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０００７２ １月２２日 晴 良 （２３中山１）第７日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

６１２ トーセンナスクラ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム ４５４＋ ４１：１３．０ １．３�

１１ ハローバニヤン 牡３芦 ５６ 松岡 正海津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ４５０＋ ６１：１３．１� ５．９�
８１５ レッツゴーマークン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム ４４０± ０１：１３．３１� １１．５�
７１４ ノースランド 牡３黒鹿５６ 吉田 豊野口 弘司氏 伊藤 大士 新ひだか 畠山牧場 ４５６＋２８１：１４．１５ ３７．４�
５９ 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 ４９８＋ ４１：１４．３１� １９．１�
３５ サーストンヴィンス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春齊藤 宣勝氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 ４５４± ０１：１４．５１� ２３０．４�
８１６ シ ャ ン ソ ン 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 嶋田 功 日高 前川 義則 ４６０＋ ８１：１４．７１� ２７９．９	
１２ フルフーテル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成
萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 ４１４－１２ 〃 アタマ １９．９�
７１３ チャーミングロック 牡３鹿 ５６ 武士沢友治篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４６８－１０１：１５．０２ ２２５．６�
５１０ ヒシサッチモ 牡３黒鹿５６ 的場 勇人阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 カミイスタット ４８０－１４１：１５．２１ ４７．６
４８ コマンドアゲン 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 ４３６＋ ２１：１５．５１� ６７．３�
４７ アクビサテルバン 牝３青 ５４ 柴田 大知加藤 信之氏 粕谷 昌央 日高 エンドレス

ファーム ４３６－ ４１：１６．０３ ３２０．５�
３６ ローズベリー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司吉田 和子氏 松永 康利 新ひだか 原 達也 ３８６＋ ６１：１６．４２� ８９．３�
６１１ 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± ０１：１６．９３ １０６．０�
２４ カシノマリン 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 下屋敷牧場 B４５２＋１２１：１７．１１ ２５６．８�

（１５頭）
２３ キングロンシャープ 牡３栗 ５６ 江田 照男小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，４９４，５００円 複勝： ９３，４６３，６００円 枠連： １５，９７６，７００円

普通馬連： ５０，８０１，９００円 馬単： ４６，４３１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９９７，６００円

３連複： ７４，１２９，７００円 ３連単： １４１，９５８，４００円 計： ４６８，２５４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � ２００円 枠 連（１－６） １８０円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ２８０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� １，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２０４９４５ 的中 � １２９９７５（１番人気）
複勝票数 計 ９３４６３６ 的中 � ７２６６０３（１番人気）� ７２７９９（２番人気）� ３３３８４（３番人気）
枠連票数 計 １５９７６７ 的中 （１－６） ６７９２６（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０８０１９ 的中 �� １４５２４１（１番人気）
馬単票数 計 ４６４３１８ 的中 �� １００８０８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９９７６ 的中 �� ６９９６４（１番人気）�� １８８５０（３番人気）�� ７９８９（８番人気）
３連複票数 計 ７４１２９７ 的中 ��� ７２０７９（２番人気）
３連単票数 計１４１９５８４ 的中 ��� ５７９５０（２番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．６―１２．７―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．０―３４．６―４７．３―５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．４
３ ・（６，１２）１４（１，１５）（７，１１）（２，１３）９（４，８）－（５，１０，１６） ４ ・（６，１２，１４）（１，１５）（２，１１）１３，７，９（４，８，１６）（５，１０）

勝馬の
紹 介

トーセンナスクラ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Star de Naskra デビュー ２０１０．７．１０ 福島４着

２００８．３．１９生 牡３黒鹿 母 バーガンディレッド 母母 Silky Melody ６戦１勝 賞金 １２，１５０，０００円
〔出走取消〕 キングロンシャープ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノマリン号は，平成２３年３月２２日まで平地競走に出走できない。

０００７３ １月２２日 晴 良 （２３中山１）第７日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

８１４ トップストライド 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４８４＋ ２１：５６．９ ４．４�

３４ アイティテイオー 牡３栗 ５６ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４６－ ６１：５７．３２� ４６．６�
８１５ サトノピースピース 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５１２＋１４１：５７．５１� ６．２�
３５ 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 ４７８－ ６１：５７．６� ３．０�
７１３ フォレストリーダー 牡３栗 ５６ 的場 勇人小野 博郷氏 伊藤 大士 新冠 赤石 久夫 ４７２－ ２１：５７．７� ７３．１�
５８ トラファルガー 牡３鹿 ５６ 江田 照男内藤 好江氏 中島 敏文 茨城 内藤牧場 ４６８－ ６１：５７．８クビ ５８．６�
５９ アルスマルカート 牡３栗 ５６ 田中 勝春池田 正孝氏 河野 通文 新ひだか 矢野牧場 ４６４± ０１：５７．９� ２４９．７	
４７ トウショウカムイ 牡３鹿 ５６ F．ベリー トウショウ産業
 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０２＋ ４１：５８．０� ２２．０�

（愛）

７１２ ドラゴンパール 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥窪田 康志氏 牧 光二 浦河 バンダム牧場 ４３６－１０１：５８．２１� ６９．７�
１１ トウカイパルマ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人内村 正則氏 後藤 由之 平取 二風谷ファーム ４４２－ ６ 〃 クビ １６．４
２３ トウカイチャーム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４７２＋ ２１：５８．６２� ４．０�
６１１ ミッキークリスタル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸野田みづき氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４６８－ ８１：５８．８１ ６６．２�
６１０ ヤマニンパンケーキ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４９０± ０ 〃 アタマ ２４．３�
４６ クリーンイメージ 牡３栗 ５６ 松岡 正海石橋 和夫氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４５２＋２６１：５９．８６ ２１．４�
２２ ベルモントスコッチ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４８６＋１０２：００．０� １３１．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，７７６，２００円 複勝： ３３，１９１，４００円 枠連： １４，１１４，３００円

普通馬連： ５１，６０２，２００円 馬単： ３４，６７６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５００，８００円

３連複： ６７，６５４，４００円 ３連単： ９９，４７４，９００円 計： ３３７，９９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２１０円 � １，０００円 � ３２０円 枠 連（３－８） ３７０円

普通馬連 �� ９，９７０円 馬 単 �� １５，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６５０円 �� ７９０円 �� ４，１７０円

３ 連 複 ��� ２１，０７０円 ３ 連 単 ��� １２１，５５０円

票 数

単勝票数 計 １５７７６２ 的中 � ２８６８０（３番人気）
複勝票数 計 ３３１９１４ 的中 � ５０８３５（３番人気）� ７１７１（９番人気）� ２７１０３（４番人気）
枠連票数 計 １４１１４３ 的中 （３－８） ２８１８８（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１６０２２ 的中 �� ３８２２（２８番人気）
馬単票数 計 ３４６７６０ 的中 �� １７００（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５００８ 的中 �� １９５８（２５番人気）�� ７０４７（７番人気）�� １２３１（３７番人気）
３連複票数 計 ６７６５４４ 的中 ��� ２３７０（５５番人気）
３連単票数 計 ９９４７４９ 的中 ��� ６０４（３０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．７―４９．６―１：０２．６―１：１６．１―１：２９．６―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．３―３F４０．８
１
３
３（２，１５）５－１１，６，１４，７，８－４（１，１２，１０）１３－９
２（３，１５，５）（６，１４，１０）（７，８，１１）（１，４）１２－１３－９

２
４

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

トップストライド �
�
父 アルカセット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１０．１１．２０ 福島７着

２００８．３．２８生 牡３鹿 母 レッドプライム 母母 スプラッシュクイン ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００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。

第１回　中山競馬　第７日



０００７４ １月２２日 晴 良 （２３中山１）第７日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

８１６ アルデュール 牝３栗 ５４ 松岡 正海吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：１２．２ ２．５�

２３ クォリティシーズン 牝３黒鹿５４ 池崎 祐介水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 ４４２ ―１：１２．４１� ２９．０�
３６ ヤマニンカモミール 牝３栗 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４３２ ―１：１４．４大差 ７．６�
４７ スタービューティ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成吉田 和子氏 田島 俊明 日高 高山牧場 ４５６ ― 〃 ハナ １７．９�
４８ テルユーホワット 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６ ― 〃 アタマ １８．５�
６１２ メジロクロビシ 牝３青 ５４ 村田 一誠�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４４０ ―１：１５．０３� ９５．５�
３５ スマイルフォンテン 牝３栗 ５４ 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４８０ ― 〃 クビ １６４．６	
１２ シエナクロス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義木浪 巖氏 岩戸 孝樹 新ひだか 西川富岡牧場 ４１６ ―１：１５．２１� ４．１

７１４ サンシスイメイ 牝３芦 ５４

５１ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４２２ ―１：１５．６２� １３１．４�
６１１ キ ラ コ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人北所 直人氏 中川 公成 平取 中川 隆 ４６４ ―１：１５．７クビ ８６．４�
８１５ ベ ル 牝３青鹿５４ 柴田 善臣西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 ４００ ― 〃 クビ ２２．８
１１ ヒカリエンジェル 牝３黒鹿５４ 南田 雅昭當山 �則氏 南田美知雄 日高 中川牧場 ４１８ ―１：１５．８クビ ４２．６�
５１０ オンワードフレイア 牝３栗 ５４ 石橋 脩�オンワード牧場 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４５０ ―１：１５．９� ８１．９�
２４ トルピドトウショウ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊トウショウ産業� 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４４ ―１：１６．７５ ５．６�
５９ タイホウルーナ 牝３芦 ５４

５１ ▲菅原 隆一 M・K・Kクラブ組合 保田 一隆 青森 山内牧場 ４２６ ―１：１６．８� ２６．５�
７１３ ビットクレスピン 牝３栗 ５４ 武 英智馬場 �晃氏 河野 通文 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５４ ―１：２９．９大差 １１０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５３３，２００円 複勝： ２３，９４９，０００円 枠連： １５，００８，０００円

普通馬連： ４３，８５５，５００円 馬単： ３２，０８１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８６２，３００円

３連複： ５０，５６９，４００円 ３連単： ７６，８７０，４００円 計： ２７５，７２９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ６８０円 � ２２０円 枠 連（２－８） ５８０円

普通馬連 �� ３，９４０円 馬 単 �� ４，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� ４１０円 �� ２，５２０円

３ 連 複 ��� ７，４５０円 ３ 連 単 ��� ３７，４５０円

票 数

単勝票数 計 １５５３３２ 的中 � ４８９７３（１番人気）
複勝票数 計 ２３９４９０ 的中 � ６３４６８（１番人気）� ６５１４（９番人気）� ２７５９９（４番人気）
枠連票数 計 １５００８０ 的中 （２－８） １９１６９（２番人気）
普通馬連票数 計 ４３８５５５ 的中 �� ８２３２（１５番人気）
馬単票数 計 ３２０８１２ 的中 �� ４９７０（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８６２３ 的中 �� ２８６１（１８番人気）�� １２１８５（３番人気）�� １６３１（３１番人気）
３連複票数 計 ５０５６９４ 的中 ��� ５０１６（２５番人気）
３連単票数 計 ７６８７０４ 的中 ��� １５１５（１０１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．７―１２．６―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．６―４７．２―５９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３７．６
３ ・（３，１６）（４，８）－（２，１５）６（７，１２）－（９，１４）－１０－５（１，１１）＝１３ ４ ・（３，１６）－（４，８）（７，２，１５）６，１２－９（１４，１０）５（１，１１）＝１３

勝馬の
紹 介

アルデュール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．５．１７生 牝３栗 母 ミスアルダント 母母 マ ガ ロ １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビットクレスピン号は，平成２３年２月２２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１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 アバンチュール号・キャラウェイ号・グランドシャープ号・クレバーユーミン号・サクセスブリンク号・

サンクスギビング号・サンザシ号・スカイヴィクトリー号・スナオニアイシテ号・セラミックレディー号・
トキメキハルカ号・ナイキトリック号・ナスハヤブサ号・ニシノラメール号・ノアパステル号・パヤドール号・
ラララトゥモロー号

０００７５ １月２２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山１）第７日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （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� コースレコード３：１０．２良・良

７１２ トップシノワーズ 牡４栗 ５９ 五十嵐雄祐�宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 尾野 一義 ４８０＋１２３：１２．０ ２．４�

５７ ビーアウェイク 牡４黒鹿５９ 佐久間寛志�和田牧場 和田 正道 新ひだか 原 達也 ４９２＋２４３：１３．３８ ３７．２�
８１３ スズヨジハード 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦鈴木与四郎氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド ４８６± ０３：１４．１５ １７．３�
６９ ディアマイホース 牡５黒鹿６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ５１２＋１０３：１４．４２ ２６．５�
２２ ハ ツ カ リ 牡７青鹿６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８８－ ２３：１５．３５ １．９�
７１１� 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 浦河 江島牧場 ５００＋１６３：１５．９３� ２２．３	
８１４� ブルーフォーチュン 牝５鹿 ５８

５７ ▲大江原 圭桜井 欣吾氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４５４＋１２３：１６．２１� １５．５

４６ 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 平取 コアレススタッド ４６６＋１２３：１７．７９ １８０．６�
３４ ノーブルエース 牝４鹿 ５７ 柴田 大知�原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４３０＋２０ 〃 ハナ ２１８．７
４５ タツタイコウ 牡６栗 ６０ 大庭 和弥鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５２０± ０３：１８．８７ ４６．２�
６１０ 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 日高 ヤナガワ牧場 ４７６± ０３：１９．５４ ２４３．１�
３３ メジロカーター 牡４鹿 ５９ 宗像 徹�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺湖 メジロ牧場 ４８４＋ ８３：２０．０３ ９３．５�
５８ サンワードネオ 牡４黒鹿５９ 石神 深一古谷 千晴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５２＋１０ 〃 ハナ １４２．９�
１１ ゴールデンリング 牡６鹿 ６０ 横山 義行�日進牧場 矢野 英一 様似 スイートフアーム ４６６＋１２３：２１．２７ ５２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，７３３，６００円 複勝： ２２，８５３，４００円 枠連： １４，３３７，７００円

普通馬連： ４４，０３２，７００円 馬単： ３４，０６８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５９３，９００円

３連複： ５３，８８３，７００円 ３連単： １０３，８５５，５００円 計： ３０９，３５８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ５２０円 � ２９０円 枠 連（５－７） ３，１５０円

普通馬連 �� ４，２５０円 馬 単 �� ５，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２３０円 �� ５３０円 �� ３，３２０円

３ 連 複 ��� １１，１７０円 ３ 連 単 ��� ４５，３６０円

票 数

単勝票数 計 １７７３３６ 的中 � ６０２２０（２番人気）
複勝票数 計 ２２８５３４ 的中 � ８６１７４（１番人気）� ７５２６（７番人気）� １５６８０（３番人気）
枠連票数 計 １４３３７７ 的中 （５－７） ３３６５（８番人気）
普通馬連票数 計 ４４０３２７ 的中 �� ７６５９（１３番人気）
馬単票数 計 ３４０６８３ 的中 �� ４６２８（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５９３９ 的中 �� ３６５３（１２番人気）�� ９３５０（３番人気）�� １３０１（２４番人気）
３連複票数 計 ５３８８３７ 的中 ��� ３５６２（２５番人気）
３連単票数 計１０３８５５５ 的中 ��� １６９０（９８番人気）

上り １マイル １：４７．５ ４F ５１．３－３F ３８．３
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→
→�」
１
�
１４－１２－６－１３，７（８，９）－（５，２）－１－１１－４，１０＝３
１２－（１４，７）１３－６，９，２＝１１，５－４－１＝１０，８＝３

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

勝馬の
紹 介

トップシノワーズ �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．４．２４ 東京１５着

２００７．５．５生 牡４栗 母 ローランシノワーズ 母母 センゴクヒスイ 障害：４戦１勝 賞金 １５，５００，０００円
〔発走状況〕 トップシノワーズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ヴェルトマイスター号・ティンバーウルフ号



０００７６ １月２２日 晴 良 （２３中山１）第７日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４８ マイネクイーン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 富田牧場 ４３０－１０１：３５．２ １７．８�

４７ ミエノゴーゴー 牡３黒鹿５６ F．ベリー 里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６６－ ６１：３５．３� １．５�
（愛）

１２ アラマサコマンダー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４１６－ ２１：３５．４� ３０．６�
２３ ストーンステージ 牡３栗 ５６ 北村 宏司百万 武夫氏 古賀 慎明 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５００＋ ６１：３５．６１� ４．２�
７１４ シーズアップルズ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人野崎 宗信氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４３０＋ ２１：３５．９２ ８８．３�
１１ レノヴァティオトラ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義西森 鶴氏 高木 登 浦河 大西牧場 ４６６－ ２１：３６．０クビ ２７．９	
５１０ ジェイケイタイムズ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝小谷野次郎氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤川フアーム ４５４－ ２ 〃 クビ １４．１

６１２ ケンブリッジヒーロ 牡３栗 ５６ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 ４５０－ ４１：３６．１� ２２．１�
８１６ チャーピーチット 牝３青鹿５４ 武士沢友治井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 ４３８± ０ 〃 アタマ ６５．７�
３６ コスモノーハーム 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４７８＋１６ 〃 アタマ ３１．９
７１３ アンシャンテルール 牝３黒鹿５４ 小林 淳一柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４３４± ０１：３６．２� １８９．９�
６１１ トウカイギアー 牡３鹿 ５６ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４７８＋ ２１：３６．３� １１８．９�
５９ マックススパイス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４６４± ０１：３６．４クビ ３６０．３�
２４ � グレイドケイ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�川島牧場 矢野 照正 米 B. Wayne

Hughes B５０８＋ ４１：３６．６１ ８６．５�
３５ タ ニ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 藤本牧場 ４７６＋ ２ 〃 アタマ １９１．３�
８１５ ミスバイアモン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７０－ ４１：３７．７７ ４９７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２６９，３００円 複勝： ９０，５７７，１００円 枠連： １９，２７１，１００円

普通馬連： ６６，６６９，４００円 馬単： ５８，８４６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７３７，６００円

３連複： ８５，７１８，１００円 ３連単： １６９，１５６，０００円 計： ５４３，２４５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７８０円 複 勝 � ３９０円 � １１０円 � ５００円 枠 連（４－４） １，１２０円

普通馬連 �� １，１９０円 馬 単 �� ４，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ３，０６０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ５，２６０円 ３ 連 単 ��� ４３，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２３２６９３ 的中 � １０３３７（４番人気）
複勝票数 計 ９０５７７１ 的中 � ２１８９０（５番人気）� ６５２０８２（１番人気）� １６０４９（６番人気）
枠連票数 計 １９２７１１ 的中 （４－４） １２７２４（５番人気）
普通馬連票数 計 ６６６６９４ 的中 �� ４１３７２（３番人気）
馬単票数 計 ５８８４６４ 的中 �� １０４２２（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７３７６ 的中 �� １３５５８（４番人気）�� ２２３６（２６番人気）�� １０６１１（６番人気）
３連複票数 計 ８５７１８１ 的中 ��� １２０４９（１５番人気）
３連単票数 計１６９１５６０ 的中 ��� ２８６７（１０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３４．９―４６．９―５９．２―１：１１．６―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネクイーン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．８．２９ 札幌２着

２００８．２．１６生 牝３鹿 母 ファストルック 母母 Loping Along ５戦１勝 賞金 １０，５５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ストリングビーン号・レッドストラーダ号
（非抽選馬） １頭 ショウナンカミング号
※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。

０００７７ １月２２日 晴 良 （２３中山１）第７日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

７１３ タウレプトン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �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 ４８６－ ８２：０５．５ ３．４�

２４ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０＋ ２２：０６．０３ ２．８�

５１０ ア ル シ ノ エ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ２ 〃 アタマ ２３．２�
３５ モ ビ ー ル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６４－ ６ 〃 クビ １４．６�
６１１ トウショウレイザー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７０＋１４２：０６．２１� ２３．２�
６１２ ポタージュクレール 牝３鹿 ５４ 木幡 初広吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４４４－ ２ 〃 ハナ ４８．７�
１２ クロスザレイチェル 牝３栗 ５４ 吉田 隼人窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５０－ ２２：０６．３クビ ２４．４	
５９ ランドムテキ 牡３芦 ５６ 村田 一誠木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 B４９０＋ ４ 〃 クビ １５６．９

４７ ハッピーティア 牝３鹿 ５４ 石橋 脩丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 ４４８＋ ４２：０６．５１� ３４．１�
１１ メイショウオオトネ 牡３青 ５６ 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５０８－ ２２：０６．８２ ７．３�
４８ ジ ャ ッ ク 牡３栗 ５６ 伊藤 直人菅波 雅巳氏 斎藤 誠 浦河 梅田牧場 ４７２－ ４２：０６．９クビ ８．０
３６ タマモトリトン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信タマモ� 水野 貴広 新ひだか 野坂牧場 ４５８＋ ８２：０７．０� １８．０�
７１４ マイネルシュベルト 牡３黒鹿５６ F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ８ 〃 クビ １５３．１�
（愛）

２３ ホリノアラシ 牡３鹿 ５６ 江田 照男堀川 義雄氏 菅原 泰夫 浦河 �原 敏明 ４２６－ ２ 〃 ハナ ４２８．３�
８１５ ダイワシンシア 牝３栗 ５４ 柴山 雄一大城 敬三氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４８８－ ８２：０７．２１� ５００．７�
８１６ アイティゴールド 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８４＋ ８２：０７．３クビ ５６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１７４，４００円 複勝： ３７，４００，６００円 枠連： １７，２６６，８００円

普通馬連： ６８，５６２，３００円 馬単： ４５，６７５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６４２，５００円

３連複： ７５，０７８，６００円 ３連単： １１６，７７０，４００円 計： ４０９，５７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ３７０円 枠 連（２－７） ４９０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，０３０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 ��� １１，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２２１７４４ 的中 � ５２２３９（２番人気）
複勝票数 計 ３７４００６ 的中 � ８０３３４（２番人気）� ９１３７８（１番人気）� １７９４３（６番人気）
枠連票数 計 １７２６６８ 的中 （２－７） ２６４３７（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８５６２３ 的中 �� ９３４９３（１番人気）
馬単票数 計 ４５６７５１ 的中 �� ２７２６０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６４２５ 的中 �� ３４８２７（１番人気）�� ５６５４（１１番人気）�� ６４９４（１０番人気）
３連複票数 計 ７５０７８６ 的中 ��� ２０９８７（５番人気）
３連単票数 計１１６７７０４ 的中 ��� ７６７８（１６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１３．８―１３．２―１３．９―１２．６―１２．６―１２．３―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．２―３８．０―５１．２―１：０５．１―１：１７．７―１：３０．３―１：４２．６―１：５４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．２
１
３

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

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

タウレプトン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．１．５ 中山４着

２００８．２．２８生 牡３栗 母 レ ア パ ー ル 母母 ランバダレディ ２戦１勝 賞金 ５，９８０，０００円
〔制裁〕 マイネルシュベルト号の騎手F．ベリーは，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネルブレス号
（非抽選馬） ３頭 サトノスナイパー号・ジョンブルクリス号・トップモースト号
※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。



０００７８ １月２２日 晴 良 （２３中山１）第７日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１１ シルクミライ 牝４黒鹿５４ 吉田 豊有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４６６＋ ６１：１２．４ ４．０�

３５ グレイスサンセット 牝６鹿 ５５ 松岡 正海松岡 雅昭氏 加藤 和宏 門別 インターナショ
ナル牧場 ４８４－ ２ 〃 アタマ ２６．１�

７１３ 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 ４８０－ ６ 〃 ハナ ３．９�
８１５ ア ヌ エ ヌ エ 牝４青鹿５４ 横山 典弘松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４８２＋１０ 〃 アタマ ６．８�
６１２ バラベルサイユ 牝４栗 ５４ 石橋 脩中澤 幸幹氏 高橋 裕 日高 木村牧場 ４７６－ ２１：１２．５� ５４．９�
４８ セイウンエンドラン 牝４栗 ５４ 田辺 裕信西山 茂行氏 小西 一男 浦河 山口 義彦 ５４０－ ４１：１２．６� ５．２�
３６ イルドロール 牝５栗 ５５ 田中 勝春 	サンデーレーシング 鈴木 康弘 新冠 追分ファーム ４８８－１０１：１２．７クビ ７６．０

４７ オーダーラッシュ 牝４栗 ５４ 柴山 雄一 	サンデーレーシング 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ４１：１２．９１� ５７．５�
５９ ディアイリス 牝４鹿 ５４ 内田 博幸�樽さゆり氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４４０－ ２ 〃 ハナ ４６．２�
２３ トーホウブエナス 牝４栗 ５４ 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４８０＋１４ 〃 クビ ５．０
１２ エスジーナミ 牝４鹿 ５４ 三浦 皇成赤沼 秀典氏 萩原 清 浦河 大北牧場 ４２０－ ２１：１３．３２� １０１．４�
２４ マスタールティア 牝４鹿 ５４ 小林 淳一村山 卓也氏 柴崎 勇 新冠 細川農場 ４６６＋ ２１：１３．５１� １４．０�
７１４� オタカラムスメ 牝４芦 ５４ 木幡 初広菅藤 宗一氏 新開 幸一 浦河 野表 俊一 ４３２± ０１：１３．８２ ９５．１�
８１６� ダイヤアストライア 牝４鹿 ５４ 後藤 浩輝 	ダイヤモンドファーム 高橋 裕 浦河 ダイヤモンドファーム ５１６＋１４１：１４．５４ ２２８．９�
５１０� ミ ル ト ス 牝５鹿 ５５

５２ ▲平野 優 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 富菜牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ １９６．０�

１１ モリトアヤメ 牝５栗 ５５ 江田 照男石橋 忠之氏 後藤 由之 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４０＋ ２１：１４．８１� ２２４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１２５，８００円 複勝： ４０，６１６，７００円 枠連： １８，４５１，８００円

普通馬連： ７８，７６５，５００円 馬単： ４８，２３１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１７８，６００円

３連複： ８６，６２８，５００円 ３連単： １４３，１０６，５００円 計： ４６７，１０４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � ５００円 � １６０円 枠 連（３－６） ４，３５０円

普通馬連 �� ５，５４０円 馬 単 �� ９，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７８０円 �� ２９０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ６，０６０円 ３ 連 単 ��� ４８，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２２１２５８ 的中 � ４３７２８（２番人気）
複勝票数 計 ４０６１６７ 的中 � ７８１４１（２番人気）� １５３３１（７番人気）� ７８１４４（１番人気）
枠連票数 計 １８４５１８ 的中 （３－６） ３１３７（１５番人気）
普通馬連票数 計 ７８７６５５ 的中 �� １０４９９（１７番人気）
馬単票数 計 ４８２３１１ 的中 �� ３６４１（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１７８６ 的中 �� ３６６０（１８番人気）�� ２９７９３（１番人気）�� ５３１７（１５番人気）
３連複票数 計 ８６６２８５ 的中 ��� １０５６０（１９番人気）
３連単票数 計１４３１０６５ 的中 ��� ２１５７（１４５番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．７―１１．６―１２．５―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．５―３４．１―４６．６―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクミライ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 スターオブコジーン デビュー ２００９．１２．１３ 中山３着

２００７．３．１３生 牝４黒鹿 母 シルクブラウニー 母母 バレリーナチュチュ ８戦２勝 賞金 ２１，７００，０００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。
（非当選馬） １頭 マドモアゼルノン号

０００７９ １月２２日 晴 良 （２３中山１）第７日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

６９ レアーレスパーダ �４鹿 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム ５００－１４１：４７．６ １６．９�

５８ エクセリオン 牡４芦 ５６ 北村 宏司岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７６＋ ６１：４７．９２ ２３．０�
７１１ ジャストルーラー 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４＋１２１：４８．３２� ７２．４�
８１３ コスモマクスウェル 牝４鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 コスモヴューファーム ４７８＋２０ 〃 クビ １９．１�
６１０ メジロカトリーヌ 牝４鹿 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８－ ４１：４８．４クビ ３．６�
４５ マ シ ラ 牝４鹿 ５４ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋１０１：４８．５� ２０．８�
４６ パリエノミチ 牡４栗 ５６ 石橋 脩嶋田 賢氏 本郷 一彦 新冠 村上牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ ７．２	
１１ フサイチナガラガワ 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝関口 房朗氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４８６＋ ６１：４８．６クビ ６．０

５７ 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 ４３６＋ ２ 〃 クビ １１．９�
２２ ロックフルマーク 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣小原 巖氏 本郷 一彦 新冠 飛渡牧場 ４２２＋ ４１：４８．８１	 ５．５
３４ 
 アタゴペガサス 牡５栗 ５７ 柴山 雄一坪野谷和平氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド ４９８＋ １１：４９．２２� ９９．７�
８１４ レオプレシャス 牡４黒鹿５６ F．ベリー �レオ 堀 宣行 浦河 酒井牧場 B４８０＋ ８１：４９．３� ７．５�

（愛）

３３ 
 ニ ン グ ル 牡５鹿 ５７ 武 英智�ダイリン 河野 通文 日高 大沢育成牧場 ４３６＋ ２ 〃 ハナ １５８．５�
７１２ ユーピロンユー 牝６鹿 ５５ 三浦 皇成袴田 精一氏 和田正一郎 静内 三宅牧場 B４５４＋ ６１：５０．２５ ２２．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，２８５，９００円 複勝： ３３，６３６，９００円 枠連： ２４，３１１，４００円

普通馬連： ８２，３５４，４００円 馬単： ４７，４９７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，７９１，９００円

３連複： ８７，７３５，７００円 ３連単： １４１，０１６，６００円 計： ４７０，６３０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ５７０円 � ７１０円 � １，４１０円 枠 連（５－６） １，４８０円

普通馬連 �� ２１，４３０円 馬 単 �� ５１，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７９０円 �� １１，８８０円 �� １４，９２０円

３ 連 複 ��� ２９１，６７０円 ３ 連 単 ��� ２，３１２，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２３２８５９ 的中 � １０８７６（７番人気）
複勝票数 計 ３３６３６９ 的中 � １６２７７（８番人気）� １２６５７（１１番人気）� ５９７３（１２番人気）
枠連票数 計 ２４３１１４ 的中 （５－６） １２１４４（７番人気）
普通馬連票数 計 ８２３５４４ 的中 �� ２８３７（５６番人気）
馬単票数 計 ４７４９７２ 的中 �� ６７７（１２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０７９１９ 的中 �� １５９２（５５番人気）�� ６３６（７４番人気）�� ５０６（７６番人気）
３連複票数 計 ８７７３５７ 的中 ��� ２２２（２８７番人気）
３連単票数 計１４１０１６６ 的中 ��� ４５（１７９３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．７―１１．４―１２．７―１１．６―１２．１―１２．２―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．８―３５．２―４７．９―５９．５―１：１１．６―１：２３．８―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

レアーレスパーダ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．２．１４ 東京７着

２００７．２．２４生 �４鹿 母 アスペンリーフ 母母 マクダヴィア ５戦２勝 賞金 １４，４５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 レオプレシャス号の騎手F．ベリーは，１コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネルドルチェ号
（非抽選馬） ３頭 ゼロチョウサン号・メイショウデューイ号・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。



０００８０ １月２２日 晴 良 （２３中山１）第７日 第９競走 ��１，６００�
な はな

菜 の 花 賞
発走１４時３０分 （芝・右・外）

牝，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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４５ � 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± ０１：３５．６ ５．０�

５７ ア カ ン サ ス 牝３青 ５４ 内田 博幸魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３２－ ４ 〃 ハナ ４．６�
６８ デラコリーナ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４６２± ０１：３５．７� ５．６�
８１３ サイレントソニック 牝３黒鹿５４ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４４８＋ ６１：３５．８� ３．８�
２２ フロールジェナ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４０４＋ ２１：３６．０１� １３８．３�
３３ カトルズタッチ 牝３鹿 ５４ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２１：３６．１クビ ７０．１�
７１０ マイネソルシエール 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋ ６１：３６．３１� １９．０

８１２� デスティニーホープ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 モリナガファーム ４３８± ０ 〃 クビ １５３．６�
６９ 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 ４６０－ ６１：３６．９３� ２３．６�
１１ � オフィシャルシティ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一松平 恭司氏 佐藤 吉勝 日高 松平牧場 ４３８－ ６１：３７．０� １１３．５
７１１� メロディメーカー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝�木村牧場 二ノ宮敬宇 新ひだか 畠山牧場 ４７８－ ８１：３７．３１� ６４．６�
４４ マ ヒ ナ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４６４± ０ （降着） ４．０�
５６ デルマバフチャラ 牝３栗 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 佐藤 吉勝 日高 ファニーヒルファーム ４２４－ ８ 〃 アタマ １９３．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，０５３，６００円 複勝： ４７，０６３，７００円 枠連： ２４，７８０，１００円

普通馬連： １１８，０９１，２００円 馬単： ６５，６５６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，５１９，０００円

３連複： １１３，１５０，５００円 ３連単： ２４１，４１８，６００円 計： ６７５，７３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（４－５） ５８０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ４３０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� １４，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３２０５３６ 的中 � ５０６４６（４番人気）
複勝票数 計 ４７０６３７ 的中 � ８４７３３（２番人気）� ６９９９３（４番人気）� ６３９６９（５番人気）
枠連票数 計 ２４７８０１ 的中 （４－５） ３１５４７（３番人気）
普通馬連票数 計１１８０９１２ 的中 �� ６１７０７（９番人気）
馬単票数 計 ６５６５６７ 的中 �� １７１４１（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３５１９０ 的中 �� １７３６０（９番人気）�� １９７５７（６番人気）�� １３５２７（１０番人気）
３連複票数 計１１３１５０５ 的中 ��� ３３０９１（１０番人気）
３連単票数 計２４１４１８６ 的中 ��� １２１２９（６０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１１．９―１１．８―１２．１―１２．０―１１．５―１２．０

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．５

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

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

勝馬の
紹 介

�ヤ マ ノ ラ ヴ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フ ジ キ セ キ （１戦０勝 賞金 ４，０３２，０００円）

２００８．３．８生 牝３鹿 母 ヤマノバイオレット 母母 ヤマノタンポポ ４戦１勝 賞金 １５，４９４，０００円
地方デビュー ２０１０．６．１０ 門別

〔発走時刻の変更〕 １４時３１分に変更。
〔降着〕 マヒナ号は，１位〔タイム１分３５秒６，２位との着差クビ〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「ツクババレー」号および「メロディメーカー」号の走行を妨害したため１２着に降着。
〔制裁〕 マヒナ号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２３年１月２９日から平成２３年２月６日

まで騎乗停止。

０００８１ １月２２日 晴 良 （２３中山１）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�

し の の め

東 雲 賞
発走１５時００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 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６６ 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 ４６４＋ ６２：００．８ ３．４�

４４ エーブチェアマン 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４４６＋ ６２：００．９� １２．６�

８１０ トウショウデザート 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 B５２８＋ ２ 〃 クビ １９．４�

６７ マイネルグート 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �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± ０２：０１．１１� ７．０�

２２ マルラニビスティー 牝５鹿 ５５ 北村 宏司備前島敏子氏 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム ４６２＋１２２：０１．３� １１０．８�
１１ ユメノトキメキ 牝４鹿 ５４ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４７０± ０２：０１．４� ９．２�
７８ ネオレボルーション 	５青鹿５７ 横山 典弘 	サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ２２：０１．７１� ５．９

８１１ 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 ４８４＋ ６２：０１．８
 ４．３�
５５ シルクウェッジ 牡４青鹿５６ 吉田 隼人有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４８４＋３０ 〃 クビ ６２．４�
７９ ビコーペグー 牝４黒鹿５４ 中谷 雄太	レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４７６－ ２２：０２．０１� ４８．１
３３ グリッドマトリクス 牡５鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５２６＋ ４ 〃 クビ ７．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３５，００２，５００円 複勝： ６４，３１８，４００円 枠連： ２９，９３６，９００円

普通馬連： １４４，５３３，７００円 馬単： ８２，６７６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，２０５，３００円

３連複： １５２，４７４，２００円 ３連単： ２９６，８１７，０００円 計： ８５０，９６４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ３５０円 � ４２０円 枠 連（４－６） １，２００円

普通馬連 �� ２，５００円 馬 単 �� ４，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ９９０円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� １１，２８０円 ３ 連 単 ��� ４９，２３０円

票 数

単勝票数 計 ３５００２５ 的中 � ８１２９９（１番人気）
複勝票数 計 ６４３１８４ 的中 � １４２８２０（１番人気）� ４３０８３（７番人気）� ３３９４８（８番人気）
枠連票数 計 ２９９３６９ 的中 （４－６） １８５４８（５番人気）
普通馬連票数 計１４４５３３７ 的中 �� ４２８０３（１４番人気）
馬単票数 計 ８２６７６９ 的中 �� １４３６７（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５２０５３ 的中 �� １２８７１（１３番人気）�� １１４４９（１７番人気）�� ４６０３（２９番人気）
３連複票数 計１５２４７４２ 的中 ��� ９９８１（４６番人気）
３連単票数 計２９６８１７０ 的中 ��� ４４５０（２２７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．９―１２．４―１２．８―１１．９―１１．８―１１．６―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．０―３６．９―４９．３―１：０２．１―１：１４．０―１：２５．８―１：３７．４―１：４８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マコトギャラクシー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．２３ 中山５着

２００７．５．２０生 牡４栃栗 母 マコトスズラン 母母 ゲ イ ン ザ ー １４戦３勝 賞金 ４３，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０５分に変更。



０００８２ １月２２日 晴 良 （２３中山１）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�アレキサンドライトステークス

発走１５時３５分 （ダート・右）

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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３６ タガノジンガロ 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９６－ ８１：５２．５ ２．３�

６１１ プレシャスジェムズ 牝４黒鹿５４ 吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９４＋ ４１：５２．７１ １２．７�

１２ リバプールサウンド 牡８鹿 ５７ 後藤 浩輝前田 幸治氏 谷 潔 新冠 須崎牧場 ５３８－ ８１：５３．４４ ２５．１�
７１４ サ イ オ ン 牡５芦 ５７ F．ベリー 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０６－ ４ 〃 クビ ５．３�

（愛）

７１３ バ ル ー ン 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４９６＋ ８１：５３．５� １６．６�
２４ マエストラーレ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ２ 〃 ハナ ６．９	
６１２ ヒラボクワイルド 牡５青鹿５７ 的場 勇人�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８０－ ６１：５３．６� ５．３

８１５ バロンビスティー 牡６芦 ５７ 内田 博幸ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 平取 清水牧場 ５５８＋ ２１：５３．７� ２３．４�
１１ ベルモントサーガ 牡５黒鹿５７ 田中 勝春 �ベルモントファーム 矢作 芳人 新冠 ベルモント

ファーム ５２８－１２１：５３．８� １００．１�
８１６	 ヒシパーフェクト 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.

Nichols ４８０＋ ６１：５４．０１� ３４．３
３５ シルクプレスト 
７鹿 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク星野 忍 早来 ノーザンファーム ５２８＋ ６１：５４．１� １８０．０�
５１０ トーセンスターン 牡６鹿 ５７ 石橋 脩島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６４－１０１：５４．４１� １３４．４�
４７ 	 ギシアラバストロ 牡７青鹿５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-

agement, LLC ４９０± ０ 〃 クビ １３０．１�
４８ サンマルセイコー 牝８黒鹿５５ 小林 淳一相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９０± ０１：５４．５クビ ２９９．１�
５９ � トウカイプライム 牡６黒鹿５７ 武士沢友治内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５７０＋ ４１：５５．１３� ３０２．１�
２３ ドリームマイスター 牡６鹿 ５７ 津村 明秀セゾンレースホース� 畠山 吉宏 静内 藤川フアーム ５１４＋２２１：５５．２クビ １８９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，１３１，１００円 複勝： １０４，６２６，５００円 枠連： ７６，１７０，０００円

普通馬連： ３３０，３８５，４００円 馬単： １７８，７９２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ９３，８９７，７００円

３連複： ３７１，４１０，９００円 ３連単： ７７４，４９４，６００円 計： １，９９０，９０８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ３５０円 � ４７０円 枠 連（３－６） ４４０円

普通馬連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ７４０円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� ７，８９０円 ３ 連 単 ��� ２７，６６０円

票 数

単勝票数 計 ６１１３１１ 的中 � ２１６９４３（１番人気）
複勝票数 計１０４６２６５ 的中 � ３０９９３８（１番人気）� ６３９３０（５番人気）� ４４０８０（７番人気）
枠連票数 計 ７６１７００ 的中 （３－６） １２８７８０（２番人気）
普通馬連票数 計３３０３８５４ 的中 �� １７３１６５（４番人気）
馬単票数 計１７８７９２５ 的中 �� ６３４０７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９３８９７７ 的中 �� ３６５２９（５番人気）�� ３１８９４（８番人気）�� ７８０４（３０番人気）
３連複票数 計３７１４１０９ 的中 ��� ３４７５６（２６番人気）
３連単票数 計７７４４９４６ 的中 ��� ２０６７１（８６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．８―１３．１―１３．０―１２．６―１２．６―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．９―５０．０―１：０３．０―１：１５．６―１：２８．２―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３６．９
１
３
２，１１（３，１５）６，８（４，９）（７，１４）（１３，１２）（１，５）－（１０，１６）
２，１１（３，１５）６，８（７，４，９）（１４，１２）（１３，５）１（１０，１６）

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

勝馬の
紹 介

タガノジンガロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２０１０．３．７ 阪神６着

２００７．４．１７生 牡４鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise １１戦４勝 賞金 ６２，２８４，０００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。
（非当選馬） １頭 ケイジージュニアー号
※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。

０００８３ １月２２日 晴 良 （２３中山１）第７日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３６ � エーシンリードオー 牝５黒鹿５５ 内田 博幸�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-
ter Farm ４８４－ ８１：１１．５ ３．８�

５１０ センジンジョー 牡４鹿 ５６ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４５２± ０１：１１．８１� ２．７�
７１３ タイキブルース 牡４鹿 ５６ 吉田 隼人�大樹ファーム 後藤 由之 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４７６＋ ６ 〃 アタマ ２０．２�
４７ トーセンベルファム 牝６鹿 ５５ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：１１．９	 １６．０�
２３ � デュアルプロセッサ 牡８鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 米 North Star

Equine, Inc ４８８－ ２１：１２．０� ２７．９	
５９ � エビスオール 牝６青鹿５５ 後藤 浩輝加藤友三郎氏 加藤 征弘 米 Bourbon

Oaks Farm B４９８＋１４１：１２．１	 １１．６

８１５ ウネントリッヒ 牝４栗 ５４ 蛯名 正義宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ ２６．６�
６１１ シャドウエレメント 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 ５０２＋ ４１：１２．２	 ９．４�
１２ � アグネスポライト 牡７鹿 ５７ F．ベリー 渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Paul H. Busby &

Cynthia Busby ５０２－ ４１：１２．３クビ ５８．９
（愛）

３５ 
 トシキャンディ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４８８＋ ６１：１２．４	 ２９．２�
６１２ タンジブルアセット 牡４鹿 ５６ 江田 照男安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４８６＋ ４１：１２．５	 ６．１�
２４ キューバンエイト 牡５鹿 ５７ 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 ４８０－ ４１：１２．７１� ２４０．６�
８１６ スマートリーズン 牡６黒鹿５７ 武士沢友治岡田 牧雄氏 加藤 和宏 三石 萩澤 俊雄 ４９０＋ ２１：１２．８� ２２５．９�
１１ ニシノブイシェープ 牡４栗 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５０８＋ ２１：１２．９	 １８４．６�
４８ マジックモーメント 牡６黒鹿５７ 的場 勇人藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４７６＋ ４ 〃 アタマ ２３０．７�
７１４ ディパーチャーズ �５鹿 ５７ 田中 勝春 �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 B４６０＋ ４１：１３．２１� １１６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，９７９，６００円 複勝： ６０，８２６，０００円 枠連： ３８，３０４，２００円

普通馬連： １４９，５６９，８００円 馬単： ８２，８３７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，９２２，３００円

３連複： １７３，５７０，２００円 ３連単： ３３２，６９０，７００円 計： ９２８，７００，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ４００円 枠 連（３－５） ４３０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １，７４０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ３，２７０円 ３ 連 単 ��� １３，８９０円

票 数

単勝票数 計 ３８９７９６ 的中 � ８２９０２（２番人気）
複勝票数 計 ６０８２６０ 的中 � １０２５８８（２番人気）� １６８７５６（１番人気）� ２６５３０（７番人気）
枠連票数 計 ３８３０４２ 的中 （３－５） ６６０９９（２番人気）
普通馬連票数 計１４９５６９８ 的中 �� １９０６６４（１番人気）
馬単票数 計 ８２８３７９ 的中 �� ５０２４４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１９２２３ 的中 �� ６６４２４（１番人気）�� ６４１５（２３番人気）�� １３５７２（９番人気）
３連複票数 計１７３５７０２ 的中 ��� ３９１７３（８番人気）
３連単票数 計３３２６９０７ 的中 ��� １７６８８（２６番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．７―１２．１―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．０―３４．７―４６．８―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンリードオー �
�
父 Orientate �

�
母父 Alydeed デビュー ２００８．１２．２７ 阪神３着

２００６．５．２生 牝５黒鹿 母 Eishin Linden 母母 Polish Devil １６戦４勝 賞金 ４９，９９２，０００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） ３頭 ダイワシークレット号・タマモワルツ号・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７日 １月２２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１９３，１２０，０００円
３，２２０，０００円
７，３２０，０００円
１，３１０，０００円
１８，２７０，０００円
６２，０１３，５００円
５，２７６，８００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
３２７，５５９，７００円
６５２，５２３，３００円
３０７，９２９，０００円

１，２２９，２２４，０００円
７５７，４７１，１００円
４２３，８４９，５００円

１，３９２，００３，９００円
２，６３７，６２９，６００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 ７，７２８，１９０，１００円

総入場人員 １９，７３６名 （有料入場人員 １８，２０４名）


