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０００４９ １月１５日 曇 良 （２３中山１）第５日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時０５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

８１５� メ ー ヴ ェ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs
Jean P. Clee ４５４＋ ２１：１２．６ ３．９�

４８ � フェアユース 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース河野 通文 米 Shadai Farm ４９４－ ２１：１２．７� ２．３�
８１６ イ カ ル ス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 川越牧場 ５２２－ ６１：１３．３３� １４．２�
３６ アップターン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４９０＋１６ 〃 クビ １２．３�
６１１� コスモヘラクレス 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 米 William P.

Sorren B４８６＋ ２ 〃 アタマ ５．５�
１２ ドリームクレド 牡３栗 ５６ 吉田 豊セゾンレースホース� 阿部 新生 浦河 帰山 清貴 ４７８＋ ２１：１３．６２ ９．１	
５９ ケイアイカミノコエ 牡３黒鹿 ５６

５４ △伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 青森 野々宮牧場 ５１２＋ ２１：１３．９１� ４８．７

３５ ベルウッドショット 牡３栗 ５６ 丸山 元気鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 飯岡牧場 ４６６＋１０１：１４．０クビ ９１．３�
２３ � コスモアバンティ 牝３芦 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 上原 博之 米 Stone Farm ４１６＋ ４１：１４．３２ ４４．７�
７１３ コスモビートイット 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 インターナショ

ナル牧場 ４７４± ０１：１４．４クビ ２９８．２
６１２ トミケンアグード 牡３栗 ５６ 丸田 恭介冨樫 賢二氏 水野 貴広 苫小牧 藤沢 武雄 ４５６＋ ６１：１４．６１	 ９８．８�
７１４ エーブマンテン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 日高 シンコーファーム ４４８－ ４１：１４．７� ３５３．０�
４７ イッキカセイ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一内藤 好江氏 浅野洋一郎 青森 織笠 時男 ４６２＋ ４１：１４．８クビ ３４６．３�
２４ ストロングレグナム 牡３栗 ５６ 吉田 隼人村木 篤氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４５２－ ６１：１５．０１	 ２５．８�
５１０ オーガニックライフ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 大林ファーム ４０２－１４１：１５．５３ ２５２．９�
１１ ケイツーソール 牝３栗 ５４ 江田 照男楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか へいはた牧場 ４１８－ ６１：１６．５６ ２５８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６９３，０００円 複勝： ４１，４２５，４００円 枠連： １７，５２７，３００円

普通馬連： ６３，０１３，３００円 馬単： ４５，８４５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６７７，０００円

３連複： ８４，４７７，８００円 ３連単： １３７，２１５，８００円 計： ４３６，８７４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ２６０円 枠 連（４－８） ２７０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ６００円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ５，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２０６９３０ 的中 � ４２７３２（２番人気）
複勝票数 計 ４１４２５４ 的中 � ８１９６０（２番人気）� １４５００３（１番人気）� ２５８５６（６番人気）
枠連票数 計 １７５２７３ 的中 （４－８） ４９０４６（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３０１３３ 的中 �� １１１９９０（１番人気）
馬単票数 計 ４５８４５０ 的中 �� ３５７８５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６７７０ 的中 �� ３７３１４（１番人気）�� ９５９７（９番人気）�� １４８７５（４番人気）
３連複票数 計 ８４４７７８ 的中 ��� ４７１６３（３番人気）
３連単票数 計１３７２１５８ 的中 ��� １７９３０（８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．２―１２．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．８―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３８．０
３ ・（８，１２）（１５，１６）（２，１０）（６，９，１１）（３，１３）－７（４，１４）５，１ ４ ８（１２，１５）（２，１６）（６，１０，１１）９－（３，１３）－７，４（５，１４）－１

勝馬の
紹 介

�メ ー ヴ ェ �
�
父 Motivator �

�
母父 Shirley Heights デビュー ２０１０．８．１４ 札幌５着

２００８．５．８生 牝３黒鹿 母 Top Table 母母 Lora’s Guest ６戦１勝 賞金 １１，５００，０００円
〔発走状況〕 イカルス号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 サーストンヴィンス号・ジパングファースト号・タタカイノホノオ号・フィールザスカイ号・フォージドアストロ号

０００５０ １月１５日 曇 良 （２３中山１）第５日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３５分 （ダート・右）

牝，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

８１５ マイネロードナイト 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム B４６０－ ４１：５６．７ ４．９�

４８ ル イ ー ズ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４７８＋１２１：５７．５５ １０．１�
５１０ サマーティアラ 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 ４２８－ ６１：５７．６� １７．７�
１１ ニットウミューズ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀�日東牧場 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ５０２－ ４１：５８．０２� ４０．７�
２３ ミスモトヒメサン 牝３栗 ５４ 石橋 脩黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４５０＋ ６１：５８．１� ３８．１�
８１６ ロジベアハート 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝久米田正明氏 大竹 正博 新冠 対馬 正 ５１４－ ４ 〃 ハナ ２．４	
３５ ライヴマジック 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５３０＋ ６１：５８．４２ ４．１

５９ プレシャスマリン 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 B４７４＋１０１：５８．７１� ２０４．９�
４７ スプリングロバーツ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 ４４０＋ ４１：５８．８クビ ６０．７�
６１２ カトルズグリーン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 ４８８－ ２ 〃 アタマ ２３．８
１２ ミ ロ ス 牝３栗 ５４ 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 藤原牧場 ４５８－ ４１：５９．０１ １７１．１�
７１４ ショウナンサージュ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司�湘南 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 ４５２＋ ２１：５９．６３� ２１．６�
３６ メマンチンタ 牝３鹿 ５４ 田中 博康加藤 信之氏 高橋 祥泰 浦河 笹島 政信 ４５４＋１４ 〃 クビ ５４．６�
７１３ ラブロジック 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣ディアレスト 畠山 吉宏 新冠 北星村田牧場 ４６２－ ２２：００．１３ １０５．５�
２４ ミヤビアザーレ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 金石牧場 ４４４＋ ４２：００．５２� ３６０．６�
６１１ オールドアメリカン 牝３黒鹿５４ 中舘 英二 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４５８－１２２：００．６� ２１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９３４，８００円 複勝： ３２，７１７，２００円 枠連： １７，２９０，３００円

普通馬連： ５４，７２５，３００円 馬単： ３６，５９４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４２６，８００円

３連複： ７１，２２５，６００円 ３連単： １０６，４９０，９００円 計： ３６０，４０５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � ５６０円 枠 連（４－８） ６９０円

普通馬連 �� １，９３０円 馬 単 �� ３，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� １，４１０円 �� ２，１７０円

３ 連 複 ��� ９，７８０円 ３ 連 単 ��� ４４，５１０円

票 数

単勝票数 計 １７９３４８ 的中 � ２９２４５（３番人気）
複勝票数 計 ３２７１７２ 的中 � ５８３０９（３番人気）� ３３１５３（４番人気）� １２５３０（６番人気）
枠連票数 計 １７２９０３ 的中 （４－８） １８５０３（３番人気）
普通馬連票数 計 ５４７２５３ 的中 �� ２１０３２（６番人気）
馬単票数 計 ３６５９４１ 的中 �� ７５０４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４２６８ 的中 �� ９２６７（６番人気）�� ４０４９（１２番人気）�� ２５７３（２４番人気）
３連複票数 計 ７１２２５６ 的中 ��� ５３７９（２９番人気）
３連単票数 計１０６４９０９ 的中 ��� １７６６（１１９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．８―１２．７―１３．５―１２．９―１２．８―１３．２―１３．１―１４．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．２―３６．９―５０．４―１：０３．３―１：１６．１―１：２９．３―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．４―３F４０．６
１
３
１６－１４（１０，１５）（５，１１，１３）６，１－（７，１２）（３，９）８（２，４）
１６（１４，１５）（１０，５）（１，１３）６，１１（７，１２，９）－（３，８）２，４

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

勝馬の
紹 介

マイネロードナイト �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 バ チ ア ー デビュー ２０１０．７．１０ 福島５着

２００８．４．１３生 牝３鹿 母 マイネエムロード 母母 アシヤマダム ９戦１勝 賞金 ８，３００，０００円

第１回　中山競馬　第５日



０００５１ １月１５日 曇 良 （２３中山１）第５日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５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

６１２ ホノカアボーイ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４６２－ ２１：５７．４ １６．６�

７１４ ダイコウヒョウ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 ４６６± ０１：５７．６１� ５．１�
２４ テンゲントッパ 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４６４＋ ４１：５７．８１� ４．５�
３６ ストロングシリウス 牡３栗 ５６ 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４９６＋ ２１：５８．０１ ５４．５�
１２ サンマルヴィエント 牡３栗 ５６ 丸山 元気相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７２＋ ４１：５８．２１� ５．９�
３５ エーシンイグアス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�栄進堂 畠山 吉宏 新ひだか 木田牧場 ５０８＋ ２１：５８．４１ １０．２	
５９ マ ン マ ル コ 牝３栗 ５４ 的場 勇人清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ ２１７．３

６１１ サクラプレリュード 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�さくらコマース上原 博之 新冠 川上牧場 ４６８－ ６１：５８．５� ２．９�
１１ ゲンパチロッキー 牡３鹿 ５６ 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム B４９２－ ８１：５８．９２� １６．５�
５１０ スリンシンガポール 牡３青鹿５６ 柴山 雄一田島榮二郎氏 大竹 正博 日高 前川 義則 ４７０＋ ６１：５９．０� ３５９．３
８１６ グッドランスター 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥小林 章氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４５６－ ４１：５９．３２ １３７．５�
８１５ テ ン ク ウ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治中村 政勝氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ５２０＋ ６１：５９．７２� １３４．８�
２３ コスモティーピー 牡３黒鹿５６ 鈴来 直人 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新ひだか 岡田牧場 ４９８＋ ６２：００．４４ １１２．０�
７１３ オメガドーヴィル 牡３栗 ５６ 三浦 皇成原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７８＋１８２：００．５� ２９．６�
４７ アールアラモード 牝３鹿 ５４ 小林 淳一星野 良二氏 佐藤 吉勝 新ひだか 萩澤 俊雄 ４２８－１２ 〃 クビ ２６５．４�
４８ エ ル ダ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝日下部勝�氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 ４６０± ０２：０１．２４ ５０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４１６，４００円 複勝： ３１，６２９，７００円 枠連： １５，６１０，３００円

普通馬連： ５６，６６２，６００円 馬単： ３６，７７１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３４２，４００円

３連複： ６７，８７４，７００円 ３連単： １０４，２１２，７００円 計： ３５３，５１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６６０円 複 勝 � ４１０円 � ２２０円 � １９０円 枠 連（６－７） ５７０円

普通馬連 �� ４，１００円 馬 単 �� ９，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２００円 �� １，２１０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ６，１９０円 ３ 連 単 ��� ５６，４７０円

票 数

単勝票数 計 １８４１６４ 的中 � ８７６５（７番人気）
複勝票数 計 ３１６２９７ 的中 � １６７４９（７番人気）� ４１１１０（４番人気）� ５１０５４（２番人気）
枠連票数 計 １５６１０３ 的中 （６－７） ２０２６５（２番人気）
普通馬連票数 計 ５６６６２６ 的中 �� １０２１６（１８番人気）
馬単票数 計 ３６７７１０ 的中 �� ２８３３（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３４２４ 的中 �� ４４９５（１６番人気）�� ４４４２（１７番人気）�� ９５５７（６番人気）
３連複票数 計 ６７８７４７ 的中 ��� ８０９６（２２番人気）
３連単票数 計１０４２１２７ 的中 ��� １３６２（１８６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１３．５―１４．２―１３．３―１２．８―１２．８―１３．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３８．１―５２．３―１：０５．６―１：１８．４―１：３１．２―１：４４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．０
１
３
１－５，６（２，１４）（４，１５）３，１２，９，１６，７，１３，１１，８－１０・（１，５）６（２，１４）（９，４，１５）１２，１６（３，１３）（７，１１，８）－１０

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

勝馬の
紹 介

ホノカアボーイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Boundary デビュー ２０１０．１１．１ 東京１５着

２００８．２．２３生 牡３黒鹿 母 ジ ェ ラ ー ト 母母 パーフェクトジェム ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 オメガドーヴィル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 オメガドーヴィル号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 カシノダンガン号・レゴリス号

０００５２ １月１５日 曇 良 （２３中山１）第５日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時３５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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１１ フィンデルムンド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４６８ ―１：１４．２ ５．８�

２３ エ キ ナ シ ア 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４８０ ― 〃 クビ ２．０�
５９ アスパイヤリング 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介木村 直樹氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 ４９４ ― 〃 ハナ １３．０�
７１４ ビッグスナイパー 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 ４８４ ―１：１４．６２� ２４．５�
７１３ グッドクロック 牡３芦 ５６ 田辺 裕信青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６４ ―１：１４．９２ ７．６�
１２ ヤマニンバルーシュ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ５０６ ―１：１５．４３ ６．０�
５１０ エイダイコンビ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�東振牧場 伊藤 大士 むかわ 東振牧場 ４５２ ―１：１５．５� ２１．９	
２４ イダテンハル 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４５２ ―１：１５．６クビ ８９．７

３６ ロシュローブ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：１５．７� ２６．４�
８１６ フ ウ ジ ン 牡３栗 ５６ 南田 雅昭�和田牧場 和田 正道 新ひだか カタオカフアーム ４７２ ―１：１６．０２ ３５．３�
４８ ティアップシャリー 牝３栗 ５４ 田中 博康田中 昇氏 高木 登 浦河 金成吉田牧場 ４１４ ―１：１６．１クビ ８６．５
６１１ トーアアサギリ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝高山ランド� 浅野洋一郎 豊浦トーア牧場 ４５０ ― 〃 クビ ８７．７�
８１５ ケージージャッカル 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 ４０６ ―１：１６．７３� １５７．８�
４７ タマモトロンボーン 牡３鹿 ５６ 岩部 純二タマモ� 萱野 浩二 新冠 小泉牧場 ４８４ ―１：１７．０２ ２４０．８�
３５ タイセイスキム 牝３鹿 ５４ 津村 明秀田中 成奉氏 武藤 善則 新ひだか 飯岡牧場 ４１６ ―１：１７．２１� １７８．７�
６１２ トミケンサージュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也冨樫 賢二氏 加藤 和宏 浦河 金石牧場 ４３４ ―１：１８．１５ １９３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６７６，７００円 複勝： ２６，８８７，６００円 枠連： １８，３４４，２００円

普通馬連： ４９，４４９，６００円 馬単： ３４，７８２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０３７，０００円

３連複： ６０，２７８，８００円 ３連単： ９９，９４３，１００円 計： ３２９，３９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（１－２） ２８０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，０９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 ��� １１，２３０円

票 数

単勝票数 計 １９６７６７ 的中 � ２６９３９（２番人気）
複勝票数 計 ２６８８７６ 的中 � ３６５２３（３番人気）� ７６１４９（１番人気）� ２２３７７（５番人気）
枠連票数 計 １８３４４２ 的中 （１－２） ４８７９０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９４４９６ 的中 �� ６５６８２（１番人気）
馬単票数 計 ３４７８２０ 的中 �� １７４２１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００３７０ 的中 �� ２１２３７（１番人気）�� ４０１６（１３番人気）�� ９９１２（５番人気）
３連複票数 計 ６０２７８８ 的中 ��� ２１４３３（４番人気）
３連単票数 計 ９９９４３１ 的中 ��� ６５６９（２１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１２．２―１２．７―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．７―３５．９―４８．６―１：０１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３８．３
３ ・（５，１０，１３，１１）（９，３）（４，８）（２，１４）（１，１６）－１２（７，１５）６ ４ ・（５，１０，１３，１１）（９，３）（４，１４）８（２，１）１６－（１２，１５）６，７

勝馬の
紹 介

フィンデルムンド �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

２００８．４．２０生 牡３鹿 母 ウシュアイア 母母 ノーザンマイア 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３２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３２頭 アバンチュール号・イットーショウ号・エレガンテココ号・オンワードフレイア号・カザオリエボシ号・

キープザブレイヴ号・クォリティシーズン号・コスモコナン号・ゴールデンオルフェ号・サクセスブリンク号・
サンクスギビング号・シエナクロス号・シャンパンタワー号・シルクユージー号・スカイライトニング号・
スタービューティ号・タイホウルーナ号・タケデンレッド号・テルユーホワット号・トウカイスピカ号・
トーセンブリッツ号・バットゥータ号・ベル号・ベルモントアダム号・メジロクロビシ号・ヤマニンカモミール号・
ユニバーサルアゲン号・ヨアケノミュー号・ライクアブリンク号・ラララトゥモロー号・レオフレンド号・
ワイワイカーニバル号



０００５３ １月１５日 曇 良 （２３中山１）第５日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２５分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

１２ アルマフローラ 牝３青 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４３４－ ２２：０２．６ ３．１�

４７ コスモアンドリュー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 宗像 義忠 日高 高橋牧場 ４８６＋ ２２：０２．８１� ４３．９�
７１４ カラータイマー 牡３栗 ５６ A．クラストゥス 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７８± ０ 〃 ハナ ３．４�

（仏）

６１１ サイクロンフォース 牡３鹿 ５６ 松岡 正海小菅 定雄氏 松山 康久 登別 青藍牧場 ４９０－ ２２：０２．９� ４５．６�
５９ シュヴァルツシルト 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ８２：０３．０クビ ３７．３�
１１ ラ ン ブ イ エ 牝３青 ５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４ 〃 ハナ ８．２�
８１６ ケイオーワールド 牡３栗 ５６ 田辺 裕信ジャパンフードビジネス	 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋１２２：０３．１� ２１８．７

７１３ オメガスカイツリー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４２：０３．２クビ ５４．５�
８１５ コスモスイートテン 牡３青鹿５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 静内坂本牧場 ４９６＋ ２２：０３．３� １５．７�
３６ ネ グ レ ス コ 牡３黒鹿５６ F．ベリー 吉田 和美氏 堀 宣行 新冠 アサヒ牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ ３．５

（愛）

４８ マイネルバリュー 牡３青鹿５６ 津村 明秀 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 坂本 勝美 新冠 ビッグレッドファーム B４５２± ０２：０３．５１� １９．４�

２３ オービーキング 牡３鹿 ５６
５４ △伊藤 工真	富士開発 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４６２＋ ８ 〃 クビ ２０５．６�
３５ オウエイミステリー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４５６－１０２：０３．６� １４９．１�
２４ ココアンジュ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４２０－ ６２：０３．７クビ ２６５．５�
６１２ オリオンザゴールド 牡３鹿 ５６ 石橋 脩平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４６０＋ ２ 〃 クビ ５８７．９�
５１０ ルクールロゼ 牝３栗 ５４ 田中 博康栗山 良子氏 武市 康男 新冠 長浜 秀昭 ４３０－１４２：０５．８大差 １７９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，２４２，８００円 複勝： ４３，６８５，６００円 枠連： ２０，１０８，１００円

普通馬連： ６９，９８１，８００円 馬単： ４９，４４０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，７５７，１００円

３連複： ９４，９３９，９００円 ３連単： １４９，２４６，７００円 計： ４８７，４０２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ７１０円 � １６０円 枠 連（１－４） １，１９０円

普通馬連 �� ６，４６０円 馬 単 �� １０，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１００円 �� ３２０円 �� ２，８１０円

３ 連 複 ��� １１，２６０円 ３ 連 単 ��� ６８，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２９２４２８ 的中 � ７４５６０（１番人気）
複勝票数 計 ４３６８５６ 的中 � ８５２１１（２番人気）� １１０４３（８番人気）� ８４７００（３番人気）
枠連票数 計 ２０１０８１ 的中 （１－４） １２５５２（４番人気）
普通馬連票数 計 ６９９８１８ 的中 �� ８０００（２１番人気）
馬単票数 計 ４９４４０３ 的中 �� ３４４７（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０７５７１ 的中 �� ３３３６（２２番人気）�� ２７８７３（３番人気）�� ２４６６（３０番人気）
３連複票数 計 ９４９３９９ 的中 ��� ６２２６（３３番人気）
３連単票数 計１４９２４６７ 的中 ��� １６１７（１７８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．３―１２．２―１３．０―１２．７―１２．５―１２．２―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３６．０―４８．２―１：０１．２―１：１３．９―１：２６．４―１：３８．６―１：５０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アルマフローラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bellotto デビュー ２０１０．１０．３ 中山２着

２００８．４．２０生 牝３青 母 セトフローリアンⅡ 母母 Yeatsina ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ランドムテキ号
※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。

０００５４ １月１５日 曇 良 （２３中山１）第５日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時５５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

５６ � パシコジュリエ 牝４鹿 ５４ 内田 博幸酒井 芳秀氏 嶋田 潤 新ひだか パシフイツク牧場 ４５８＋ ４１：５６．０ ２．５�

８１１ マイネフェリックス 牝４栗 ５４ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B４７４＋ ８ 〃 クビ １３．０�
（仏）

６７ メイショウラグーナ 牝４鹿 ５４ 蛯名 正義松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６６＋ ４１：５６．１クビ １７．４�
１１ タマノリテラシー 牝４栗 ５４ 江田 照男玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８６＋ ２１：５６．３１� ２８．４�
５５ ミ ア コ ル サ 牝４鹿 ５４ 古川 吉洋有限会社シルク土田 稔 日高 鹿戸 美明 ４６６± ０１：５６．７２� ４６．８�
４４ マチカネユウビ 牝４栗 ５４ 三浦 皇成吉田 千津氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４１６± ０１：５６．８� ２６．６	
２２ 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± ０１：５６．９クビ １２２．４

８１２ クリノメダリスト 牝５栗 ５５ 横山 典弘栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４５４＋ ８１：５７．２１� ４６．１�
７１０ ドラゴンソニック 牝４青鹿５４ 田中 勝春窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４＋ ２１：５７．４１� ３．９�
３３ シルバービート 牝５芦 ５５ 丸山 元気門野 重雄氏 南田美知雄 静内 フジワラフアーム ５００＋ ８１：５８．０３� １９０．８
７９ � ジェイケイミラクル 牝４鹿 ５４ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 新ひだか 藤川フアーム ４６０＋ ５１：５８．４２� ７５．５�
６８ チャレンジフラッグ 牝４芦 ５４ 吉田 豊石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５１８＋１６２：０２．１大差 ３．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，０３８，９００円 複勝： ２７，５６２，８００円 枠連： １４，９５７，７００円

普通馬連： ５９，１０５，４００円 馬単： ４４，３５６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９２５，２００円

３連複： ７９，２３９，３００円 ３連単： １３６，３４６，７００円 計： ４０５，５３２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ２９０円 � ３５０円 枠 連（５－８） １，２４０円

普通馬連 �� １，８８０円 馬 単 �� ３，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ７９０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� ８，７３０円 ３ 連 単 ��� ２６，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２００３８９ 的中 � ６４０４３（１番人気）
複勝票数 計 ２７５６２８ 的中 � ６７３０４（２番人気）� ２１６１７（４番人気）� １７１４０（５番人気）
枠連票数 計 １４９５７７ 的中 （５－８） ８９２０（５番人気）
普通馬連票数 計 ５９１０５４ 的中 �� ２３２８４（５番人気）
馬単票数 計 ４４３５６１ 的中 �� １０６７８（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９２５２ 的中 �� ８０８３（６番人気）�� ７６０２（７番人気）�� ３０１７（２１番人気）
３連複票数 計 ７９２３９３ 的中 ��� ６７００（２４番人気）
３連単票数 計１３６３４６７ 的中 ��� ３７７９（８０番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．３―１３．０―１３．９―１３．８―１２．２―１２．７―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．９―３７．９―５１．８―１：０５．６―１：１７．８―１：３０．５―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．２
１
３
７－８，１，１１（４，６）（２，９）－１２，５，１０－３・（７，１２）－１（８，１１）（４，６）２，９，５，１０，３

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

勝馬の
紹 介

�パシコジュリエ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 クリスタルグリツターズ （２戦０勝 賞金 ７，１０８，０００円）

２００７．３．２０生 牝４鹿 母 ウインドチーター 母母 マ リ キ ー タ １戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
地方デビュー ２００９．１０．８ 門別

〔制裁〕 パシコジュリエ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）
〔その他〕 チャレンジフラッグ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。



０００５５ １月１５日 曇 良 （２３中山１）第５日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２５分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

４６ エイシンサクセス 牡５芦 ５７ 松岡 正海平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４８６＋ ４２：００．５ ７．５�

２３ � ロックバルーン 牡６栗 ５７ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch
Bages Ltd ４６８＋１０２：００．６� １９．３�

７１２ アースステップ 牡４鹿 ５６ 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 ５２６＋１２２：０１．０２	 ２．９�
４７ スペースアーク 牡４鹿 ５６ F．ベリー 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９８＋１６２：０１．２１
 ４．５�

（愛）

１１ ショウナンアルディ 牡５栗 ５７ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７８＋ ６２：０１．３	 ３３．４�
５９ アポロストーム 牡５栗 ５７ 丸田 恭介アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５１４－ ２ 〃 クビ １０．７�
３５ ショウナンタイシ 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 静内フアーム ４５０± ０２：０１．６２ １４．６	
６１１ メジロクリントン 牡４栗 ５６ 吉田 豊
メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 B５１４＋ ８２：０１．９１� ３３．８�
５８ メジロワーロック 牡５栗 ５７ 蛯名 正義
メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ５１８＋２０ 〃 ハナ ８２．６�
２２ � トーセンキャロル 牡４栗 ５６ 田辺 裕信島川 哉氏 伊藤 大士 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３４＋２２２：０２．３２	 ２６１．０�
６１０� ユメユメユメ 牡４鹿 ５６ 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 愛 Airlie Stud ５０８± ０２：０２．５１
 ３１．１�
８１５ フーガフューグ 牝４黒鹿５４ 三浦 皇成千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６６＋１４２：０２．６クビ ６７．９�
７１３ メジロムーア 牝４鹿 ５４ 津村 明秀
メジロ牧場 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 ４８４＋１０２：０３．４５ ６２．７�
３４ マツリダジャパン 牡４青 ５６ 横山 典弘�橋 文枝氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ４９０＋１８２：０４．３５ ５．０�
８１４ トータルシーオー 牡４鹿 ５６ 田中 勝春齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新冠 ラツキー牧場 ４６０＋１２２：０４．４クビ １２５．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，８４８，１００円 複勝： ４２，１２６，７００円 枠連： ２０，７１２，６００円

普通馬連： ７４，７９６，７００円 馬単： ４９，４２２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１７０，９００円

３連複： ８７，９２０，４００円 ３連単： １５０，５１０，５００円 計： ４７７，５０８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２５０円 � ４１０円 � １３０円 枠 連（２－４） ３，４６０円

普通馬連 �� ７，４２０円 馬 単 �� １３，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ５３０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ５，１５０円 ３ 連 単 ��� ５０，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２２８４８１ 的中 � ２４３０９（４番人気）
複勝票数 計 ４２１２６７ 的中 � ３７８２８（４番人気）� １９９９７（７番人気）� １２４８６７（１番人気）
枠連票数 計 ２０７１２６ 的中 （２－４） ４４３０（１３番人気）
普通馬連票数 計 ７４７９６７ 的中 �� ７４４８（２５番人気）
馬単票数 計 ４９４２２２ 的中 �� ２６１３（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１７０９ 的中 �� ３４８２（２３番人気）�� １４３０４（５番人気）�� ８７０４（９番人気）
３連複票数 計 ８７９２０４ 的中 ��� １２６０３（１６番人気）
３連単票数 計１５０５１０５ 的中 ��� ２２０７（１４４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．５―１１．８―１２．２―１１．８―１２．２―１２．０―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．０―３６．５―４８．３―１：００．５―１：１２．３―１：２４．５―１：３６．５―１：４８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
１
３
３，４（９，７，１２）－（５，１４）（８，１０）６（１，１１）２－１３－１５・（３，４）１２（９，７，１０）５（８，６）１４（１，１１）（２，１３）－１５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイシンサクセス �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１１．１ 福島１着

２００６．４．２９生 牡５芦 母 スナークサクセス 母母 ニジンスキーセンチメント １２戦３勝 賞金 ２６，２３０，０００円
〔制裁〕 スペースアーク号の騎手F．ベリーは，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番への進路影響）
※出走取消馬 フェリシダージ号（疾病〔感冒〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 コラデピーノ号・モンテエン号
※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。

０００５６ １月１５日 曇 良 （２３中山１）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５ エアティアーモ 牝４青鹿５４ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４１：１０．０ ５．６�

６１１ オ ク ル ス 牝４鹿 ５４ 田中 勝春山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５２－ ６１：１０．８５ ２．２�
３６ ウォンビーロング 牝４鹿 ５４ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ４６４＋ ４１：１１．４３� ４．３�
４７ ノボレインボー 牝５芦 ５５ 内田 博幸�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ２６．４�
５９ スイートエスケープ 牝４栗 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：１１．５クビ ６．９�
７１４ オ オ ヒ メ 牝７黒鹿５５ 吉田 豊武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５５０＋２６ 〃 クビ ３８．６�
２４ プリマベーラシチー 牝４栗 ５４ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 日高 富川田中牧場 ４６４－ ６１：１１．６� ２５５．０	
１２ チェアユーアップ 牝５栗 ５５ 丸田 恭介岡田 将一氏 田島 俊明 静内 岡田スタツド ４５０＋１４１：１１．９１� １９６．１

５１０ グレイスフルムーヴ 牝６鹿 ５５ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 門別 ヤナガワ牧場 B４５８＋ ２ 〃 クビ ２２０．０�
８１６ ローブドヴルール 牝５鹿 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４８８＋ ６１：１２．０� ２９．８
１１ バイラオーラ 牝５栗 ５５ 吉田 隼人 �キャロットファーム 後藤 由之 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋ ８ 〃 ハナ ２４．１�
４８ トウカイポプリ 牝６青鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 B４４６－ ８ 〃 クビ ３０．６�
６１２ ル ナ ロ ッ ソ 牝５栗 ５５ 三浦 皇成木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５２８＋１４１：１２．１クビ ３１．１�
７１３ シュンカジョウ 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４７８＋１２ 〃 ハナ １７０．６�
３５ プリモローズ 牝５芦 ５５ F．ベリー �グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７４－ ４ 〃 ハナ １２９．４�

（愛）

２３ ナ イ ア ー ド 牝５黒鹿５５ 中舘 英二�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８４＋ ４１：１２．６３ ４８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，３７９，０００円 複勝： ５７，２０６，０００円 枠連： ２５，５５４，６００円

普通馬連： １０５，６７８，２００円 馬単： ６６，０６３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，６２７，９００円

３連複： １１９，７１７，１００円 ３連単： ２０８，５４６，６００円 計： ６５４，７７２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（６－８） ４９０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ３９０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ６，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３１３７９０ 的中 � ４４３５６（３番人気）
複勝票数 計 ５７２０６０ 的中 � ７８３１９（３番人気）� １８３８６１（１番人気）� １０３８７２（２番人気）
枠連票数 計 ２５５５４６ 的中 （６－８） ３８７９５（２番人気）
普通馬連票数 計１０５６７８２ 的中 �� １２４７５０（２番人気）
馬単票数 計 ６６０６３５ 的中 �� ２７４９８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０６２７９ 的中 �� ３８２０６（２番人気）�� ２２３４２（４番人気）�� ５８８９０（１番人気）
３連複票数 計１１９７１７１ 的中 ��� １０３９０４（１番人気）
３連単票数 計２０８５４６６ 的中 ��� ２２２９８（９番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．８―１１．２―１１．７―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．５―３３．７―４５．４―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．３
３ １５（１１，７）４（６，１２）（１，８，１６）（９，１４）（３，５，１０）（２，１３） ４ １５－１１（４，７）６（１，１２）（９，８，１６）１４（３，５）（１３，１０）２

勝馬の
紹 介

エアティアーモ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００９．１２．１３ 中山２着

２００７．２．２８生 牝４青鹿 母 エアコゼット 母母 ド ッ フ １１戦３勝 賞金 ４３，４３８，０００円
※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。
（非当選馬） １頭 トーセンベルファム号
（非抽選馬） ２頭 タマモワルツ号・トシキャンディ号
※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。



０００５７ １月１５日 曇 良 （２３中山１）第５日 第９競走 ��
��１，８００�

く ろ ち く

黒 竹 賞
発走１４時３０分 （ダート・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２３ ディアフォルティス 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 ４６６＋１０１：５５．３ ４．０�

６１１ コスモリゾルヴ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５８＋ ４ 〃 アタマ ７．５�

１２ コスモイーチタイム 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４３８＋ ４１：５６．０４ ４３．７�
３５ � アポロアビリティ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Normandy

Farm LLC ４６６－ ８ 〃 ハナ ３３．１�
８１５ ヴァルディヴィア 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４＋ ８１：５６．１� ２．９�
４７ ロードエルドール 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ５００＋ ４１：５６．３１� ８．２	
８１６	 ジ ド 牡３鹿 ５６ 吉田 豊西森 鶴氏 和田 正道 新ひだか ニシケンフアーム ４４４± ０１：５６．９３
 １１４．６

５９ ダイワモービル 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５０２－ ２１：５７．２２ ３３．０�
５１０ ミッキーレモン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム ４６０－２２１：５７．３クビ １０．５�
７１３ ファンキータウン 牡３芦 ５６ 吉田 隼人吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 土田農場 ５４４＋１２ 〃 ハナ ２３．４
１１ シンボリシュテルン 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ５１０± ０１：５７．４クビ １８．２�
３６ ラブミーニキータ 牝３芦 ５４ 蛯名 正義小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９６－ ６ 〃 アタマ １１．７�
２４ � ガッテンモントレー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一大島 敏氏 桜田 浩樹 日高 ヤナガワ牧場 ４７２± ０１：５８．２５ ３２２．４�

（岩手）

４８ タマモダイナミック 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 ５２０± ０１：５８．８３
 ３５．２�
６１２� セリトスガッテン 牝３芦 ５４ 木幡 初広大島 敏氏 桜田 浩樹 新冠 中地 義次 ４２２－１１１：５９．７５ ２５１．２�

（岩手）

７１４	 コーリンハッピー 牝３芦 ５４ 伊藤 工真伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４７４＋１６ 〃 ハナ ２４４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，２２１，０００円 複勝： ６３，８５３，７００円 枠連： ３４，４３０，８００円

普通馬連： １４７，５２４，３００円 馬単： ８１，０３５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，０１０，１００円

３連複： １７１，３００，１００円 ３連単： ２７８，７９０，３００円 計： ８６４，１６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２００円 � ２３０円 � ７２０円 枠 連（２－６） １，７３０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ２，２００円 �� ２，９７０円

３ 連 複 ��� １４，８６０円 ３ 連 単 ��� ６０，１５０円

票 数

単勝票数 計 ３７２２１０ 的中 � ７４０５１（２番人気）
複勝票数 計 ６３８５３７ 的中 � ９８１６０（２番人気）� ７９５３０（３番人気）� １８６７３（９番人気）
枠連票数 計 ３４４３０８ 的中 （２－６） １４７５４（９番人気）
普通馬連票数 計１４７５２４３ 的中 �� ６１６９３（５番人気）
馬単票数 計 ８１０３５１ 的中 �� １９９６７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５００１０１ 的中 �� １９３５１（４番人気）�� ５４５９（２９番人気）�� ４０１３（３９番人気）
３連複票数 計１７１３００１ 的中 ��� ８５１１（５１番人気）
３連単票数 計２７８７９０３ 的中 ��� ３４２１（１８６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１３．０―１３．１―１２．６―１２．５―１３．１―１３．０―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３７．３―５０．４―１：０３．０―１：１５．５―１：２８．６―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアフォルティス �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Cacoethes デビュー ２０１０．１１．２７ 東京１着

２００８．３．３１生 牡３黒鹿 母 ハートステイジ 母母 Heartbreak ２戦２勝 賞金 １７，３７１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３１分に変更。
〔発走状況〕 ガッテンモントレー号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 レーザーバレット号

０００５８ １月１５日 曇 良 （２３中山１）第５日 第１０競走 ��
��１，２００�サンライズステークス

発走１５時００分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３６ セイコーライコウ 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 ４９０± ０１：０８．３ ３．９�

１２ ダイメイザバリヤル 牝７鹿 ５５ 木幡 初広宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４０± ０ 〃 クビ ４８．５�

２３ � アラマサローズ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４５２＋ ８１：０８．４クビ ７．８�
３５ � アスターエンペラー 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５１４＋ ４ 〃 クビ １１．２�
８１６ サクラミモザ 牝５黒鹿５５ 内田 博幸�さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４８０＋１４１：０８．５クビ ３．４�
２４ � フ ァ ル ク ス 牡６鹿 ５７ 宮崎 北斗永田 和彦氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ６１：０８．８１	 ３１．３	
７１４ アキノパンチ 牡７鹿 ５７ 丹内 祐次穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 松田 三千雄 ５０２－ ２ 〃 ハナ ３８７．４

８１５� メイショウシオギリ 牝７鹿 ５５ 三浦 皇成松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５１２－ ２１：０８．９	 ７５．４�
１１ エ ス カ ー ダ 牡４青鹿５６ A．クラストゥス 山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 B４６８＋ ６１：０９．０
 １９．０�

（仏）

６１２ ダイナミズム 牝４鹿 ５４ 大野 拓弥吉田 和子氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－ ６ 〃 アタマ １５．９

４７ ゲットブラック 牡７栗 ５７ 吉田 隼人幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 ガーベラパー
クスタツド ５０４－ ２ 〃 ハナ ９６．３�

５１０� セトノアンテウス 牡６鹿 ５７ 北村 宏司難波 澄子氏 鮫島 一歩 豪 Mr F Peisah ４７０－ ４１：０９．１
 ４５．１�
７１３ ニシノメイゲツ 牡４青鹿５６ 吉田 豊西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 B４５６± ０１：０９．２クビ １７．５�
４８ ラッキーバニヤン 牡６栗 ５７ 丸山 元気津村 靖志氏 小崎 憲 新冠 松浦牧場 ４９６－ ４１：０９．３	 １４２．０�
６１１ ビーチアイドル 牝６鹿 ５５ 浜中 俊 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２ 〃 クビ ２３．９�
５９ アイアムマリリン 牝５青鹿５５ 松岡 正海堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２１：０９．４	 ６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，２２６，９００円 複勝： ６９，１２０，５００円 枠連： ４４，９２２，４００円

普通馬連： １８０，４８０，３００円 馬単： ９６，６８４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，７９７，４００円

３連複： ２０８，３１８，５００円 ３連単： ３６９，５９７，６００円 計： １，０６７，１４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ７８０円 � ２３０円 枠 連（１－３） ２，２６０円

普通馬連 �� １２，０６０円 馬 単 �� １７，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３２０円 �� ４１０円 �� ２，６７０円

３ 連 複 ��� １３，７２０円 ３ 連 単 ��� １０３，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３９２２６９ 的中 � ８０５０３（２番人気）
複勝票数 計 ６９１２０５ 的中 � １５５５８８（１番人気）� １６９５７（１１番人気）� ８０６５９（４番人気）
枠連票数 計 ４４９２２４ 的中 （１－３） １４７２９（１０番人気）
普通馬連票数 計１８０４８０３ 的中 �� １１０４７（３７番人気）
馬単票数 計 ９６６８４２ 的中 �� ４０２３（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８７９７４ 的中 �� ５９００（３０番人気）�� ３９３５３（２番人気）�� ５０９６（３３番人気）
３連複票数 計２０８３１８５ 的中 ��� １１２０９（４５番人気）
３連単票数 計３６９５９７６ 的中 ��� ２６４６（３０２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．０―１１．３―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．３―４４．６―５６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３５．０
３ ５（１，９）（３，４，６，１０，１１）（１６，８，１２）－（２，１４）－（７，１５）１３ ４ ５，１（３，９）（４，６，１１）（１６，８）（２，１０，１２）１４（７，１５）１３

勝馬の
紹 介

セイコーライコウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．１２ 福島２着

２００７．３．９生 牡４鹿 母 ファインセイコー 母母 ス コ ー ル イ １２戦４勝 賞金 ６４，８７５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 エスカーダ号の騎手A．クラストゥスは，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１５番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 オリオンスターズ号・カレンチャン号・クリールバレット号・ケンブリッジエル号・ゴールドアグリ号
※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。



０００５９ １月１５日 曇 良 （２３中山１）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�ニューイヤーステークス

発走１５時３５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，日本馬：４歳５４�５歳以上５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万
円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増，�：４歳５４�５歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

１２ コスモセンサー 牡４栗 ５５ F．ベリー �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ４９６－ ６１：３２．９ ６．６�
（愛）

５９ ヒットジャポット 牡４黒鹿５５ 松岡 正海西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４９４＋ ２１：３３．０� ２．５�
３５ ギンザボナンザ 牝４青 ５２ 後藤 浩輝有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５０－ ２ 〃 ハナ ６．８�
８１６ ゲイルスパーキー 牡７鹿 ５６ 北村 宏司�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 B４９８± ０ 〃 クビ １１９．２�
４８ キングストリート 牡５鹿 ５５ 津村 明秀百万 武夫氏 池江 泰郎 新ひだか タイヘイ牧場 ４８８＋ ８１：３３．１クビ ５．８�
５１０ キョウエイアシュラ 牡４鹿 ５４ 内田 博幸田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４６２－ ２１：３３．４２ １５．７	
６１１ ダイシングロウ 牡７黒鹿５６ 田辺 裕信大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５００± ０ 〃 アタマ ４１．２

３６ ダンスフォーウィン 	８青鹿５６ 吉田 豊杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４９８＋ ８１：３３．５クビ ３０．６�
４７ 
 ゴスホークケン 牡６黒鹿５５ 武士沢友治藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Four Horse-

men’s Ranch B５４４＋１８ 〃 アタマ ６５．４�
２４ � マルタカエンペラー 牡７鹿 ５６ 蛯名 正義�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４５２＋ ２ 〃 ハナ ６８．２
７１３ ムラマサノヨートー 牡７栗 ５６ 田中 勝春新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 ５２０＋１０１：３３．６� １２．９�
１１ 
 ファストロック 牡７栗 ５５ 柴山 雄一広尾レース� 尾関 知人 愛 Quay

Bloodstock ５００＋ ２ 〃 クビ １２８．６�
６１２ ステラリード 牝４栗 ５２ 丸山 元気広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４４０－ ４１：３４．０２� ８０．８�
８１５ ストリートスタイル 牝６鹿 ５３ 浜中 俊下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４４０－ ６ 〃 同着 ３３．８�
７１４ オーシャンエイプス 牡７鹿 ５５ 三浦 皇成松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４７８± ０１：３４．３１� １３．１�
２３ トーセンキャプテン 牡７鹿 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 千歳 社台ファーム ５００－ ４１：３４．６２ ４０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７０，５３１，５００円 複勝： １０３，７６０，６００円 枠連： ７９，３８０，２００円

普通馬連： ３５９，２５０，７００円 馬単： １９６，１９８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １０４，１２７，２００円

３連複： ４３５，３７９，０００円 ３連単： ８４４，２２０，５００円 計： ２，１９２，８４７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２４０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（１－５） ８７０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ７４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 ��� １３，５８０円

票 数

単勝票数 計 ７０５３１５ 的中 � ８４３７６（３番人気）
複勝票数 計１０３７６０６ 的中 � ８９７３２（４番人気）� ２９２６５１（１番人気）� １３０４５０（３番人気）
枠連票数 計 ７９３８０２ 的中 （１－５） ６７４３９（４番人気）
普通馬連票数 計３５９２５０７ 的中 �� ２３８１９８（３番人気）
馬単票数 計１９６１９８２ 的中 �� ５８０７５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０４１２７２ 的中 �� ５５５４０（３番人気）�� ３３１３９（７番人気）�� ６４９２９（２番人気）
３連複票数 計４３５３７９０ 的中 ��� １４２６２１（４番人気）
３連単票数 計８４４２２０５ 的中 ��� ４５９０２（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．０―４５．９―５７．１―１：０８．７―１：２０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモセンサー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００９．７．２６ 新潟１着

２００７．３．１４生 牡４栗 母 ケイアイバラード 母母 ハナサキメグロ １１戦４勝 賞金 ８５，４８１，０００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 シャイン号・ゼットフラッシュ号・マイネルキーロフ号・リディル号
※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。

０００６０ １月１５日 曇 良 （２３中山１）第５日 第１２競走 ��
��２，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

６６ � ミッションモード 牡４栗 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４８２＋ ２２：１５．８ １．８�

３３ ステージプレゼンス 牡４芦 ５６ A．クラストゥス 吉田 千津氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６ 〃 クビ ２．６�
（仏）

５５ � レオプログレス 牡６青 ５７ 江田 照男�レオ 平井 雄二 様似 清水 誠一 ４６２－ ２２：１６．１１	 １０．１�
１１ シルクタイタン 牡５黒鹿５７ 古川 吉洋有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ２０．５�
７８ ベルグミサイル 牡７芦 ５７ 武士沢友治山田 五月氏 田中 剛 静内 グランド牧場 ４９２＋ ８２：１６．７３
 ５８．３�
７７ ジャングルハヤテ 牡４黒鹿５６ 西田雄一郎伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 新ひだか グランド牧場 ４８６＋１２２：１７．１２
 １３．１�
８１０ ローンジャスティス �６栗 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６６－ ２２：１７．４１	 ９０．３	
４４ � ミウラリチャード 牡７鹿 ５７

５４ ▲西村 太一佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５２８＋２６２：１７．６１
 ２２０．２

２２ サトノハピネス 牡６栗 ５７ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 静内 千代田牧場 ５２２＋ ２２：１８．１３ ３８．２�
８９ � ホーカーシーホーク 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４５６－ ６２：１８．５２
 １００．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３６，６２２，９００円 複勝： ７１，３９６，０００円 枠連： ２７，０９７，２００円

普通馬連： １０３，５８９，２００円 馬単： ８９，３４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，６９７，６００円

３連複： １２５，２９４，６００円 ３連単： ４３１，５１４，０００円 計： ９２０，５５５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（３－６） １８０円

普通馬連 �� １８０円 馬 単 �� ３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ２１０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ３３０円 ３ 連 単 ��� ８９０円

票 数

単勝票数 計 ３６６２２９ 的中 � １６９１８０（１番人気）
複勝票数 計 ７１３９６０ 的中 � ４３９５６７（１番人気）� １２８８９８（２番人気）� ４６８２７（３番人気）
枠連票数 計 ２７０９７２ 的中 （３－６） １１７０８５（１番人気）
普通馬連票数 計１０３５８９２ 的中 �� ４３２１０８（１番人気）
馬単票数 計 ８９３４４３ 的中 �� ２０４５３４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５６９７６ 的中 �� １１６５９４（１番人気）�� ３４１２８（２番人気）�� ２２７４９（３番人気）
３連複票数 計１２５２９４６ 的中 ��� ２８２７３５（１番人気）
３連単票数 計４３１５１４０ 的中 ��� ３６１３４３（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１３．３―１３．２―１３．２―１２．６―１１．９―１２．０―１１．９―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２４．２―３７．５―５０．７―１：０３．９―１：１６．５―１：２８．４―１：４０．４―１：５２．３―２：０３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ミッションモード 
�
父 Galileo 

�
母父 Monsun デビュー ２００９．１０．１１ 東京１着

２００７．４．１２生 牡４栗 母 Royal Fantasy 母母 Rudolfina １２戦３勝 賞金 ４７，０３３，０００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。
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（２３中山１）第５日 １月１５日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１２，９６０，０００円
１６，８１０，０００円
１，５４０，０００円
２０，１３０，０００円
６３，９４２，５００円
４，７０６，０００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
３６３，８３２，０００円
６１１，３７１，８００円
３３５，９３５，７００円

１，３２４，２５７，４００円
８２６，５３６，０００円
４６５，５９６，６００円

１，６０５，９６５，８００円
３，０１６，６３５，４００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 ８，５５０，１３０，７００円

総入場人員 １８，４９６名 （有料入場人員 １６，９３４名）


