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０００６１ １月１６日 晴 良 （２３中山１）第６日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５ シグナルストーン 牝３黒鹿５４ 内田 博幸森 保彦氏 清水 久詞 新冠 松浦牧場 ４４６＋ ２１：１３．３ ２．０�

２３ ナムラストリーク 牝３栗 ５４ 伊藤 直人奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４４０－ ４１：１３．５１� ８．０�
６１２ マックスファイヤー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 ４６２＋ ２１：１３．６� １０．７�
４７ レインボーデイズ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�ターフ・スポート鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４１６－ ６１：１４．１３ ６．４�
５１０ セクシイスイート 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５２０＋ ２１：１４．２� ５．４�
６１１ ミ ス コ マ チ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 八木 常郎 ４３４－ ４１：１４．５１� ２４５．６�
２４ ジョウテンティアラ 牝３青 ５４

５１ ▲平野 優田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４２０－ ２１：１４．９２� ２４６．９	
７１３ ウエスタンベルーガ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４４０－ ２１：１５．０� １８．９

７１４ ニシノゼーレ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ４３０－ ２１：１５．１クビ ２７．５�
３５ ウ ッ デ ィ ー 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４１８＋ ２１：１５．３１� １９２．３�
１２ コウユーヒカリママ 牝３青 ５４

５２ △伊藤 工真加治屋康雄氏 石栗 龍彦 新ひだか 静内酒井牧場 ４０６± ０１：１５．５１� ３３０．４
３６ エクスペクト 牝３鹿 ５４ 武士沢友治佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド ３９８－ ６１：１５．６� ６６．８�
８１６ ツルギレンゾク 牝３芦 ５４ 宮崎 北斗中野 利道氏 郷原 洋行 苫小牧 藤沢 武雄 ４３２± ０１：１５．９１� ２０２．４�
５９ ダイワドヌーブ 牝３栗 ５４ 小林 淳一大城 敬三氏 嶋田 功 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：１６．０� ８４．２�
１１ ロトマティーニ 牝３栗 ５４ 江田 照男國武 佳博氏 藤原 辰雄 むかわ 桑原牧場 ４００－１０１：１６．８５ ５８．６�
４８ ファンキートット 牝３栃栗５４ 松岡 正海海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：１６．９� ２１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，５２３，９００円 複勝： ３９，８４９，７００円 枠連： １９，４０４，５００円

普通馬連： ７５，４９９，１００円 馬単： ５２，６０３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１０１，８００円

３連複： １００，５６１，７００円 ３連単： １６４，４４６，０００円 計： ５０８，９９０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ２６０円 枠 連（２－８） ８１０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ５２０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ２，６００円 ３ 連 単 ��� ８，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２４５２３９ 的中 � ９７６１４（１番人気）
複勝票数 計 ３９８４９７ 的中 � １１５６１８（１番人気）� ５２０７７（４番人気）� ３０１９４（５番人気）
枠連票数 計 １９４０４５ 的中 （２－８） １７７２０（３番人気）
普通馬連票数 計 ７５４９９１ 的中 �� ６６３３７（３番人気）
馬単票数 計 ５２６０３６ 的中 �� ３１０６０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１０１８ 的中 �� ２５８５５（２番人気）�� １５０４４（５番人気）�� ７３１７（１３番人気）
３連複票数 計１００５６１７ 的中 ��� ２８５５７（８番人気）
３連単票数 計１６４４４６０ 的中 ��� １４９７７（１２番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．７―１１．５―１２．６―１２．９―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．４―３３．９―４６．５―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シグナルストーン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Pirate’s Bounty デビュー ２０１０．７．２４ 小倉４着

２００８．３．２５生 牝３黒鹿 母 マジックペイントブラッシュ 母母 Paintbrush ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時００分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クリスタルロック号・クリノハルチャンス号
（非抽選馬） ４頭 アクビサテルバン号・ネイチャーナターレ号・マリインスキーピサ号・ローズベリー号

０００６２ １月１６日 晴 良 （２３中山１）第６日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０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

５９ サ ル ジ ュ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義福島 実氏 岩戸 孝樹 新ひだか 佐竹 学 ５００－ ６１：５６．８ ３．８�

３５ イ キ ナ ヤ ツ 牡３栗 ５６
５３ ▲小野寺祐太北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４７２＋ ８１：５７．６５ ７２．９�

４７ コスモソユーズ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ４８０± ０１：５７．７クビ ９．５�
４６ マイネルマルゴー 牡３栗 ５６ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 稲葉 隆一 池田 新田牧場 ４７８＋ ４ 〃 ハナ ３１．２�

（仏）

１１ ヒラボクラッキー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝�平田牧場 土田 稔 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：５７．８� １．９�
７１３ エミリアビスティー 牝３青鹿５４ 横山 典弘備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４＋ ２ 〃 クビ １４．７	
８１５ タイソンバローズ 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６± ０１：５８．２２� １４１．４

２２ サンデンマックス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム ４９０＋ ２ 〃 ハナ ２３．３�
３４ ハタノゼフィロス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８２± ０１：５８．４１ １５．７�
７１２ メジロミョウジン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 B５１４－ ２１：５９．８９ ８７．４
６１０ トウショウドライヴ 牡３鹿 ５６ F．ベリー トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか 片岡 博 ４４８－ ２１：５９．９� ９９．２�

（愛）

２３ スイートソワレ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ４５４－ ２２：０１．６大差 ２８１．５�
５８ ユ ウ キ ベ ル 牝３鹿 ５４ 小林 淳一雪本 秀樹氏 郷原 洋行 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４４６－ ６２：０２．４５ ２９０．７�
６１１ フ ク シ ア 牝３鹿 ５４ 田中 博康�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４４６＋ ２２：２９．９大差 １０．１�
８１４ モンサンヴィーナス 牝３栗 ５４ 的場 勇人山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 服部 牧場 ４６４－ ２ （競走中止） ２４７．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，６４４，８００円 複勝： ３８，８５４，７００円 枠連： １７，８９４，１００円

普通馬連： ６９，０９２，９００円 馬単： ５８，８７８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，７０６，３００円

３連複： ９３，５３９，４００円 ３連単： １７５，０９３，０００円 計： ５０７，７０４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � ９４０円 � ２８０円 枠 連（３－５） ２，９５０円

普通馬連 �� １２，０５０円 馬 単 �� ２３，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７４０円 �� ５１０円 �� ４，２１０円

３ 連 複 ��� １９，９９０円 ３ 連 単 ��� １３５，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２３６４４８ 的中 � ５０３２４（２番人気）
複勝票数 計 ３８８５４７ 的中 � ７６２０７（２番人気）� ８３９５（９番人気）� ３６４９４（３番人気）
枠連票数 計 １７８９４１ 的中 （３－５） ４４７８（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６９０９２９ 的中 �� ４２３５（２８番人気）
馬単票数 計 ５８８７８９ 的中 �� １８８３（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０７０６３ 的中 �� ２６５０（２８番人気）�� １６１８７（５番人気）�� １７０７（３４番人気）
３連複票数 計 ９３５３９４ 的中 ��� ３４５４（５０番人気）
３連単票数 計１７５０９３０ 的中 ��� ９５１（２９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．８―３８．１―５１．６―１：０４．７―１：１７．７―１：３０．７―１：４３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．１
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ ル ジ ュ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．１２．１８ 中山３着

２００８．３．６生 牡３芦 母 スールドゥカノウ 母母 アサクサバランス ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３０分に変更。
〔発走状況〕 タイソンバローズ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔競走中止〕 モンサンヴィーナス号は，競走中に疾病〔左第１指骨粉砕骨折〕を発症したため１コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 タイソンバローズ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 フクシア号は，１コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウキベル号は，平成２３年２月１６日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 コルツフット号（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。
（非当選馬） ２頭 サマーベネフィット号・リネントワイニング号
（非抽選馬） １頭 ドラゴンパール号
※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。

第１回　中山競馬　第６日



０００６３ １月１６日 晴 良 （２３中山１）第６日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

４８ バトルヴァイヤマン 牡３鹿 ５６ 的場 勇人宮川 秋信氏 牧 光二 日高 厚賀古川牧場 ５１４－ ２１：５７．８ １．５�

５１０ エンジェルムーン 牝３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 前谷 武志 ４５８± ０１：５８．１１� １７５．１�
７１４ クラリスピンク 牝３青 ５４ 吉田 豊吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４５０－１２１：５８．６３ ４３．４�
１１ エ ル サ ン ト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司栗坂 崇氏 田村 康仁 日高 有限会社

飯田牧場 ４６６± ０１：５８．７� １１．８�
７１３ モ ン ク 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 ４８６＋ ２１：５８．８クビ １０．８�
６１１ コスモミアモーレ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４９４＋ ８１：５９．１１� ４１０．１�
３６ デルマアプサラス 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４７６± ０ 〃 クビ ２０．８	

（仏）

８１６ マイネルゴラッソ 牡３栗 ５６ F．ベリー 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋ ２１：５９．２クビ １３．２�

（愛）

３５ アサクサアクセル 牡３栗 ５６ 内田 博幸田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５６＋ ８１：５９．７３ ６．０�
２４ ダ ー リ ブ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４４４＋ ６ 〃 アタマ １５７．２
５９ カイシュウウルフ 牡３芦 ５６ 大野 拓弥飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 浦河 金成吉田牧場 ４６４－ ６１：５９．９１� ３１０．４�
１２ クレバージブラル 牡３栗 ５６ 武士沢友治田� 正明氏 加藤 和宏 新ひだか パラダイス・ファーム ５０２＋ ６２：０１．０７ １１９．７�
８１５ カモンダウン 牝３芦 ５４ 吉田 隼人吉澤 克己氏 高柳 瑞樹 日高 原田牧場 ４５６＋ ６２：０１．３１� ５２３．１�
２３ エステーファイター 牡３芦 ５６ 宮崎 北斗齋藤 宏明氏 南田美知雄 むかわ 市川牧場 ４６８－ ８２：０２．２５ １７７．９�
６１２ テ ン ペ ス タ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一コウトミックレーシング 高橋 裕 浦河 大道牧場 B５１８＋３４２：０２．５１� ２１．５�
４７ サクラレインボー 牡３芦 ５６ 小島 太一
さくらコマース小島 太 新冠 川上牧場 ４５４＋ ２２：０３．０３ ２３４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，５９７，１００円 複勝： ８６，４９８，９００円 枠連： ２０，２８７，７００円

普通馬連： ７３，０９１，６００円 馬単： ６４，５５６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３１４，１００円

３連複： ９６，６５７，１００円 ３連単： １９８，０１１，１００円 計： ６０３，０１４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２，５６０円 � ７３０円 枠 連（４－５） ６，６２０円

普通馬連 �� １６，８５０円 馬 単 �� ２０，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６９０円 �� ８５０円 �� ２７，３６０円

３ 連 複 ��� ８２，２８０円 ３ 連 単 ��� ４４６，８９０円

票 数

単勝票数 計 ３０５９７１ 的中 � １６６８９０（１番人気）
複勝票数 計 ８６４９８９ 的中 � ５８５３７４（１番人気）� ３２０６（１２番人気）� １２１８３（８番人気）
枠連票数 計 ２０２８７７ 的中 （４－５） ２２６５（１６番人気）
普通馬連票数 計 ７３０９１６ 的中 �� ３２０３（３０番人気）
馬単票数 計 ６４５５６６ 的中 �� ２３３４（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３３１４１ 的中 �� ２１８１（３０番人気）�� １０１９２（８番人気）�� ２８９（７３番人気）
３連複票数 計 ９６６５７１ 的中 ��� ８６７（１０７番人気）
３連単票数 計１９８０１１１ 的中 ��� ３２７（５２２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１３．２―１３．２―１２．９―１２．８―１３．３―１３．４―１５．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３７．２―５０．４―１：０３．３―１：１６．１―１：２９．４―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．５―３F４１．７
１
３
１（８，１２）２（３，７）（６，５）（１０，１３）１６，１４，９，１５，４－１１
１（８，１２）－（２，３，７）（６，１６）（１０，５，１３）（９，１４）（４，１５，１１）

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

勝馬の
紹 介

バトルヴァイヤマン �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．１２．４ 中山２着

２００８．４．１２生 牡３鹿 母 ミッチースマイル 母母 ノースヒミコ ４戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時０５分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラレインボー号は，平成２３年２月１６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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エースチョウサン号・ストレート号・フォレストリーダー号
（非抽選馬） １頭 アラビアンザサン号
※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。

競 走 の 中 止 第４競走 �� ２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上
（芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減

本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円

１１ ノワールシチー 牡７栗 ６０ 山本 康志 �友駿ホースクラブ 平井 雄二
２２�トーセンブルーアイ 牡４黒鹿５９ 蓑島 靖典 島川 �哉氏 後藤 由之
３３ シルクウィーク 牡４栗 ５９ 水出 大介 有限会社シルク 杉浦 宏昭
３４ ビーアウェイク 牡４黒鹿５９ 高野 和馬 �和田牧場 和田 正道
４５ ゴールデンリング 牡６鹿 ６０ 横山 義行 �日進牧場 矢野 英一
４６ メジロカーター 牡４鹿 ５９ 宗像 徹 �メジロ牧場 高橋 裕
５７ ティンバーウルフ 牡４栗 ５９ 平沢 健治 大原 詔宏氏 土田 稔
５８ ノーブルエース 牝４鹿 ５７ 池崎 祐介 �原 秀雄氏 菅原 泰夫
６９ フサイチアソート �６栗 ６０ 五十嵐雄祐 岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹
６１０�ブルーフォーチュン 牝５鹿 ５７ ▲ 大江原 圭 桜井 欣吾氏 藤原 辰雄
７１１ ゴールデンダニエル 牡４栗 ５９ 石神 深一 �協栄 中島 敏文
７１２ コアレスグルーム 牡４鹿 ５９ 柴田 未崎 小林 昌志氏 田中 清隆
８１３ タツタイコウ 牡６栗 ６０ 柴田 大知 鈴木 昭作氏 根本 康広
８１４ ソリッドラヴ �９鹿 ６０ 大庭 和弥 山上 和良氏 菊川 正達

※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 カシマレジェンド号

� � � �
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��������



０００６４ １月１６日 晴 良 （２３中山１）第６日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１１ ケイジーシオン 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介鹿倉 勝�氏 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 ４７６ ―１：５８．１ ２４．２�

３５ リ ヴ ァ ー レ 牝３黒鹿５４ 的場 勇人エデンアソシエーション 牧 光二 新冠 川島牧場 ４４４ ―１：５９．１６ ６．７�
７１２ シルクアイリス 牝３黒鹿５４ 内田 博幸有限会社シルク上原 博之 浦河 杵臼牧場 ４５４ ― 〃 クビ ２．９�
８１４ ミラクルクロス 牝３鹿 ５４ 中舘 英二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ４９２ ―１：５９．３１ ７１．４�
４６ ブルーパメラ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋 誠次 ４５６ ―２：００．３６ １３７．４�
５８ セシリアシチー 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人 �友駿ホースクラブ 斎藤 誠 日高 幾千世牧場 ４６２ ―２：００．４� ４７．９�
４７ リュウシンアド 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝桑畑 	信氏 大竹 正博 日高 槇本牧場 ４５４ ―２：００．５� １０．４

７１３ ゴールドデスティニ 牝３栗 ５４ 津村 明秀千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 白井 吉美 ４４０ ―２：００．６クビ ２７．９�
２２ マリブビーチ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４８２ ―２：００．７� ３．７�
２３ ウインベルフラワー 牝３栗 ５４ 北村 宏司�ウイン 小島 茂之 新冠 川島牧場 ４７４ ―２：０１．２３ ８７．２
１１ ハ マ ッ コ 牝３芦 ５４ 千葉 直人北所 直人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 見上牧場 ４０６ ―２：０１．６２� １４５．２�
６１０ クィーンシバ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 中野 栄治 浦河 佐々木 恵一 ４９６ ― 〃 クビ ２１．３�
８１５ スカイミラクル 牝３栗 ５４ 岩部 純二 �スカイツリーレーシング 田島 俊明 浦河 猿橋 義昭 ４４０ ―２：０１．８１� １０８．７�
５９ アーティチョーク 牝３鹿 ５４ 横山 義行内藤 好江氏 田中 剛 青森 オオタ牧場 ４６２ ―２：０２．４３� ７５．９�
３４ ハンプトンコート 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 むかわ 上水牧場 ４３４ ― 〃 クビ ５．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，９９９，３００円 複勝： ２６，６２６，２００円 枠連： １７，８１３，３００円

普通馬連： ５５，２９７，２００円 馬単： ３８，１２２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４２１，３００円

３連複： ６６，８８４，３００円 ３連単： １０６，３１１，５００円 計： ３５０，４７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４２０円 複 勝 � ５５０円 � ２２０円 � １５０円 枠 連（３－６） １，７１０円

普通馬連 �� ８，４８０円 馬 単 �� ２２，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３６０円 �� １，０７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ６，６４０円 ３ 連 単 ��� ９５，４５０円

票 数

単勝票数 計 １７９９９３ 的中 � ５８７５（７番人気）
複勝票数 計 ２６６２６２ 的中 � ９３５８（８番人気）� ３１３５９（４番人気）� ６４８１２（１番人気）
枠連票数 計 １７８１３３ 的中 （３－６） ７７１９（７番人気）
普通馬連票数 計 ５５２９７２ 的中 �� ４８１８（２３番人気）
馬単票数 計 ３８１２２６ 的中 �� １２７０（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４２１３ 的中 �� ２０９６（２５番人気）�� ４８０５（１０番人気）�� １３３７１（３番人気）
３連複票数 計 ６６８８４３ 的中 ��� ７４４１（１９番人気）
３連単票数 計１０６３１１５ 的中 ��� ８２２（２５７番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．０―１３．６―１３．２―１２．９―１２．８―１３．４―１３．５―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．５―３８．１―５１．３―１：０４．２―１：１７．０―１：３０．４―１：４３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．９―３F４１．１
１
３
１２（１１，７）４，１０－５，１４－８，９（１５，１３）２－６，１＝３・（１２，１１）７（４，１０，１４）－（５，１３，８）－９，２－（１５，６）－１，３

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

勝馬の
紹 介

ケイジーシオン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ホ リ ス キ ー 初出走

２００８．５．２生 牝３黒鹿 母 コウヨウヒロイン 母母 ハ ル ー ダ １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３０分に変更。
※出走取消馬 ディープインアスク号（疾病〔右寛跛行〕のため）

０００６５ １月１６日 晴 良 （２３中山１）第６日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

５１０ ニシノキミヨ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４４４ ―２：０７．０ １９．８�

７１４ クレバーホーク 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥田� 正明氏 石毛 善彦 浦河 中島 俊明 ４３６ ― 〃 クビ ５３．６�
３６ プラウドイーグル 牡３黒鹿５６ 石橋 脩吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８０ ―２：０７．１クビ ３．４�
６１１ ケイアイカミカゼ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 村上牧場 ５０８ ―２：０７．３１� ７．３�
６１２ レッドジョーカー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ５２０ ―２：０７．４� ２．８�
４８ ク ー ド ボ ル 牝３鹿 ５４ 丸山 元気 	サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８ ―２：０７．７１� １９．４

５９ � チェンジユアセルフ 牝３青鹿５４ 三浦 皇成平田 修氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida ４１８ ―２：０７．９１	 １３８．９�
４７ アイアイドリーミー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝齊藤 敬氏 浅野洋一郎 日高 坂口 豊翼 ４４４ ―２：０８．０	 １２３．１�
２４ ミヤビコンクエスト 牡３栗 ５６ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 信岡牧場 ４７４ ―２：０８．２１ ４．８
８１６ マイネルフランク 牡３鹿 ５６ F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ５１０ ―２：０８．３	 ４２．２�
（愛）

２３ トップオブプレイズ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 日高 野口牧場 ４８８ ―２：１０．２大差 ４５．８�
１２ ニシノマッシグラ 牡３栃栗５６ 江田 照男西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ４５８ ―２：１０．４１	 ８７．０�
７１３ ヤマニンクラバット 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４８２ ―２：１０．５クビ １５４．３�
３５ ニシノカゴツルベ 牡３栗 ５６

５４ △伊藤 工真西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ４５０ ―２：１０．９２	 １５７．４�
８１５ スターメイカー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 	サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００ ―２：１２．０７ ３９．８�
１１ ハイエストリガード 牡３鹿 ５６ 横山 典弘	谷岡牧場 柴崎 勇 新ひだか 元道牧場 ４８６ ―２：１７．１大差 ３５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，２６７，６００円 複勝： ３１，５９４，６００円 枠連： ２１，８６８，７００円

普通馬連： ６５，５９８，９００円 馬単： ４４，９９８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５８９，４００円

３連複： ７９，６０１，５００円 ３連単： １２７，５２２，４００円 計： ４２３，０４１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９８０円 複 勝 � ４７０円 � １，０１０円 � １７０円 枠 連（５－７） １３，３２０円

普通馬連 �� ２５，９１０円 馬 単 �� ４１，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，９６０円 �� ８５０円 �� １，７７０円

３ 連 複 ��� ２０，７４０円 ３ 連 単 ��� １９８，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２４２６７６ 的中 � ９７０４（６番人気）
複勝票数 計 ３１５９４６ 的中 � １５４９６（５番人気）� ６５３２（１１番人気）� ６６７６８（２番人気）
枠連票数 計 ２１８６８７ 的中 （５－７） １２１２（２８番人気）
普通馬連票数 計 ６５５９８９ 的中 �� １８６９（５５番人気）
馬単票数 計 ４４９９８２ 的中 �� ８０２（８９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５８９４ 的中 �� １０９８（５２番人気）�� ８３９５（７番人気）�� ３８３０（１４番人気）
３連複票数 計 ７９６０１５ 的中 ��� ２８３３（５８番人気）
３連単票数 計１２７５２２４ 的中 ��� ４７３（４６７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１３．９―１３．２―１３．８―１２．８―１２．４―１２．２―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．８―３８．７―５１．９―１：０５．７―１：１８．５―１：３０．９―１：４３．１―１：５５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．１
１
３
１４，１６，４，１０－６（７，１５）（１２，１１）－８－（３，１３）９（１，５）２・（１４，１６）（４，１０）７，６（１２，１１）－８（１５，１３）９，２－３－５，１

２
４

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

ニシノキミヨ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

２００８．２．２４生 牝３黒鹿 母 ナ ド ラ 母母 Bint Pasha １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時００分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイエストリガード号は，平成２３年２月１６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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アレアーラック号・エムオーファミリー号・オルケゾグラフィ号・キルデビルヒルズ号・サクラフローレス号・

ジャイアン号・トウショウブラザー号・トーセンルクリア号・パーフェクトレディ号
※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。



０００６６ １月１６日 晴 良 （２３中山１）第６日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１２ ニシノステディー 牝３栗 ５４ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４７６＋１８１：０８．７ ３．７�

２４ サーストンサブリナ 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４５６＋ ４１：０８．９１� ２６．１�

５９ ジョーアラマート 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 ４６０± ０１：０９．５３� １１．３�
４７ フィジークルーズ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３４± ０１：０９．７１� １５５．４�
６１１ エ ク メ ー ネ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４９６－ ４１：０９．８� ２３．１�
３６ ツクババレー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海荻原 昭二氏 松山 康久 日高 ヤナガワ牧場 ４６６＋ ６１：０９．９クビ ７．４�
３５ ポピュラーストック 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ４ 〃 ハナ ６．４	
７１３ ヤサカシャイニー 牝３栗 ５４ 内田 博幸志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４５６＋ ２１：１０．０� ４．５

５１０ コスモティカル 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 ４３０＋ ４１：１０．２１ ６２．８�
１１ ビービーマキシマス 牡３黒鹿５６ F．ベリー �坂東牧場 土田 稔 新冠 中村農場 ４４８－ ２ 〃 クビ ２９．４�

（愛）

２３ ジャーグラット 牡３栗 ５６ 丸田 恭介本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４２４＋ ４１：１０．３クビ ３７．５
８１６ ブラウニーサンクス 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人安倍 光昭氏 清水 利章 浦河 中脇 満 ４１２－ ６１：１０．４� ２１６．７�
４８ コットンフィールド 牡３芦 ５６ 田中 博康 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４５０＋ ２１：１０．６１� １７１．７�
８１５ ナムラオーシャン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 ４８４＋ ２１：１０．８１� ２８．４�
６１２ ラッシュウインド 牝３黒鹿５４ 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 槇本牧場 ４４２± ０ 〃 クビ ２７．８�
７１４ タイセイクライマー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ８ 〃 ハナ ７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，６７４，０００円 複勝： ５２，１９２，８００円 枠連： ３１，６６２，９００円

普通馬連： ９９，１１１，１００円 馬単： ５７，８３１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，４８４，４００円

３連複： １２５，９０５，５００円 ３連単： １９３，７０３，８００円 計： ６２９，５６５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １９０円 � ７４０円 � ３１０円 枠 連（１－２） ３，２２０円

普通馬連 �� ５，９８０円 馬 単 �� ８，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３１０円 �� ９７０円 �� ４，６１０円

３ 連 複 ��� ２０，７５０円 ３ 連 単 ��� １１３，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２８６７４０ 的中 � ６２１７０（１番人気）
複勝票数 計 ５２１９２８ 的中 � ９３３２１（１番人気）� １５０１９（１２番人気）� ４３８７９（６番人気）
枠連票数 計 ３１６６２９ 的中 （１－２） ７２６８（１４番人気）
普通馬連票数 計 ９９１１１１ 的中 �� １２２４１（２３番人気）
馬単票数 計 ５７８３１２ 的中 �� ４８６３（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０４８４４ 的中 �� ４２７８（２７番人気）�� １０６９８（１１番人気）�� ２１０４（５５番人気）
３連複票数 計１２５９０５５ 的中 ��� ４４７８（７９番人気）
３連単票数 計１９３７０３８ 的中 ��� １２５６（３６５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１０．９―１１．７―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．３―４５．０―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノステディー �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．７．１０ 福島６着

２００８．４．１８生 牝３栗 母 セイウンタカコ 母母 ヘイセイイブ ６戦２勝 賞金 １８，０９８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時３０分に変更。
※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。
（非当選馬） ２頭 マルタカシクレノン号・モンサンアポロ号
※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。

０００６７ １月１６日 晴 良 （２３中山１）第６日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０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

８１６ トウカイレジーナ 牝４鹿 ５４ 古川 吉洋内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４４６± ０１：１２．３ ２．５�

５１０ ドンビザッツウェイ 牡４鹿 ５６ 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B５００－ ６１：１２．７２� １２．３�
６１１� アポロノサムライ 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs.

John Kerber B５０４－ ８１：１２．８クビ ９．７�
２４ ウイニングタワー 牡４鹿 ５６ 小林 淳一田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４５８＋１０１：１３．１２ １３３．９�
６１２	 シーガルプリンセス 牝５鹿 ５５

５３ △伊藤 工真森本 悳男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４８４＋ １１：１３．２
 ３２．６�
８１５ デ プ ラ ー タ 牡４栗 ５６ 岩部 純二栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４６２＋ ２１：１３．４１� ３１．３�
１１ 	 モスキャンピオン 牝５青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４８４＋１４ 〃 ハナ ２８５．７	
２３ リーサムプライド 牡５芦 ５７ F．ベリー 平田 修氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４７０－ ６１：１３．５� ６．６


（愛）

３５ イーサンヘモス �５青鹿５７ 三浦 皇成国本 勇氏 岩戸 孝樹 門別 新井 昭二 ４６８－ ２１：１３．６� ４３．８�
３６ カシマチャンピオン 牡５芦 ５７ 宮崎 北斗�カシマ 高市 圭二 日高 広中 稔 ５０４－ ４ 〃 ハナ ７３．７
７１３ サスティナブル 牡４鹿 ５６ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ５３０＋２２１：１３．７クビ ３．４�
７１４	 ワイルドジョイ 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム ４３６－ ８１：１３．９
 １４．２�
１２ �	 シルバーフェザント 牡５芦 ５７ 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 米

Whose Your
Daddy? Breed-
ing LLC

５０８＋１６ 〃 ハナ １４９．１�
５９ 	 カシノカルミア 牝４栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４５４－ ７１：１４．０クビ １３６．５�
４８ キングオバマ 牡５鹿 ５７ A．クラストゥス 井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 ５０２－ ３１：１４．２１� ６４．５�

（仏）

４７ 	 ラ ブ ル ビ ー 牝４栗 ５４ 田中 勝春オールラブクラブ 南田美知雄 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４３６± ０１：１４．６２� ２１８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，４９３，９００円 複勝： ４３，４１０，２００円 枠連： ３０，８６４，８００円

普通馬連： １０２，６７３，４００円 馬単： ６８，２３３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，７６１，５００円

３連複： １２５，２００，９００円 ３連単： ２１６，０３１，６００円 計： ６５４，６６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２８０円 � ２６０円 枠 連（５－８） １，３１０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ４７０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ３，１５０円 ３ 連 単 ��� １１，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２８４９３９ 的中 � ９３３５０（１番人気）
複勝票数 計 ４３４１０２ 的中 � １２７０１５（１番人気）� ３２４４０（５番人気）� ３６９３０（４番人気）
枠連票数 計 ３０８６４８ 的中 （５－８） １７４１５（５番人気）
普通馬連票数 計１０２６７３４ 的中 �� ６４８５２（３番人気）
馬単票数 計 ６８２３３５ 的中 �� ２９９００（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９７６１５ 的中 �� １９０５１（４番人気）�� ２１６５７（３番人気）�� ８５２５（１３番人気）
３連複票数 計１２５２００９ 的中 ��� ２９４０２（９番人気）
３連単票数 計２１６０３１６ 的中 ��� １３９３５（２７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．６―１１．５―１２．４―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．４―３３．９―４６．３―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイレジーナ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．１６ 京都５着

２００７．２．２６生 牝４鹿 母 トウカイティアラ 母母 トウカイナチユラル ９戦２勝 賞金 ２２，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔その他〕 アポロノサムライ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アポロノサムライ号は，平成２３年２月１６日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アヌエヌエ号・タケデンエビス号
（非抽選馬） ４頭 カツノセカンド号・トーセンブーケ号・ネオエピック号・マルターズブレーヴ号
※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。



０００６８ １月１６日 晴 良 （２３中山１）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

は つ な ぎ

初 凪 賞
発走１４時２５分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．１．１６以降２３．１．１０まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ ガンマーバースト 牡４鹿 ５６ 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ４９４＋ ６１：５３．５ １．７�

２３ マイネルオベリスク 牡４鹿 ５５ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 ４９４± ０１：５３．６� ２１．７�
（仏）

６１２ トップキングダム 牡５栗 ５５ 内田 博幸�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４８０＋ ４１：５３．７� ８．７�
３５ マチカネヒヨドリ 牡５栗 ５４ 三浦 皇成吉田 千津氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４６６＋１６１：５４．３３� １０６．７�
１２ ジェネラルノブレス 牡５栗 ５６ 石橋 脩諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ５０２＋１２１：５４．４� １５．２�
４７ � ビッグジャンパー 牡５栗 ５３ 大野 拓弥宮田 直也氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４５２＋ ４１：５４．５クビ １２．４	
５９ メイショウツチヤマ 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８８＋ ４ 〃 ハナ ７．４

４８ � ヌ ー サ 牡８栗 ５２ 北村 宏司モナコ商事� 坂本 勝美 浦河 �桁牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ １６０．２�
２４ カシマストロング 牡４鹿 ５５ 田中 勝春�カシマ 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４８８＋１０ 〃 ハナ ３５．３
５１０ オリオンザアルファ 牡４黒鹿５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４８８＋ ４１：５４．８２ ５２．７�
７１４ ベルスリーブ 牝６鹿 ５２ 横山 典弘 �サンデーレーシング 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ６ 〃 クビ １３．６�
６１１ マッドマックス 牡５鹿 ５５ 的場 勇人有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ５２０＋２４１：５４．９クビ ６４．４�
８１５ リバイバルシチー 牡７鹿 ５５ 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 アイオイファーム ５２６＋ ６１：５５．３２� １４２．３�
７１３ ドリームリバイバル 牡６栗 ５５ 中谷 雄太セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４７８＋ ４１：５５．６１� ７２．７�
８１６ タイセイワイルド 牡４鹿 ５４ 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４８６＋１６１：５６．２３� ２６．４�
３６ トウカイライフ 牝４黒鹿５２ 江田 照男内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３４－ ４１：５７．４７ １０７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，１９１，８００円 複勝： ８０，２６５，１００円 枠連： ３８，５５１，４００円

普通馬連： １６３，４０７，４００円 馬単： １０８，４９６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，９０２，４００円

３連複： ２１４，６１５，１００円 ３連単： ３９８，９０３，９００円 計： １，１０９，３３３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３７０円 � ２２０円 枠 連（１－２） ６９０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ３２０円 �� ２，３１０円

３ 連 複 ��� ２，３４０円 ３ 連 単 ��� ９，８８０円

票 数

単勝票数 計 ４２１９１８ 的中 � ２００６８４（１番人気）
複勝票数 計 ８０２６５１ 的中 � ３４３５４０（１番人気）� ３４０２４（６番人気）� ７１９４７（４番人気）
枠連票数 計 ３８５５１４ 的中 （１－２） ４１５２６（３番人気）
普通馬連票数 計１６３４０７４ 的中 �� １５９９４７（２番人気）
馬単票数 計１０８４９６１ 的中 �� ６１９５０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２９０２４ 的中 �� ４４５１２（４番人気）�� ５２５９１（２番人気）�� ５８１２（２３番人気）
３連複票数 計２１４６１５１ 的中 ��� ６７９０５（６番人気）
３連単票数 計３９８９０３９ 的中 ��� ２９８２３（２３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．５―１２．２―１２．４―１２．３―１２．９―１３．２―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３６．８―４９．０―１：０１．４―１：１３．７―１：２６．６―１：３９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガンマーバースト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２００９．１１．１ 東京６着

２００７．３．６生 牡４鹿 母 マジェスティックラニア 母母 Crystal Ring ９戦３勝 賞金 ４２，２７１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３１分に変更。
※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 マイネルパルティア号・マルサライガー号・メイクアダッシュ号
※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。

０００６９ １月１６日 晴 良 （２３中山１）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

は つ ふ じ

初富士ステークス
発走１５時００分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．１．１６以降２３．１．１０まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２２ ブルーミングアレー 牝４鹿 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８６＋１６１：４７．７ ５．２�

４６ ダイワファルコン 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５１４＋ ４ 〃 クビ １．８�
１１ モンテフジサン 牡４栗 ５５ 内田 博幸毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４８０＋ ２１：４７．９１� ６．９�
８１３ ラ ル ケ ッ ト 牝６青鹿５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ５０６＋１０１：４８．０� ８．１�
７１２ マジックビクトリア 牝７鹿 ５２ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４８２＋１４１：４８．１� １１２．６�
７１１ ヴィーヴァヴォドカ 牝５黒鹿５３ 田中 勝春芹澤 精一氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００＋ ６ 〃 ハナ ８３．９�
４５ ワルキューレ 牝７青 ５３ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B５１０－ ４１：４８．２クビ ２８．９	
５７ � ブルーデインヒル 牡６鹿 ５５ F．ベリー 
ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House

Stud Ltd. ４８０－ ２１：４８．３� １７１．６�
（愛）

５８ � エーシンコンファー 牝６青鹿５１ 伊藤 工真
栄進堂 野元 昭 米 Winches-
ter Farm ４８２＋ ６１：４８．４クビ ７７．６�

６９ ラフレッシュブルー 牝６栗 ５３ 蛯名 正義 
ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社
ケンブリッジ ４５６± ０ 〃 クビ １４．８

６１０ マイティースルー 牝５芦 ５３ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ５２４＋１４１：４８．５� １８．０�
８１４	 アロマンシェス 牡７鹿 ５５ 江田 照男伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６６＋ ６ 〃 ハナ １０４．９�
３３ ブルーマーテル 牡７栗 ５５ 柴田 善臣吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５８＋ ４１：４８．６� ９２．７�
３４ ロッソトウショウ 牝６栗 ５２ 古川 吉洋トウショウ産業
 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８０＋ ８１：４８．７クビ ７８．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５５，３５５，８００円 複勝： ９０，９７８，９００円 枠連： ４２，３４６，３００円

普通馬連： ２０２，６３０，７００円 馬単： １２７，９６０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７０，７０９，６００円

３連複： ２４２，５３６，６００円 ３連単： ４９５，３４４，１００円 計： １，３２７，８６２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（２－４） ４４０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ５５０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ４，８４０円

票 数

単勝票数 計 ５５３５５８ 的中 � ８５００１（２番人気）
複勝票数 計 ９０９７８９ 的中 � １２５１９６（２番人気）� ３５９７５５（１番人気）� １０５５３２（３番人気）
枠連票数 計 ４２３４６３ 的中 （２－４） ７１７０９（１番人気）
普通馬連票数 計２０２６３０７ 的中 �� ３１７５７０（１番人気）
馬単票数 計１２７９６０４ 的中 �� ８１００５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７０７０９６ 的中 �� ９８６９４（１番人気）�� ２６９８５（６番人気）�� ６６８５９（２番人気）
３連複票数 計２４２５３６６ 的中 ��� １９８２７５（１番人気）
３連単票数 計４９５３４４１ 的中 ��� ７５５８６（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．２―３５．７―４７．８―５９．８―１：１２．１―１：２４．２―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーミングアレー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Lycius デビュー ２００９．１０．１１ 東京１着

２００７．３．２４生 牝４鹿 母 プリンセスオリビア 母母 Dance Image １１戦４勝 賞金 ８６，６３９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。
（非当選馬） ２頭 スズジュピター号・マチカネカミカゼ号
※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。



０００７０ １月１６日 晴 良 （２３中山１）第６日 第１１競走 ��
��２，０００�第５１回京 成 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
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

京成電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

１２ フェイトフルウォー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �社台レースホース伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４－ ４２：００．９ ４．７�

５１０ デ ボ ネ ア 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５３０－ ２ 〃 ハナ ２９．４�

３５ プ レ イ 牡３青鹿５６ 柴田 大知岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ４２：０１．３２� １９．９�
２３ マイネルメダリスト 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４６０－ ８ 〃 アタマ ３９．５�
７１３ メイショウトチワカ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹松本 好雄氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４６２＋ ２２：０１．４� １４５．４�
６１２ マイネルギブソン 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４３２＋ ４２：０１．５� １０５．８	

（仏）

３６ インナージョイ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２２：０１．６� １６．７


１１ ユ ウ セ ン 牡３青鹿５６ 蛯名 正義本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 ４７８－ ６２：０１．８１	 ３２．２�
２４ タ ナ ト ス 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４２＋ ２２：０２．０１� ８１．４�
４８ ヌーベルバーグ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海山本 英俊氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４ 〃 クビ ７．７
８１６ マリアビスティー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２２：０２．３２ ５２．２�
６１１ スマートロビン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ５２０＋ ６２：０２．５１ ２．５�
８１５ スリーケインズ 牡３芦 ５６ 西田雄一郎永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４６０＋１０２：０２．６� ３３３．３�
５９ ジ ャ ー ビ ス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４７８± ０２：０３．０２� ５．３�
４７ コウヨウレジェンド 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ４９４－ ２２：０３．３１
 １６．７�
７１４ ノヴァグロリア 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６０－１６２：０３．４� ５２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３１，５７５，４００円 複勝： １８０，９５０，７００円 枠連： １４０，４８５，６００円

普通馬連： ６９９，１０１，２００円 馬単： ４０３，９０８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９９，８７４，０００円

３連複： ９１８，２７２，５００円 ３連単： １，９２６，４９０，９００円 計： ４，６００，６５９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � ６９０円 � ４６０円 枠 連（１－５） １，０００円

普通馬連 �� ６，６００円 馬 単 �� １１，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５９０円 �� ９９０円 �� ６，２９０円

３ 連 複 ��� ２４，７００円 ３ 連 単 ��� １５６，０００円

票 数

単勝票数 計１３１５７５４ 的中 � ２２４９８５（２番人気）
複勝票数 計１８０９５０７ 的中 � ３１４７０３（２番人気）� ５９０３６（９番人気）� ９４５８０（６番人気）
枠連票数 計１４０４８５６ 的中 （１－５） １０３６８４（５番人気）
普通馬連票数 計６９９１０１２ 的中 �� ７８１７８（２３番人気）
馬単票数 計４０３９０８９ 的中 �� ２６５３２（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９９８７４０ 的中 �� ３０９７２（１９番人気）�� ５１３３６（９番人気）�� ７５５５（５７番人気）
３連複票数 計９１８２７２５ 的中 ��� ２７４３８（７５番人気）
３連単票数 計１９２６４９０９ 的中 ��� ９１１４（４２３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．４―１２．０―１２．３―１１．９―１２．１―１２．１―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３６．０―４８．０―１：００．３―１：１２．２―１：２４．３―１：３６．４―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．６
１
３
９，８（２，５）（１，７）（３，１０，１４）（４，１３，１６）６，１２（１１，１５）
９（８，５）（２，１，７）（３，１０，１６）（４，１３，１４，１２，１１）６，１５

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

勝馬の
紹 介

フェイトフルウォー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１０．１０．１０ 東京１着

２００８．１．１１生 牡３黒鹿 母 フェートデュヴァン 母母 マーサズヴィンヤード ４戦２勝 賞金 ５８，７０８，０００円
〔制裁〕 インナージョイ号の騎手後藤浩輝は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ゴールドラム号・テイエムオオタカ号
（非抽選馬） １頭 ウォッチバレー号
※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。

０００７１ １月１６日 晴 良 （２３中山１）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１３� トップオブピーコイ 牡５青鹿５７ 田中 勝春横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４８４＋ ２１：０８．９ ８．９�

１２ キングレオポルド 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 ５１８± ０ 〃 クビ １．７�
（愛）

８１５ コアレスカポーテ 牡６鹿 ５７ 石橋 脩小林 昌志氏 池上 昌弘 静内 静内酒井牧場 ４７８± ０１：０９．０� ５１．３�
６１１ リネンパズル 牝４鹿 ５４ 中舘 英二戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４７６＋１２１：０９．１� １５５．０�
５９ シンボリマルセイユ 牡４芦 ５６ A．クラストゥスシンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４９２－ ２ 〃 ハナ ３３．９�

（仏）

６１２ コウヨウサンデー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４８４± ０１：０９．２� ８．８�
４８ ヤマニンプロローグ 牝７栗 ５５

５３ △伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ５１４＋ ２ 〃 ハナ ５２．１�
４７ バロンダンス 牡６栗 ５７ 内田 博幸市川不動産	 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３２＋ ２ 〃 アタマ ４７．０

５１０ レイクエルフ 牡６黒鹿５７ 武士沢友治�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４５６＋ ４ 〃 クビ ３４．０�
３６ メジロチャンプ 牡５鹿 ５７ 江田 照男�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４９２± ０１：０９．３クビ １５８．４
２４ オモイデサクラ 牝４黒鹿５４ 後藤 浩輝井口 莞爾氏 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４８０± ０１：０９．５１� １９．７�
２３ ホットチリペッパー 牡４芦 ５６ 宮崎 北斗 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５１２± ０ 〃 クビ １５．６�
３５ ターニングポイント 牡６青鹿５７ 蛯名 正義山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４８４－ ２１：０９．６クビ ６．５�
７１４ ビラゴーティアラ 牝４鹿 ５４

５１ ▲水口 優也三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 ４１４－１８１：０９．７� １２３．９�
１１ ブルームーンピサ 牝４芦 ５４ 三浦 皇成市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム ４７０± ０１：０９．９１	 ４６．１�
８１６ レッドリップス 牝５栗 ５５ 北村 宏司 	東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B４７２＋ ２１：１０．８５ ２２６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６６，０５４，９００円 複勝： ９３，７４８，３００円 枠連： ５８，０３３，５００円

普通馬連： ２４０，０４６，６００円 馬単： １５７，９４７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ８６，０１１，０００円

３連複： ３０１，１７９，４００円 ３連単： ６３５，５０６，６００円 計： １，６３８，５２７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � ６４０円 枠 連（１－７） ６１０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３，２６０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ７，６７０円 ３ 連 単 ��� ４５，５３０円

票 数

単勝票数 計 ６６０５４９ 的中 � ５９１１８（４番人気）
複勝票数 計 ９３７４８３ 的中 � ９４６１３（３番人気）� ３４３０５７（１番人気）� ２３６４９（１１番人気）
枠連票数 計 ５８０３３５ 的中 （１－７） ７０９４９（２番人気）
普通馬連票数 計２４００４６６ 的中 �� ２６３９９５（２番人気）
馬単票数 計１５７９４７０ 的中 �� ４６９８０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８６０１１０ 的中 �� ６８４７４（２番人気）�� ５９３９（３２番人気）�� １６６７２（１５番人気）
３連複票数 計３０１１７９４ 的中 ��� ２９００２（２４番人気）
３連単票数 計６３５５０６６ 的中 ��� １０３０１（１３３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．１―１１．６―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．６―４５．２―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トップオブピーコイ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 ラストタイクーン （１戦０勝 賞金 ０円）

２００６．５．４生 牡５青鹿 母 プラチナレディー 母母 ビユテイフルクイン ２４戦３勝 賞金 ５８，９４７，０００円
地方デビュー ２００８．７．２ 荒尾 ［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時１５分に変更。
〔制裁〕 キングレオポルド号の騎手F．ベリーは，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（８番・１０番への進路影

響）
キングレオポルド号の騎手F．ベリーは，４コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことについて過怠
金５０，０００円。（３番・４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 エスユーグランド号・シチリアーナ号・トミノドリーム号・ミサトバレー号・ランブルジャンヌ号
※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６日 １月１６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １１回 出走頭数 １７２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

２３６，９３０，０００円
２，１３０，０００円
８，８１０，０００円
１，８４０，０００円
２２，３８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，５８９，５００円
４，７４４，０００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
４７３，３７８，５００円
７６４，９７０，１００円
４３９，２１２，８００円

１，８４５，５５０，１００円
１，１８３，５３７，０００円
６４４，８７５，８００円

２，３６４，９５４，０００円
４，６３７，３６４，９００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 １２，３５３，８４３，２００円

総入場人員 ２７，２８７名 （有料入場人員 ２５，１５０名）


