８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１１８，２００円 複勝： ２８，８９４，８００円 枠連： １３，８８７，９００円

普通馬連： ４７，６３０，８００円 馬単： ３５，１８２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３５６，０００円

３連複： ６７，７７０，２００円 ３連単： １０８，５００，６００円 計： ３４１，３４１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ６００円 � ２，４１０円 枠 連（２－５） ３，９９０円

普通馬連 �� ４，７４０円 馬 単 �� ５，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� ４，１２０円 �� ３５，１２０円

３ 連 複 ��� １４９，３００円 ３ 連 単 ��� ４０４，４２０円

票 数

単勝票数 計 １７１１８２ 的中 � ７７１７９（１番人気）
複勝票数 計 ２８８９４８ 的中 � １１５２０５（１番人気）� ８６５５（８番人気）� １９２７（１４番人気）
枠連票数 計 １３８８７９ 的中 （２－５） ２５７１（１４番人気）
普通馬連票数 計 ４７６３０８ 的中 �� ７４２６（１６番人気）
馬単票数 計 ３５１８２９ 的中 �� ４７２４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３５６０ 的中 �� ４１６３（１５番人気）�� １３２６（４０番人気）�� １５３（１００番人気）
３連複票数 計 ６７７７０２ 的中 ��� ３３５（２０７番人気）
３連単票数 計１０８５００６ 的中 ��� １９８（７２６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．７―１２．７―１３．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３４．３―４７．０―１：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３９．４
３ ・（１，４）１４（３，１３）１０（２，１５，１６）（６，７，１１）（５，９）－８－１２ ４ ４（１，１４）（３，１３）１０（２，１６）１５（６，７，１１）（５，９）８－１２

勝馬の
紹 介

ダッシャーワン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１０．９．２０ 阪神３着

２００８．５．５生 牡３栗 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer ３戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アップルポテト号・イッキカセイ号・セクシイスイート号・ドリームクレド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０００３８ １月１０日 晴 良 （２３中山１）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５１０ シャイニングカラー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ４５６－ ４１：５７．１ ９．３�

３５ トップストライド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４８２＋ ２ 〃 アタマ １０．８�
３６ レッフェルン 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：５７．２� ６．６�
６１２ ダイワルーツ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：５７．３� １．９�
８１６ ディーエスコンドル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４５０± ０１：５８．０４ ３．７�
６１１ バ シ リ ク ス 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４８０＋ ８１：５８．７４ ５０．９�
７１３ コスモキズナ 牡３鹿 ５６ F．ベリー �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新ひだか 中田 英樹 ４８２± ０１：５９．２３ ７１．８	

（愛）

２４ ダーバンシチー 牡３鹿 ５６ 江田 照男 
友駿ホースクラブ 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ９４．３�
４８ グランデアトレ 牡３鹿 ５６ 武 英智 
グランデオーナーズ 河野 通文 新冠 川上牧場 ４５８＋ ２１：５９．３� ５２．３�
１２ コ ス モ ロ ロ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 コスモヴューファーム ４５６－ ２ 〃 ハナ ２５２．４
５９ エドノフレーザ 牡３栗 ５６ 吉田 豊遠藤 喜松氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 ５１０＋ ２１：５９．８３ ３２７．７�
８１５ ベストピッチ 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新冠 ラツキー牧場 ４６８＋２０ 〃 クビ ２２４．６�
１１ フォンテーヌブロー 牡３黒鹿５６ A．クラストゥス 村野 康司氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ５１８－ ４２：００．６５ ９８．３�

（仏）

７１４ キョウエイバトラー 牡３青鹿５６ 的場 勇人田中 晴夫氏 的場 均 日高 春木 昭雄 ４６４＋ ４２：０１．３４ ５８．０�
４７ ミ ス ト ラ ル 牡３鹿 ５６ 田中 博康臼田 浩義氏 鈴木 勝美 日高 メイプルファーム ４９０＋ ２２：０２．６８ ３１８．４�
２３ トウカイパイオニア 牡３鹿 ５６ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４７０－１０２：０２．７� ２６６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４５４，９００円 複勝： ５４，４６１，４００円 枠連： １７，４５９，９００円

普通馬連： ６０，０６４，６００円 馬単： ５１，４２９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２４４，７００円

３連複： ７９，１８８，２００円 ３連単： １５６，９６８，９００円 計： ４６８，２７２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ３８０円 � ４６０円 � ３５０円 枠 連（３－５） １，８４０円

普通馬連 �� ３，６７０円 馬 単 �� ７，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� １，０５０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ５，８２０円 ３ 連 単 ��� ４９，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２１４５４９ 的中 � １８２２３（４番人気）
複勝票数 計 ５４４６１４ 的中 � ３８３１９（４番人気）� ３０２８５（５番人気）� ４２７９２（３番人気）
枠連票数 計 １７４５９９ 的中 （３－５） ７０２５（６番人気）
普通馬連票数 計 ６００６４６ 的中 �� １２０８７（１０番人気）
馬単票数 計 ５１４２９７ 的中 �� ５０９１（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２４４７ 的中 �� ６２２２（１０番人気）�� ６４２０（９番人気）�� ７５０４（８番人気）
３連複票数 計 ７９１８８２ 的中 ��� １００４８（１４番人気）
３連単票数 計１５６９６８９ 的中 ��� ２３５９（１１２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１３．３―１３．４―１３．０―１３．０―１２．８―１３．１―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．９―５１．３―１：０４．３―１：１７．３―１：３０．１―１：４３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F３９．８
１
３
１６（１０，１２）－（６，１４）－１３，４，７（３，１１）５（１，８）（２，９）１５
１６，１２，１３（１０，８）（６，１４）１１，５－（４，２）（３，７）９（１５，１）

２
４
１６，１２，１０（６，１４）－１３，４（３，７，１１）（１，５，８）２（１５，９）
１６（１０，１２）－６－（５，１３）（１４，１１，８）－２（４，９）１５，３，１，７

勝馬の
紹 介

シャイニングカラー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１０．８．８ 新潟４着

２００８．３．８生 牡３黒鹿 母 グルカッシュ 母母 Kilma ４戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミストラル号・トウカイパイオニア号は，平成２３年２月１０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 カイシュウウルフ号・ハタノゼフィロス号・ホノカアボーイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回　中山競馬　第４日



０００３９ １月１０日 晴 良 （２３中山１）第４日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２３ トウショウノーヴァ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６６－１０１：１３．６ ３．３�

１２ ヒ シ ョ ウ 牡３栗 ５６ 伊藤 直人岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４５６± ０１：１３．９１� ４．０�
７１４ ヘラルドリー 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６１：１４．０� ２．６�
４８ シンビジューム 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹�ターフ・スポート武市 康男 浦河 酒井牧場 ４４８＋ ４１：１４．３１� ８．２�
６１２ マルターズグロウヴ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４９４＋２０１：１４．４� ７６．４�
３５ クールダンス 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 B４５２－ ８１：１４．８２� １２０．２	
５９ サマーマリブ 牝３栗 ５４ 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 友田牧場 ４４６＋ ８１：１４．９クビ ５２．５

１１ � デ ラ セ ー ラ 牝３栗 ５４ 松岡 正海荒井 壽明氏 手塚 貴久 米 Hidekazu

Date ４５４－ ６ 〃 クビ ２０．３�
２４ シャビイシック 牡３栃栗５６ 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３６＋１２１：１５．２１� ２８．６�
５１０ クラーウィス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 松栄牧場 ４２４＋ ２１：１５．４１	 ９０．４
７１３ デ ン エ ン 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗田口 廣氏 武藤 善則 安平 田口 廣 ４２４－ ４ 〃 クビ ７６．５�
３６ ステラビスティー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 パカパカ

ファーム ４０６＋ ４ 〃 ハナ ３８．９�
８１５ ミケランジェロ 牡３黒鹿５６ 江田 照男栗嶋 豊明氏 境 征勝 浦河 大道 秀男 ４５２＋ ８１：１５．５� ４０１．６�
６１１ トーセンシオン 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮島川 �哉氏 二本柳俊一 浦河 近藤牧場 ４４４＋ ６１：１６．４５ ２０３．８�
４７ タケデングリーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優武市 弘氏 奥平 雅士 浦河 安藤牧場 ４４６＋ ６１：１６．７２ ４１９．８�
８１６ リリーコンコルド 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥小沼 博氏 嶋田 潤 新ひだか 沖田 忠幸 ４５４＋ ２１：１７．３３� ９９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１９８，６００円 複勝： ３３，２２０，３００円 枠連： １７，７７０，４００円

普通馬連： ６０，０６５，６００円 馬単： ４４，４６２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４２０，９００円

３連複： ８２，９７８，３００円 ３連単： １４１，８４２，９００円 計： ４２５，９５９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（１－２） ６１０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １９０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ４２０円 ３ 連 単 ��� ２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２１１９８６ 的中 � ５１７１３（２番人気）
複勝票数 計 ３３２２０３ 的中 � ６８６１２（２番人気）� ６３１８８（３番人気）� ９２９８４（１番人気）
枠連票数 計 １７７７０４ 的中 （１－２） ２１８３４（３番人気）
普通馬連票数 計 ６００６５６ 的中 �� ６１９０４（３番人気）
馬単票数 計 ４４４６２２ 的中 �� ２５８９３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４２０９ 的中 �� ２４９３８（３番人気）�� ３４８９２（１番人気）�� ２８４５９（２番人気）
３連複票数 計 ８２９７８３ 的中 ��� １４８４４２（１番人気）
３連単票数 計１４１８４２９ 的中 ��� ３７６３０（４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．６―１２．７―１２．８―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．４―４７．１―５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３９．２
３ ３（１２，１４）８，９（２，１５）（１，７）（４，６）１０，５－（１１，１３）＝１６ ４ ３（１２，１４）－８－（２，９）１５（７，４）（１，５）６－（１１，１３，１０）＝１６

勝馬の
紹 介

トウショウノーヴァ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２０１０．１０．１６ 東京４着

２００８．３．１０生 牡３鹿 母 シータトウショウ 母母 ジェーントウショウ ４戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 エステーファイター号・オーガニックライフ号・コウユーヒカリママ号・コスモビートイット号・

ジパングファースト号・ジョウテンティアラ号・ベルウッドショット号

０００４０ １月１０日 晴 良 （２３中山１）第４日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （ダート・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５ カナエチャン 牝３青鹿５４ 中舘 英二長井 純一氏 松山 康久 浦河 上山牧場 B４３６ ―１：１４．６ １９．４�

７１４ ファインセンス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司飯田 正剛氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４０４ ―１：１４．９１� ５６．５�
５１０ メープルレディー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信伊東 純一氏 小西 一男 新冠 オリエント牧場 ４７６ ―１：１５．３２� １８．９�
５９ スイートコリーヌ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義和田 啓子氏 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４５６ ―１：１５．４クビ ５０．０�
４７ レ モ ス カ 牝３栗 ５４ 江田 照男白井 岳氏 矢野 照正 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５６ ― 〃 クビ ４．６�
２４ アグネスシャロット 牝３栗 ５４ 吉田 豊渡辺 孝男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ５０６ ― 〃 ハナ ４．１�
４８ エイプリルスノー 牝３芦 ５４ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 新ひだか 竹内 良一 ４２２ ― 〃 ハナ １０９．８�
７１３ ミスファイアー 牝３黒鹿５４ 田面木博公	中山牧場 新開 幸一 浦河 中山牧場 ４４０ ―１：１５．６１� ８０．４

３５ メイショウハルカゼ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４２４ ―１：１６．１３ ３０．０�
２３ ラ デ ュ レ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０ ―１：１６．２� ４．８
６１１ ゴールドループ 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真 IHR 和田正一郎 新ひだか 山際 智 ４６８ ―１：１６．３クビ ８７．７�
３６ ベイビーブルーアイ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上 悦夫 ４５２ ―１：１６．４� ２０９．３�
１２ イーグルフォンテン 牝３鹿 ５４ 丸山 元気吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ４６６ ―１：１６．５� ７．４�
８１６ レッドアンジェリカ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：１８．５大差 ４．４�
６１２ ノアフィールド 牝３栗 ５４ 大野 拓弥佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 塚田 達明 ４６６ ―１：１８．７１� ８３．０�
１１ ミルキーマム 牝３青鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 徳本 幸雄 ４５６ ―１：１８．９１� ２１４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４２３，７００円 複勝： ３１，４６４，１００円 枠連： ２０，８３６，５００円

普通馬連： ６０，３６２，３００円 馬単： ４０，６６４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，００９，６００円

３連複： ７３，９０５，２００円 ３連単： １１５，９６９，８００円 計： ３８８，６３５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９４０円 複 勝 � ５９０円 � １，３５０円 � ４７０円 枠 連（７－８） ３，５２０円

普通馬連 �� ３３，０００円 馬 単 �� ５４，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，５４０円 �� ３，３６０円 �� ６，１５０円

３ 連 複 ��� １１１，０９０円 ３ 連 単 ��� ７５７，４００円

票 数

単勝票数 計 ２０４２３７ 的中 � ８３２３（７番人気）
複勝票数 計 ３１４６４１ 的中 � １４３５７（７番人気）� ５７３７（９番人気）� １８８４５（６番人気）
枠連票数 計 ２０８３６５ 的中 （７－８） ４３８０（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６０３６２３ 的中 �� １３５０（５７番人気）
馬単票数 計 ４０６６４０ 的中 �� ５４８（９８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５００９６ 的中 �� ８１３（５６番人気）�� １８４８（２９番人気）�� ９９８（５１番人気）
３連複票数 計 ７３９０５２ 的中 ��� ４９１（１８９番人気）
３連単票数 計１１５９６９８ 的中 ��� １１３（１１０６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．６―１２．９―１３．１―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．４―４７．３―１：００．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．８―３F４０．２
３ ・（７，１５）－（８，１０）２－（９，１４）（４，５）－６（３，１３）－１１－１＝（１６，１２） ４ ・（７，１５）１０－８（２，１４）９，４（３，５，１３）６－１１－１＝（１６，１２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カナエチャン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Horatius 初出走

２００８．４．１生 牝３青鹿 母 ザ ミ ル 母母 Marston’s Mill １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 エキナシア号・オンワードフレイア号・ケイジーシオン号・サンシスイメイ号・タイセイスキム号・

トミケンサージュ号・ビットクレスピン号・ヤマニンカモミール号・ライクアブリンク号・リュウシンアド号



０００４１ １月１０日 晴 良 （２３中山１）第４日 第５競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

４７ インプレザリオ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４８８± ０２：１６．９ １．７�

３４ マイネルマーク 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４６４± ０ 〃 ハナ ２３．３�

４６ ルイーザシアター 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４ 〃 クビ １５．２�
１１ ヴェラシティ 牡３栗 ５６ 北村 宏司臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４８８－ ４２：１７．２１� ３．７�
５９ カズノトウショウ 牡３栗 ５６ 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 坂本 春雄 ４４４－ ２ 〃 クビ ２０．８�
２３ ホッコーブレーヴ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４５４－ ２２：１７．４１ ４１．８	
５８ エメラルターボ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人高橋 勉氏 的場 均 平取 スガタ牧場 ４８４＋ ４ 〃 アタマ ３６．６

３５ キソウテンガイ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太松下 征弘氏 松山 将樹 日高 木村牧場 ４４６＋ ６２：１７．７２ １１１．５�
６１１ ディープスノー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一齊藤四方司氏 小桧山 悟 新冠 石郷岡 雅樹 ４５８－ ２２：１７．８� ７．０�
８１５ トップモースト 牡３栗 ５６ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４５０－ ２ 〃 ハナ ２２３．１

６１０ グッドフライト 牡３鹿 ５６ 丸山 元気杉山 忠国氏 松山 将樹 浦河 笹地牧場 ４５０± ０２：１８．６５ １１３．４�
７１３ テンモウカイカイ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 ５２８＋ ８２：１８．９２ ２６６．０�
２２ ピースワンレディ 牝３栗 ５４ 武士沢友治長谷川成利氏 大江原 哲 新ひだか 桜井牧場 ４４０＋１０２：１９．７５ ２９３．１�
８１４ サクラオイデ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 日高 原田牧場 ４２０－ ２２：２０．６５ ２６６．８�
７１２ コントルアタック 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�前川企画 奥平 雅士 新ひだか 大典牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ７９．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，２０１，１００円 複勝： ５２，１６８，０００円 枠連： ２２，１５２，８００円

普通馬連： ７１，９６４，９００円 馬単： ６３，９５６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５９９，０００円

３連複： ９６，１７１，５００円 ３連単： ２０１，７７７，１００円 計： ５６８，９９０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ４６０円 � ３１０円 枠 連（３－４） ２，０８０円

普通馬連 �� ２，０８０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ４７０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� ５，６８０円 ３ 連 単 ��� ２０，２３０円

票 数

単勝票数 計 ３０２０１１ 的中 � １４２１３４（１番人気）
複勝票数 計 ５２１６８０ 的中 � ２６５６４４（１番人気）� １５９９５（６番人気）� ２６３８３（５番人気）
枠連票数 計 ２２１５２８ 的中 （３－４） ７８９１（７番人気）
普通馬連票数 計 ７１９６４９ 的中 �� ２５６０９（６番人気）
馬単票数 計 ６３９５６３ 的中 �� １７３６０（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５９９０ 的中 �� ９７２６（８番人気）�� １７４２６（４番人気）�� ２８６７（２２番人気）
３連複票数 計 ９６１７１５ 的中 ��� １２５１５（１６番人気）
３連単票数 計２０１７７７１ 的中 ��� ７３６４（５７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．４―１２．５―１２．８―１３．２―１２．６―１２．８―１２．４―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．９―３６．３―４８．８―１：０１．６―１：１４．８―１：２７．４―１：４０．２―１：５２．６―２：０４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３６．７
１
３
１５（７，８，１２）（６，４，１０，１４）９（１，１１）（２，１３）（３，５）
１５（７，８）（６，４，１２）（９，１４，１３）（１０，１１）（１，２）（３，５）

２
４
１５（７，８）１２（６，４）１４，９，１０（１，１１）（２，１３）３，５
１５，７（６，８）４（９，１４，１２）１３（１，１０，１１，５）（３，２）

勝馬の
紹 介

インプレザリオ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Alzao デビュー ２０１０．１２．２５ 中山２着

２００８．３．１７生 牡３栗 母 エスユーエフシー 母母 Familiar ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 カズノトウショウ号は，枠入り不良。

ホッコーブレーヴ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 グッドフライト号の騎手丸山元気は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）

ホッコーブレーヴ号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番への進
路影響）

※出走取消馬 ナイスアランデル号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 クロスザレイチェル号・トーセンタイガー号・ランドムテキ号

０００４２ １月１０日 晴 良 （２３中山１）第４日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３５ ヒラボクマジック 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４９６ ―１：５９．４ ４．３�

８１６ グランマルシェ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５１２ ―１：５９．９３ ３．５�
４８ � ティーケイキャット 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義飯田 政子氏 二ノ宮敬宇 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４４０ ―２：０１．０７ ８．５�
５９ マルブツビアン 牡３黒鹿５６ 丸山 元気大澤 毅氏 中島 敏文 浦河 松田 憲一 ５０８ ―２：０１．３２ ４０．２�
５１０ ハンセンロード 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 ４９０ ―２：０１．４� ４１．１�
１２ カイシュウドリカム 牡３鹿 ５６ 江田 照男飯村 孝男氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム ５０２ ―２：０１．６１� １４．５	
７１３ ウインイマジン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�ウイン 久保田貴士 日高 オリオンファーム ４６８ ―２：０２．０２	 ７０．３

２３ ニシノラプター 牡３栗 ５６ 津村 明秀西山 茂行氏 高橋 祥泰 むかわ 西山牧場 ４６６ ―２：０２．２１	 １７．４�
８１５ オ ー ビ ッ ト 牡３芦 ５６ 吉田 豊水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ５１６ ―２：０２．４１� ８．８�
６１２ フライハイエスト 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ５１０ ―２：０２．５� ２０９．９
２４ フロムジャパン 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４６８ ―２：０２．６	 ２９．３�
６１１ オメガオンリーユー 牡３青鹿５６ 松岡 正海原 
子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ５０６ ―２：０２．７	 ５．６�
７１４ ヒ マ ラ ヤ 牡３栗 ５６ A．クラストゥス H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９８ ―２：０３．５５ １３．０�
（仏）

３６ アイソーザライト 牡３栗 ５６ 木幡 初広栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 高松牧場 ４８６ ― 〃 アタマ １２５．８�
４７ シシフンジン 牡３青鹿５６ 丹内 祐次江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４９６ ―２：０４．６７ ２２０．８�
１１ ミネノボサツ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太�向別牧場 加藤 和宏 浦河トラストスリーファーム ４４２ ―２：０５．２３	 １２４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４４８，４００円 複勝： ３０，５６５，７００円 枠連： ２３，４７３，３００円

普通馬連： ６３，１６３，５００円 馬単： ４０，２７８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０６１，２００円

３連複： ７７，５０６，８００円 ３連単： １１３，０９０，４００円 計： ３９２，５８７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（３－８） ５００円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ６８０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� ９，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２０４４８４ 的中 � ３８２３４（２番人気）
複勝票数 計 ３０５６５７ 的中 � ５１５５５（２番人気）� ６９３７８（１番人気）� ２６９６３（５番人気）
枠連票数 計 ２３４７３３ 的中 （３－８） ３５０４５（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３１６３５ 的中 �� ６６８２３（１番人気）
馬単票数 計 ４０２７８４ 的中 �� １９４０５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０６１２ 的中 �� ２０８９９（１番人気）�� ８３８９（６番人気）�� ７６５３（７番人気）
３連複票数 計 ７７５０６８ 的中 ��� ２４７２９（３番人気）
３連単票数 計１１３０９０４ 的中 ��� ８７３１（１０番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．２―１５．３―１４．６―１３．０―１３．０―１３．１―１２．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．０―４０．３―５４．９―１：０７．９―１：２０．９―１：３４．０―１：４６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．５
１
３
１５，１６（５，１４）（２，８）１３，３（１，６）－９（１１，７）１２，１０＝４・（１５，１６，８）（５，１４）（３，１１）（２，１３）（１０，７）９－（１，６）１２，４

２
４

・（１５，１６）（５，１４，８）（２，１３，３）（１，９，６）（１１，７，１０）１２－４
１６（１５，８）（５，１１）（２，１４）３（１３，１０）９－１２（１，６，７，４）

勝馬の
紹 介

ヒラボクマジック �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．３．１９生 牡３黒鹿 母 マジックキス 母母 コランデアガール １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アールシネマスタア号・ガル号・キープザブレイヴ号・コルポディヴェント号・コーンビスティー号・

シルクハイボール号・ニットウミラーレ号・ハイエストリガード号・マイネルフランク号・ミラクルクロス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００４３ １月１０日 晴 良 （２３中山１）第４日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１４ ウインマリアベール 牝４栗 ５４ 吉田 隼人�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４１：５７．０ ３．０�

６１０ デ ィ ミ ー タ 牝４黒鹿５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４５０＋１４１：５７．５３ ５．４�
３４ カルトマリーヌ 牝４鹿 ５４ 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３４－ １１：５７．６� １２．７�
７１１ カメリアビジュ 牝４鹿 ５４ 横山 典弘 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６１：５７．７� ８．５�
８１３ ビューティファイン 牝５栗 ５５ 津村 明秀阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４９４＋ ８１：５７．９１� ５．６�
７１２ ビクトリアスバイオ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介バイオ� 松山 将樹 平取 坂東牧場 B４７８± ０１：５８．０クビ ７．８	
６９ カシマパフューム 牝５栗 ５５

５２ ▲菅原 隆一松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４３０＋ ２１：５８．２１� ２４３．７

５８ チェルカトローバ 牝４鹿 ５４ 柴山 雄一近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５８＋ ６１：５８．３� ２３９．６�
２２ リキサンキャロル 牝５栗 ５５ 大庭 和弥 �ハイパワー商事 菊川 正達 新冠 村田牧場 ４３６＋ ２１：５９．１５ ４１．５�
４６ ラタンバスケット 牝５栗 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４７０－ ８２：００．０５ １０．２
３３ サントワマミー 牝４栗 ５４ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４５２－１８２：００．１� ４５．５�
４５ ナンヨークイーン 牝５鹿 ５５ 石橋 脩中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ４２：００．２クビ １３．１�
１１ � スプリングモナ 牝５鹿 ５５ 小林 淳一加藤 春夫氏 郷原 洋行 三石 折手牧場 ４７６＋ ３２：０１．８１０ ３４２．８�
５７ � ツルマルミホ 牝５鹿 ５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 秋山 雅一 浦河 駿河牧場 ４７４－ ２２：０２．４３� １４９．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，３１２，８００円 複勝： ３８，０４６，２００円 枠連： ２８，１６５，５００円

普通馬連： ８１，２５４，９００円 馬単： ４８，９４０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３１１，２００円

３連複： ９４，４１７，３００円 ３連単： １５８，９７１，２００円 計： ５０２，４１９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ２６０円 枠 連（６－８） ５６０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ６４０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ３，１７０円 ３ 連 単 ��� １１，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２３３１２８ 的中 � ６１９２９（１番人気）
複勝票数 計 ３８０４６２ 的中 � ８５３４１（１番人気）� ４８９２５（３番人気）� ３３１８４（５番人気）
枠連票数 計 ２８１６５５ 的中 （６－８） ３７２３０（２番人気）
普通馬連票数 計 ８１２５４９ 的中 �� ７００２７（２番人気）
馬単票数 計 ４８９４０８ 的中 �� ２２０９１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３１１２ 的中 �� １９７１０（２番人気）�� １１１４１（５番人気）�� ７９４３（１４番人気）
３連複票数 計 ９４４１７３ 的中 ��� ２２０３８（９番人気）
３連単票数 計１５８９７１２ 的中 ��� １０１５１（２２番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．４―１３．６―１３．４―１２．７―１２．３―１２．９―１３．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．４―３９．０―５２．４―１：０５．１―１：１７．４―１：３０．３―１：４３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．６
１
３
５，６（３，１２，１４）１１，２（４，１０，９）（１，７，８，１３）
５（６，１２，１４，１３）（３，１１，１０，９）（２，４，８）－１，７

２
４
５（６，１２）（３，１１，１４）（２，１０，９）４（１，８，１３）７・（５，１２，１４，１３）（１１，１０，８）（３，６）（４，９）２＝１－７

勝馬の
紹 介

ウインマリアベール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．６．２８ 福島３着

２００７．３．１９生 牝４栗 母 ダイヤモンドビコー 母母 ステラマドリッド １２戦２勝 賞金 ２３，３６８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツルマルミホ号は，平成２３年２月１０日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 マチカネユウビ号（疾病〔感冒〕のため）

０００４４ １月１０日 晴 良 （２３中山１）第４日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１１ ベストバウト 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４９６－１０１：１１．３ ３．０�

２３ ケイアイカミーリア 牝４鹿 ５４ 吉田 隼人 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田 三千雄 ４８６＋ ２１：１２．４７ ４．４�
６１２ コスモイルダーナ 牡４青鹿５６ F．ベリー 岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４８２＋ ４１：１２．６１ １３．５�

（愛）

５９ ス パ ラ ー ト 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B４５２＋ ４１：１２．８１ ４．７�
８１６� ジュンノアスカ 牝４鹿 ５４ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４７０＋ ８１：１３．１２ ５３．５�
７１４ ポリティカルパワー 牡４青 ５６ 丸山 元気加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ５００± ０１：１３．３１ ７．４	
７１３ ハヤブサイッポン 牡４栗 ５６ 川田 将雅武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B５０４＋２２ 〃 アタマ １０６．８

３６ カワキタラブポップ 牝５鹿 ５５ 津村 明秀川島 吉男氏 武市 康男 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４８２－ ８１：１３．４クビ ３９．８�
１２ ティアップエース 牡４栗 ５６ 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ ８８．４�
５１０� ビービーボルト �５鹿 ５７ 田中 博康�坂東牧場 高橋 祥泰 日高 碧雲牧場 ５００＋ ２ 〃 アタマ ７９．７
４８ � フジマサボーイ 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一藤原 正一氏 菊川 正達 門別 豊田田村牧場 ４８８＋ ８１：１３．５� １９４．３�
８１５ ディープリンク 牡６栗 ５７ A．クラストゥス 中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 本間牧場 ４８０＋ ８１：１３．６� ３４．２�

（仏）

２４ � カレンベルナルド 牡５鹿 ５７ 内田 博幸鈴木 隆司氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４９０－ ４１：１３．７� ７．０�
４７ � クリノユメヲ 牝４鹿 ５４ 西田雄一郎栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 加藤ステーブル ４１４－１２１：１４．４４ ２１３．８�
３５ ア ル マ ダ 牡５鹿 ５７ 江田 照男小野 博郷氏 根本 康広 新冠 赤石 久夫 ４４４± ０１：１４．５� １６３．０�
６１１� ウエストヒル �４鹿 ５６ 小林 淳一中村 雅信氏 郷原 洋行 浦河 岡本 昌市 ４３６＋１５１：１６．０９ １４０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６０５，９００円 複勝： ４１，２３８，０００円 枠連： ２６，６９７，２００円

普通馬連： ８８，６１７，７００円 馬単： ６１，４３３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３４３，２００円

３連複： １０７，５１２，６００円 ３連単： １９４，４５７，５００円 計： ５７８，９０５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（１－２） ３４０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ５１０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ２，３７０円 ３ 連 単 ��� ７，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２５６０５９ 的中 � ６８８７０（１番人気）
複勝票数 計 ４１２３８０ 的中 � ９５７２１（１番人気）� ８３５１５（２番人気）� ３４５７３（６番人気）
枠連票数 計 ２６６９７２ 的中 （１－２） ５９１０６（１番人気）
普通馬連票数 計 ８８６１７７ 的中 �� １１１３６３（１番人気）
馬単票数 計 ６１４３３３ 的中 �� ４９３３５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３３４３２ 的中 �� ３１２２０（１番人気）�� １５８４４（５番人気）�� ６８７３（１５番人気）
３連複票数 計１０７５１２６ 的中 ��� ３３５５３（７番人気）
３連単票数 計１９４４５７５ 的中 ��� ２０２５４（１３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．０―１２．３―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．４―４５．７―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．９
３ １，３，５，９（４，１０）（６，１５）１４，１２－（１１，１６）８－（７，２，１３） ４ １，３－（９，５）（４，１０）（６，１５）１４，１２，１６－（８，２，１３）１１，７

勝馬の
紹 介

ベストバウト �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ロ メ オ デビュー ２００９．８．２ 新潟１３着

２００７．３．１６生 牡４黒鹿 母 ダービーラブリネス 母母 スパニッシュサーチ １２戦２勝 賞金 ２２，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエストヒル号は，平成２３年２月１０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アヌエヌエ号・ドンビザッツウェイ号・マルタシュンプウ号・ラブルビー号
（非抽選馬） ３頭 ダイワトリビューン号・トーセンヤッテキタ号・ネオエピック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００４５ １月１０日 晴 良 （２３中山１）第４日 第９競走 ��
��２，４００�

な り た

成 田 特 別
発走１４時１５分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

４６ グ ル ー オ ン �６鹿 ５７ 柴山 雄一池谷 誠一氏 大竹 正博 静内 畠山牧場 ４７０＋ ２２：３８．２ ５．１�

８１４ ロジサイレンス 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム B４６２＋ ６ 〃 ハナ ５．２�
４５ トレジャーバトル 牡５栗 ５７ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４８２－ ２２：３８．３� １２．２�
６１０ トップオブパンチ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５０４± ０２：３８．４	 ５．４�
３４ エアペイシェンス 牡５栗 ５７ 内田 博幸 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３６－１６２：３８．８２	 １５．９�
５８ メジロティモン 牡６栗 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１６＋ ６ 〃 ハナ ２９．５	
７１２ トーセンルーチェ 牡５栗 ５７ 伊藤 工真島川 
哉氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ５７４＋ ４２：３９．１１� ８．４�
６９ 
� ホウショウアマネ 牝６芦 ５５ 宮崎 北斗芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ４８４± ０２：３９．２	 ２１．４�
２２ ダイビングキャッチ 牡４芦 ５６ 勝浦 正樹島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ４７２＋ ６２：３９．６２	 １３．６
８１３ トウカイキアーロ 牡４黒鹿５６ 丸山 元気内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ５０４＋ ４ 〃 アタマ ２０．３�
１１ ウインシュヴァルツ 牡４青 ５６ 川田 将雅�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４７６＋ ４ 〃 クビ ５．０�
７１１ エプソムスタウト 牡７鹿 ５７ A．クラストゥス �ジャパン・ホースマン・クラブ 武 宏平 新冠 辻 和明 ４９０＋ ８２：３９．９１� １７０．８�

（仏）

３３ � サイアーエフェクト 牡６栗 ５７ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 ハシモトフアーム ５０６－ ６ 〃 クビ １５２．４�
５７ マルタカワンタッチ 牡６黒鹿５７ 大庭 和弥�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 明和牧場 ５０４＋ ４２：４１．４９ １９３．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３３，３３０，９００円 複勝： ５５，６２６，５００円 枠連： ３４，３６１，２００円

普通馬連： １４２，７３７，４００円 馬単： ８０，２２０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，８９５，１００円

３連複： １７７，１５０，０００円 ３連単： ２９７，９４３，５００円 計： ８６９，２６５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � ３２０円 枠 連（４－８） ６４０円

普通馬連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ７４０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ４，６６０円 ３ 連 単 ��� ２４，０１０円

票 数

単勝票数 計 ３３３３０９ 的中 � ５２３４４（２番人気）
複勝票数 計 ５５６２６５ 的中 � ９０１９２（１番人気）� ８６９９１（２番人気）� ３７９２３（６番人気）
枠連票数 計 ３４３６１２ 的中 （４－８） ３９９０４（１番人気）
普通馬連票数 計１４２７３７４ 的中 �� ７７６４３（１番人気）
馬単票数 計 ８０２２０６ 的中 �� ２１２３５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７８９５１ 的中 �� ２３８９６（２番人気）�� １６０６３（７番人気）�� １０２４１（１５番人気）
３連複票数 計１７７１５００ 的中 ��� ２８０７２（１１番人気）
３連単票数 計２９７９４３５ 的中 ��� ９１６１（５２番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１３．１―１２．８―１４．４―１４．８―１４．１―１２．９―１２．３―１２．５―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２５．１―３８．２―５１．０―１：０５．４―１：２０．２―１：３４．３―１：４７．２―１：５９．５―２：１２．０―２：２４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５１．０―３F３８．７
１
�
５，６（１，１１，１０）（３，９）（４，１４）７，２－１３，８－１２・（５，６）１０，１４（１，１１，９，４）－３，２－（７，１２，８）１３

２
�
・（５，６）１０（１，１１）（３，９，１４）（７，４）２－（１３，８）－１２・（５，６）（１０，１４）（１，９，４）－（３，１１，２）（１２，８）１３，７

勝馬の
紹 介

グ ル ー オ ン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ゴールドレツト デビュー ２００７．９．９ 中山１着

２００５．１．１６生 �６鹿 母 ヤマタケポロン 母母 ヤマタケサリー ２６戦３勝 賞金 ４８，９７２，０００円
〔制裁〕 ロジサイレンス号の騎手後藤浩輝は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番への進路影響）
※トレジャーバトル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０００４６ １月１０日 晴 良 （２３中山１）第４日 第１０競走 ��
��２，０００�

しょうしゅん

頌 春 賞
発走１４時５０分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

４４ ヒシセンチュリー 牡５栗 ５７ 内田 博幸阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ５１６＋ ２２：００．７ ２．３�

５５ ネ コ パ ン チ 牡５黒鹿５７ 大庭 和弥桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ５．５�
２２ マイネルグート 牡４鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ５００－ ４ 〃 クビ １０．１�
１１ マコトギャラクシー 牡４栃栗５６ 吉田 豊尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４５８＋ ６２：００．８� ５．４�
６６ � イグゼキュティヴ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 ５２２＋ ８２：０１．０１	 ２９．５�
８９ プロヴィデンス 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５０２＋ ８２：０１．１
 １８．４�
７７ � ベ ル タ リ ド 牡７鹿 ５７ 田辺 裕信伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４８０＋ ４ 〃 ハナ １３．８	
７８ コスモオースティン 牡９鹿 ５７ F．ベリー 
ビッグレッドファーム 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４８６± ０２：０１．２クビ ７２．０�

（愛）

８１０ グッドバニヤン 牡６栃栗５７ 後藤 浩輝津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４５２－ ４２：０１．４１ ７．２�
３３ コハクジョー 牡５芦 ５７ 柴田 善臣河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５１４－ ４２：０１．５� ２５．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３８，７７９，７００円 複勝： ６６，０９７，１００円 枠連： ３０，８２９，９００円

普通馬連： １４６，７６３，７００円 馬単： ９９，１６６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，３２７，８００円

３連複： １６８，２６７，７００円 ３連単： ３８９，１７５，９００円 計： ９８８，４０８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ２４０円 枠 連（４－５） ６００円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ４１０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� ６，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３８７７９７ 的中 � １３５６５７（１番人気）
複勝票数 計 ６６０９７１ 的中 � ２１３２６４（１番人気）� ９５４８８（２番人気）� ５３２８０（５番人気）
枠連票数 計 ３０８２９９ 的中 （４－５） ３８４８８（３番人気）
普通馬連票数 計１４６７６３７ 的中 �� １７３３１３（２番人気）
馬単票数 計 ９９１６６４ 的中 �� ７８２０８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９３２７８ 的中 �� ５８７４２（１番人気）�� ２８９８５（４番人気）�� １４６７１（１１番人気）
３連複票数 計１６８２６７７ 的中 ��� ７００６９（５番人気）
３連単票数 計３８９１７５９ 的中 ��� ４５４５０（１０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１３．２―１１．８―１２．１―１１．６―１１．９―１１．８―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．１―３７．３―４９．１―１：０１．２―１：１２．８―１：２４．７―１：３６．５―１：４８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３６．０
１
３
２，１０（６，８）（５，４，９）（３，７）１
２（１０，９）（６，８，４）（５，７）（３，１）

２
４
２，１０，９（６，８）（５，４）（３，７）１・（２，１０）（６，９）（８，４）（５，７）１，３

勝馬の
紹 介

ヒシセンチュリー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．８．１７ 新潟８着

２００６．３．１３生 牡５栗 母 ヒシショウコ 母母 Forladiesonly １５戦４勝 賞金 ６６，１４１，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０００４７ １月１０日 晴 良 （２３中山１）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第２７回フェアリーステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右・外）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
２，０００万円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

賞 品
本 賞 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ６３０，０００円 １８０，０００円 ９０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

２４ ダンスファンタジア 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：３３．７ ２．３�
（仏）

７１３ スピードリッパー 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ８１：３４．１２� ２０．３�
１１ アドマイヤセプター 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４３６－１０ 〃 クビ ４．５�
５９ ピュアブリーゼ 牝３栗 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３６± ０１：３４．３１ ８．３�
５１０	 ヤ マ ノ ラ ヴ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人山住れい子氏 牧 光二 日高 竹島 幸治 B４６２－ ２１：３４．５１
 １６９．２�
４８ マイネイディール 牝３青鹿５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４９２＋ ６１：３４．６� １９．５	
１２ コスモバタフライ 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４４４± ０ 〃 アタマ ８５．５

３５ フラワーロック 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４７２＋ ６ 〃 ハナ １４７．２�
４７ ピュアオパール 牝３青鹿５４ 蛯名 正義 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４１０＋ ２１：３４．７� ２３．２�
３６ ビービーバカラ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４５２－ ４ 〃 クビ ２０．０
７１４ バラードソング 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４４０－１２ 〃 ハナ １３７．９�
８１５ コンプリート 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４６２－ ４１：３５．１２� ５８．０�
６１１ フレンドサンポウ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４８０＋２６ 〃 アタマ ２２２．０�
６１２ イングリッド 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム ４３４± ０１：３５．５２� ５．４�
２３ フ ジ チ ャ ン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 ４６８＋１０ 〃 ハナ ２６．０�
８１６ アポロジェニー 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか 田中 裕之 ４５２＋ ４１：３６．８８ ３０９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６１，２９２，０００円 複勝： １８５，２１４，４００円 枠連： １１９，５７８，２００円

普通馬連： ６５０，６７６，１００円 馬単： ３９６，９７７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９９，０６１，７００円

３連複： ８７８，７１９，２００円 ３連単： １，８５２，７９１，５００円 計： ４，４４４，３１０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ３４０円 � １６０円 枠 連（２－７） １，４５０円

普通馬連 �� １，８９０円 馬 単 �� ２，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ２５０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 ��� １３，６００円

票 数

単勝票数 計１６１２９２０ 的中 � ５６６２２１（１番人気）
複勝票数 計１８５２１４４ 的中 � ５４８３１６（１番人気）� ９６１５３（７番人気）� ３０１５５３（２番人気）
枠連票数 計１１９５７８２ 的中 （２－７） ６１１５３（５番人気）
普通馬連票数 計６５０６７６１ 的中 �� ２５４５０９（６番人気）
馬単票数 計３９６９７７４ 的中 �� １０６８７３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９９０６１７ 的中 �� ６３７８４（６番人気）�� ２４３０００（１番人気）�� ３７７８４（１３番人気）
３連複票数 計８７８７１９２ 的中 ��� ２３６４５１（４番人気）
３連単票数 計１８５２７９１５ 的中 ��� １００５５４（２８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．１―１１．１―１２．０―１２．２―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．９―３４．０―４５．１―５７．１―１：０９．３―１：２１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．６

３ ・（１６，１２）（７，１，１５）（９，１３）（８，４，１０，１４）（５，１１）３－６＝２
２
４

・（１５，１６）７（１，９，１３）（４，１４）（８，１０，１２）３，１１（５，６）＝２・（１６，１２，１，１３）（７，９，４）（８，１５，１０）（５，１１，１４）３，６，２

勝馬の
紹 介

ダンスファンタジア �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．３１ 東京１着

２００８．４．２生 牝３鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ ４戦３勝 賞金 ５４，９１０，０００円
〔発走状況〕 コスモバタフライ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０００４８ １月１０日 晴 良 （２３中山１）第４日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時００分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

６１０ サトノエクスプレス 牡５栗 ５７ A．クラストゥス 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３２± ０１：３４．５ ５．３�
（仏）

２３ ラインジェシカ 牝４栗 ５４ 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９６＋ ８ 〃 ハナ ２３．７�
２２ アーバンウィナー 牡４黒鹿５６ 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７８± ０ 〃 クビ ５．２�
８１４ ザクリエイション 牡５黒鹿５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５１４－２０１：３４．６クビ １２．９�
７１３ コスモサイキック 牡４青 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 西浦 勝一 新冠 武田 修一 ４６８＋１０ 〃 アタマ ２４．０�
６１１ グァンタナメラ 牝４黒鹿５４ 後藤 浩輝齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４５４＋ ２１：３４．８１� ３．０�
４６ オーシャンキャスト 牡４鹿 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４７２＋２２１：３５．０１� １１．３	
４７ ダノンシュナップス 牡４栗 ５６ 内田 博幸
ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５５２＋２６１：３５．１� ２３．５�
５８ 	 サクラシャイニー 牡５栗 ５７ 田中 博康
さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４６４＋ ８ 〃 クビ ２６．８�
３４ クロフォード 牝４青 ５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ６ 〃 ハナ ８．７
７１２
	 シベリアンアロー 牡５栗 ５７ 木幡 初広藤田 在子氏 矢野 英一 米 G. Watts

Humphrey, Jr. ４５２＋ ４ 〃 ハナ ２２９．１�
５９ ヴィクトリアローズ 牝４栗 ５４ 的場 勇人古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 ４３４－ ４１：３５．２クビ ２９．１�
８１５ コスモドロス 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋ ４１：３５．６２� ３２．５�
３５ メジロポピンズ 牝５栗 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４４０－１２１：３６．１３ １８３．７�
１１ トレジャーチェスト 牝４芦 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス
 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４９０＋２６１：３７．４８ ４６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５３，１１１，９００円 複勝： ７８，１８４，８００円 枠連： ５９，５７３，０００円

普通馬連： １９３，９７４，２００円 馬単： １０８，５３５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，１６７，８００円

３連複： ２４１，４７６，７００円 ３連単： ４４８，６７２，４００円 計： １，２４７，６９６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � ４９０円 � ２１０円 枠 連（２－６） ４５０円

普通馬連 �� ５，６２０円 馬 単 �� ９，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ５２０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ８，３７０円 ３ 連 単 ��� ５６，９８０円

票 数

単勝票数 計 ５３１１１９ 的中 � ８０１８７（３番人気）
複勝票数 計 ７８１８４８ 的中 � １２１２０３（２番人気）� ３４１３２（７番人気）� １０９０４９（３番人気）
枠連票数 計 ５９５７３０ 的中 （２－６） ９８９１１（１番人気）
普通馬連票数 計１９３９７４２ 的中 �� ２５４７８（２０番人気）
馬単票数 計１０８５３５５ 的中 �� ８１７２（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４１６７８ 的中 �� ７７３９（２７番人気）�� ３２６３７（３番人気）�� １１７８３（１３番人気）
３連複票数 計２４１４７６７ 的中 ��� ２１３００（２８番人気）
３連単票数 計４４８６７２４ 的中 ��� ５８１２（１７６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．７―１１．６―１１．９―１２．１―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３５．０―４６．６―５８．５―１：１０．６―１：２２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３６．０

３ １（９，１３）１４（３，１２，１５）（２，７，１１）１０（４，８）５，６
２
４
９（１，３，１３）（５，１２，１５）２（４，６，７，８，１１，１４）１０・（１，９，１３）（３，１２，１４）１１（２，１５）（１０，６）（４，７）８，５

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノエクスプレス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 クリミナルタイプ デビュー ２００８．１１．２９ 東京１着

２００６．４．４生 牡５栗 母 レディータイクーン 母母 ビユーパーダンス ２３戦３勝 賞金 ６４，８８７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出走取消馬 ヴィーヴァサルーテ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 エクセリオン号・マルターズクリス号・ユウキサンオーラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２３中山１）第４日 １月１０日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３１，８２０，０００円
３，２２０，０００円
１０，３８０，０００円
１，９５０，０００円
２１，９１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，４１５，２５０円
４，９５２，０００円
１，７８２，０００円

勝馬投票券売得金
４６６，２７８，１００円
６９５，１８１，３００円
４１４，７８５，８００円

１，６６７，２７５，７００円
１，０７１，２４７，５００円
５７６，７９８，２００円

２，１４５，０６３，７００円
４，１８０，１６１，７００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １１，２１６，７９２，０００円

総入場人員 ２６，６２８名 （有料入場人員 ２３，９５３名）


