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０００８４ １月２３日 晴 良 （２３中山１）第８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

３５ ライヴドリームス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司下河邉行信氏 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６０＋ ８１：１４．０ ８．５�

７１２ ミキノコモコ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 久米 和夫 ４３０－ ４ 〃 アタマ ５．８�
８１４ サンタンジェロ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：１４．１クビ ３．５�
２２ ジャストザヒロイン 牝３栗 ５４ 松岡 正海ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 むかわ 上水牧場 ４４６＋ ２１：１４．２� ８．１�
７１３ ナムラエメラルド 牝３鹿 ５４ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４５６＋ ８１：１４．４１� １９．８�
３４ マイネスウィート 牝３鹿 ５４ 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 新冠 ビッグレッドファーム ４６６± ０１：１４．７２ ４．６�

（仏）

５９ ファヴェラシック 牝３栗 ５４ 柴田 大知	ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４５２－ ２１：１４．９１� ６７．８

６１０ 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 ４５４－ ２１：１５．０クビ １０．１�
１１ クリスタルロック 牝３鹿 ５４ 吉田 豊	山際牧場 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 ４０８－ ８１：１５．３１� ６２．７�
５８ メープルレディー 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成伊東 純一氏 小西 一男 新冠 オリエント牧場 ４６６－１０１：１５．４� ２４．０
４７ ムーンライトリリー 牝３芦 ５４ 的場 勇人西村 和夫氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム ４０６± ０１：１５．７１� １３２．６�
２３ シンビジューム 牝３栗 ５４ 蛯名 正義	ターフ・スポート武市 康男 浦河 酒井牧場 ４４８± ０１：１５．８� １０．３�
４６ ネイチャーナターレ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 中地 義次 B４２８± ０１：１５．９� １１３．１�
８１５ マリインスキーピサ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春市川 義美氏 天間 昭一 浦河 笹地牧場 ４３０－ ４１：１６．０� ２９５．２�
６１１ トーホウオトヒメ 牝３芦 ５４ 吉田 隼人東豊物産� 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４０６－ ８１：１６．７４ １５５．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，０４２，３００円 複勝： ２９，７１６，６００円 枠連： １５，５７７，３００円

普通馬連： ５８，３０３，１００円 馬単： ３５，６４１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３５２，３００円

３連複： ７９，４７０，６００円 ３連単： １１１，５４９，８００円 計： ３７０，６５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２７０円 � ２２０円 � １７０円 枠 連（３－７） ８３０円

普通馬連 �� ３，０００円 馬 単 �� ６，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ８１０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ４，１８０円 ３ 連 単 ��� ３３，０００円

票 数

単勝票数 計 １７０４２３ 的中 � １５８５４（５番人気）
複勝票数 計 ２９７１６６ 的中 � ２５７８８（６番人気）� ３５４７６（４番人気）� ５３１５３（２番人気）
枠連票数 計 １５５７７３ 的中 （３－７） １３９２５（４番人気）
普通馬連票数 計 ５８３０３１ 的中 �� １４３７９（１４番人気）
馬単票数 計 ３５６４１１ 的中 �� ４３４７（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３５２３ 的中 �� ５２７９（１７番人気）�� ７０５６（１０番人気）�� １０３０７（３番人気）
３連複票数 計 ７９４７０６ 的中 ��� １４０３５（１０番人気）
３連単票数 計１１１５４９８ 的中 ��� ２４９５（１０９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．８―１２．９―１２．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．７―４７．６―１：００．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライヴドリームス �
�
父 Dixie Union �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２０１０．１２．２６ 中山８着

２００８．５．１６生 牝３黒鹿 母 リブユアドリームス 母母 Night and Dreams ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。

０００８５ １月２３日 晴 良 （２３中山１）第８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

６１０ ルーズベルト 牡３栗 ５６ 北村 宏司重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ４８６± ０１：５６．６ ７．８�

３４ 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 ４７８－ ２１：５６．９２ １６２．２�
２３ ジャパンプライド 牡３鹿 ５６ 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４６２± ０１：５７．０クビ ３．９�
６１１ キングダムキング 牡３鹿 ５６ 菅原 勲西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７０－ ６１：５７．１� １２．１�

（岩手）

７１２� アポロスカイナイト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米
Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４６０＋ ２１：５７．３１� ４４．９�
５８ リーサムダイチ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４６６＋ ６１：５７．４� ２４．３�
８１５ リンガスクリフ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ５００－ ２１：５７．６� １．６�
５９ マイネルパラダイム 牡３鹿 ５６ F．ベリー 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ３９２＋ ２１：５８．０２� ７７．２

（愛）

４６ ディーエスラムール 牡３青 ５６ 柴山 雄一秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 中村農場 ５１８± ０１：５８．４２� ８８．０�
２２ メジロマツヒメ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩�メジロ牧場 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４９０＋ ４１：５８．６１� ２３６．１
７１３ ス ト レ ー ト 牡３鹿 ５６ 村田 一誠久保 敏文氏 郷原 洋行 宮崎 吉野 政敏 ５２４＋ ８１：５９．１３ ７０４．３�
４７ シルクスローン 牡３栗 ５６ 福永 祐一有限会社シルク田中 清隆 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４７８－１０１：５９．４１� ３２．１�
３５ マテンロウカフェ 牡３黒鹿５６ A．クラストゥス 西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４９８＋１６１：５９．５� ４６．４�

（仏）

８１４ フレンチサマー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春有限会社シルク武市 康男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４３２＋ ２１：５９．６� ５５．１�

１１ サマーベネフィット 牝３芦 ５４ 吉田 隼人小田切 光氏 本間 忍 浦河 木村牧場 ４６２－ ４２：０１．５大差 ４３５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，３４３，４００円 複勝： ８６，５６５，４００円 枠連： １６，８３３，６００円

普通馬連： ６０，４２７，０００円 馬単： ４８，２３４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４０４，１００円

３連複： ７９，９４６，７００円 ３連単： １４６，９２７，０００円 計： ４８７，６８１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ４１０円 � ６，４５０円 � ２７０円 枠 連（３－６） ６，２６０円

普通馬連 �� ６４，３６０円 馬 単 �� １１０，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，９８０円 �� ４２０円 �� ６，３３０円

３ 連 複 ��� ５７，７４０円 ３ 連 単 ��� ５３９，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２２３４３４ 的中 � ２２７００（３番人気）
複勝票数 計 ８６５６５４ 的中 � ５６６８３（３番人気）� ２９６５（１２番人気）� ９６７８１（２番人気）
枠連票数 計 １６８３３６ 的中 （３－６） １９８７（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６０４２７０ 的中 �� ６９３（５５番人気）
馬単票数 計 ４８２３４７ 的中 �� ３２１（９６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４０４１ 的中 �� ７６２（４５番人気）�� １７５３６（４番人気）�� ９６３（３７番人気）
３連複票数 計 ７９９４６７ 的中 ��� １０２２（９０番人気）
３連単票数 計１４６９２７０ 的中 ��� ２０１（６０７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１３．１―１３．３―１２．８―１２．７―１３．０―１３．５―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３７．５―５０．８―１：０３．６―１：１６．３―１：２９．３―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F４０．３
１
３
５，１５（８，１２，１１）６，１０－３，４（１，１４）１３，２，９－７・（５，１５，１１）（１２，１０）８（６，３，４）－（１４，２）９（１，１３）－７

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

勝馬の
紹 介

ルーズベルト �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２０１０．１１．１４ 東京３着

２００８．４．２２生 牡３栗 母 ワールドマジック 母母 ロングドーター ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回　中山競馬　第８日



０００８６ １月２３日 晴 良 （２３中山１）第８日 第３競走 ��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６７ サンライトムーン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海北川 勉氏 松山 康久 日高 日高大洋牧場 ４４２＋ ４１：１３．３ ２．６�

３３ ジパングパワー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘大野 龍氏 嶋田 功 新ひだか カタオカステーブル ４８６＋ ６１：１３．４� ２．６�
７９ ジパングファースト 牡３栗 ５６ 武士沢友治大野 龍氏 成島 英春 新ひだか カタオカステーブル ４５６＋ ２１：１４．０３� ４１．３�
５５ ジュライザセヴンス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４５０－ ６ 〃 ハナ ４．４�
４４ トミケンジェラーチ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊冨樫 賢二氏 加藤 和宏 新ひだか 飯岡牧場 ４３８± ０１：１４．２１� ８．４�
２２ トシキャプテン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５６－ ２１：１４．４１ ３５．７�
８１１ ブライアンズメテオ 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人
天栄牧場 ４３８＋ ２１：１４．７１� １４７．０�

７１０ フジマサフローラ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 飯岡牧場 ４６８－ ４１：１４．８� ８５．７	
５６ カシノダンガン 牡３黒鹿５６ 江田 照男柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 B４８０＋ ２１：１５．１２ １２３．５

８１２ アポロエスペランサ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 山際牧場 ４５８－ ２１：１５．２� ２１７．７�
６８ ソ ア リ ン グ 牡３芦 ５６ 田中 勝春柴田 洋一氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 ４２０－ ６１：１５．５１� ２９．０�
１１ フォージドアストロ 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４６０＋１４１：１６．１３� ２３８．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，９０９，４００円 複勝： ３２，０７３，４００円 枠連： １３，５７２，３００円

普通馬連： ５４，９３６，４００円 馬単： ４３，２６８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８００，６００円

３連複： ７２，３２２，０００円 ３連単： １５２，０４２，７００円 計： ４１２，９２４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ４１０円 枠 連（３－６） ２５０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ９７０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，３７０円 ３ 連 単 ��� ８，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２０９０９４ 的中 � ６５３６９（２番人気）
複勝票数 計 ３２０７３４ 的中 � ７８０５８（２番人気）� １００７４２（１番人気）� １１２３８（７番人気）
枠連票数 計 １３５７２３ 的中 （３－６） ４１４７８（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４９３６４ 的中 �� １５４４８４（１番人気）
馬単票数 計 ４３２６８１ 的中 �� ５１０２４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８００６ 的中 �� ５７４９６（１番人気）�� ４７２０（１０番人気）�� ５６８８（７番人気）
３連複票数 計 ７２３２２０ 的中 ��� ２２５７８（６番人気）
３連単票数 計１５２０４２７ 的中 ��� １２６９３（２７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．７―１２．８―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．５―４７．３―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライトムーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１０．９．２５ 中山５着

２００８．２．１８生 牝３鹿 母 プライムオブユース 母母 Miss Ra He Ra ４戦１勝 賞金 ７，７００，０００円

０００８７ １月２３日 晴 良 （２３中山１）第８日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

７１３ コルポディヴェント 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１４ ―１：５９．７ １．７�

５９ スプリングレベル 牡３黒鹿５６ F．ベリー 加藤 春夫氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４８８ ―２：００．７６ ７．１�
（愛）

２３ マチノアカリ 牡３青鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５２２ ― 〃 ハナ ４．６�
３６ ガ ル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春石川 幸司氏 河野 通文 日高 マル良牧場 ４５６ ― 〃 アタマ １５．９�
１２ キルデビルヒルズ 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優�日進牧場 矢野 照正 浦河 岡部牧場 ４６６ ―２：００．８� ２１６．４�
４７ バットゥータ 牡３芦 ５６ 内田 博幸コウトミックレーシング 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 ５３４ ― 〃 クビ ９５．１�
１１ カザオリエボシ 牡３青 ５６ 三浦 皇成山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 ファニーフレンズファーム ４４２ ―２：０１．０１� １５０．０	
８１５ ユニバーサルアゲン 牡３鹿 ５６ 加藤士津八浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４４２ ―２：０２．６１０ １８３．６

６１２ ニットウミラーレ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝藤井 謙氏 松山 康久 新ひだか 沖田 忠幸 ４８８ ―２：０２．７� １５．９�
４８ キープザブレイヴ 牡３栗 ５６ 石橋 脩 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ５００ ―２：０２．８クビ １２．５
３５ ヒシアンドレ 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット ４９２ ―２：０３．１２ １３４．８�
６１１ ミスターブレイン 牡３栗 ５６ 的場 勇人古賀 和夫氏 牧 光二 浦河 富田牧場 ５０６ ―２：０３．３１� ３９．９�
８１６ コ ニ コ ニ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一�錦岡牧場 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４８０ ―２：０３．４クビ ２０６．６�
５１０ ゴールデンオルフェ 牡３栗 ５６ 丸田 恭介山本 茂氏 清水 英克 新ひだか 元道牧場 ４９２ ―２：０３．５� １２０．４�
７１４ シャンパンタワー 	３芦 ５６ 大庭 和弥 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４７０ ― 〃 ハナ １１６．２�
２４ エムオースマイル 牡３芦 ５６ 吉田 豊大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 貞広 賢治 ５２４ ―２：０４．４５ ３３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０８７，６００円 複勝： ３１，０８５，７００円 枠連： １５，７２９，３００円

普通馬連： ５３，７５５，１００円 馬単： ４４，００９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７１０，１００円

３連複： ６２，７５８，５００円 ３連単： １１３，８９０，７００円 計： ３６６，０２６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（５－７） ５３０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １９０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ２，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２３０８７６ 的中 � １０７５３１（１番人気）
複勝票数 計 ３１０８５７ 的中 � １１３６１０（１番人気）� ３６５６９（３番人気）� ５１０５３（２番人気）
枠連票数 計 １５７２９３ 的中 （５－７） ２１９７７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５３７５５１ 的中 �� ６６８９５（２番人気）
馬単票数 計 ４４００９７ 的中 �� ４２３０１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７１０１ 的中 �� ２１１４３（２番人気）�� ３３２６８（１番人気）�� １０００６（５番人気）
３連複票数 計 ６２７５８５ 的中 ��� ５５４６５（１番人気）
３連単票数 計１１３８９０７ 的中 ��� ３０３０６（２番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．０―１３．９―１４．５―１３．３―１２．９―１３．６―１３．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．０―３８．９―５３．４―１：０６．７―１：１９．６―１：３３．２―１：４６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F４０．１
１
３
４，１５－１３，１２（１４，９）（３，１１）－２，６，１，１６，８，５－７－１０・（４，１５，１３）１２（３，１１，９）（１４，２，６）１－（１６，７）－５－（８，１０）

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

勝馬の
紹 介

コルポディヴェント �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

２００８．４．６生 牡３栗 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング 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 アグネスグローリー号・キョウエイプラウド号・ディアボルト号・パンジャ号・ベルモントエデン号・

ベルモントメジャー号・ヨハネジュニア号・ラヴァリーデファー号・ラッキーゾーン号・レイフザラッキー号
※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。



０００８８ １月２３日 晴 良 （２３中山１）第８日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４８ ケイアイアルテミス 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４４６± ０１：３７．７ ３８．４�

６１１ リ ヴ ァ ー レ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広エデンアソシエーション 牧 光二 新冠 川島牧場 ４３８－ ６ 〃 クビ ３２．１�
４７ コスモシャオロン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 桜井牧場 ４６８－ ２１：３７．８クビ ５．４�
５１０ サクセスシルエット 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム ４１２± ０１：３８．０１� ２．３�
２４ アフィントン 牝３栗 ５４ 吉田 隼人吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ６１：３８．２１ ３７．９�
３６ モ モ チ ャ ン 牝３青 ５４ 福永 祐一堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７４＋２４ 〃 ハナ ３２．４	
１１ ミススパイダー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 B４４８＋ ４ 〃 クビ ４．１

５９ グランデティアモ 牝３栗 ５４ 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 浦河 小倉牧場 ４５２＋ ２１：３８．３クビ ３８．４�
８１５ ヒシマドンナ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ５１４－ ６ 〃 クビ １３．９�
８１６ ウォルスレイヤ 牝３青 ５４ 内田 博幸有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４ ―１：３８．４クビ ２１．４
６１２ ダズリングスマイル 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣梅村 浩氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４２０＋ ４１：３８．６１� １０．５�
２３ キタサンウタヒメ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一�大野商事 嶋田 功 日高 広中 稔 ４２０＋ ２ 〃 クビ ５５．７�
１２ ア イ カ ギ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩齊藤四方司氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４２２－ ４１：３９．１３ ２９６．７�
７１３ アルフライラ 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－ ６１：３９．２クビ １２５．７�
３５ プリンセスモトヒメ 牝３栗 ５４ 田中 博康黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４２８＋ ６１：３９．３� １４０．８�
７１４ コンペキノウミ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４４６± ０１：４１．０大差 ５３６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６９２，２００円 複勝： ４４，８１５，９００円 枠連： ２１，８７２，７００円

普通馬連： ７４，１５４，８００円 馬単： ５１，９０９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，６２８，１００円

３連複： ９４，５８８，４００円 ３連単： １５６，３６６，３００円 計： ５００，０２７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，８４０円 複 勝 � ９２０円 � ７５０円 � ２３０円 枠 連（４－６） ２，２３０円

普通馬連 �� ３４，５８０円 馬 単 �� ８８，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，７６０円 �� １，８１０円 �� ２，７３０円

３ 連 複 ��� ６３，１２０円 ３ 連 単 ��� ５７１，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２４６９２２ 的中 � ５０７６（１０番人気）
複勝票数 計 ４４８１５９ 的中 � １１３６０（１０番人気）� １４２７５（７番人気）� ６４９５０（３番人気）
枠連票数 計 ２１８７２７ 的中 （４－６） ７２４０（９番人気）
普通馬連票数 計 ７４１５４８ 的中 �� １５８３（５７番人気）
馬単票数 計 ５１９０９５ 的中 �� ４３２（１１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１６２８１ 的中 �� １１３４（５３番人気）�� ４３６７（２０番人気）�� ２８６１（３１番人気）
３連複票数 計 ９４５８８４ 的中 ��� １１０６（１３１番人気）
３連単票数 計１５６３６６３ 的中 ��� ２０２（９２０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．５―１２．７―１２．８―１２．１―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．０―３６．５―４９．２―１：０２．０―１：１４．１―１：２５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．７

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイアルテミス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Broad Brush デビュー ２０１０．１１．２７ 東京２着

２００８．５．１４生 牝３鹿 母 ブラッシュウィズデスティニー 母母 Forever Classic ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 キタサンウタヒメ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 サクセスシルエット号の騎手後藤浩輝は，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５０，０００円。（１２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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エアアヴリル号・デュラビリティ号

０００８９ １月２３日 晴 良 （２３中山１）第８日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４８ サクラフローレス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 西村 和夫 ４６２ ―１：３６．７ ２．６�

７１４ キャラクテール 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム ４４２ ―１：３７．２３ ５．２�
２３ シングンミラクル 牡３黒鹿５６ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４８６ ―１：３７．３� ５．１�
１２ ス ナ ン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 安藤牧場 ４５０ ―１：３７．４� ９．１�
２４ エレガンテココ 牝３青 ５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 ４２８ ― 〃 クビ ５０．８�
１１ コスモコナン 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新ひだか 上野 正恵 ４７４ ―１：３７．６１ １９．４	
６１２ ビレッジスマイル 牝３青 ５４ 柴山 雄一村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５０ ―１：３７．８１� ５９．４

３５ メジロサモン 牝３鹿 ５４ 高野 和馬�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４０８ ―１：３７．９� １７４．２�
５１０ ドラゴンウオッカ 牡３栗 ５６ 福永 祐一窪田 康志氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４２６ ― 〃 アタマ １２．２�
３６ レオフレンド 牡３栗 ５６ 的場 勇人田中 博之氏 的場 均 新冠 田村牧場 ４３２ ― 〃 アタマ １７８．０
８１５ エムオーファミリー 牝３栗 ５４ 北村 宏司大浅 貢氏 古賀 慎明 新ひだか 石川 新一 ４５４ ― 〃 ハナ ７．６�
６１１ ワイズアンドクール 牡３黒鹿５６ 伊藤 直人青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４９６ ―１：３８．２１� ６６．７�
５９ パーフェクトレディ 牝３青鹿５４ 津村 明秀首藤 徳氏 武市 康男 新ひだか 伊藤 敏明 ４４４ ―１：３８．６２� ４７．３�
７１３ イットーショウ 牡３栗 ５６ 鈴来 直人前田 榮生氏 和田 正道 新冠 佐藤 静子 ４５４ ―１：３９．１３ ２０７．６�
４７ スカイライトニング 牡３芦 ５６

５３ ▲菅原 隆一 �スカイツリーレーシング 保田 一隆 新ひだか 矢野牧場 ４９４ ―１：４１．０大差 １４１．５�
８１６ ワイワイカーニバル 牡３黒鹿５６ 田中 博康河原 義宏氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：４１．４２� ８２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，９４５，７００円 複勝： ２８，２００，６００円 枠連： １８，０６１，４００円

普通馬連： ５６，１６４，１００円 馬単： ３７，９０７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１８２，５００円

３連複： ６３，０００，０００円 ３連単： １０３，５６７，８００円 計： ３５１，０２９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（４－７） ６４０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３２０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ��� ６，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２２９４５７ 的中 � ７１１９８（１番人気）
複勝票数 計 ２８２００６ 的中 � ６４２４３（１番人気）� ３８５７７（３番人気）� ５０３８４（２番人気）
枠連票数 計 １８０６１４ 的中 （４－７） ２０９７８（１番人気）
普通馬連票数 計 ５６１６４１ 的中 �� ５１５７３（１番人気）
馬単票数 計 ３７９０７８ 的中 �� ２２１９１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１８２５ 的中 �� １４７９８（２番人気）�� １７２７５（１番人気）�� ８３６８（７番人気）
３連複票数 計 ６３００００ 的中 ��� ２８２６６（２番人気）
３連単票数 計１０３５６７８ 的中 ��� １１８７９（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．４―３６．７―４８．９―１：０１．４―１：１３．４―１：２４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

サクラフローレス �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

２００８．３．８生 牡３栗 母 サクラジュノー 母母 リビエールボレアール １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔発走状況〕 ビレッジスマイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ビレッジスマイル号は，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３０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３０頭 アレアーラック号・カリビアンクルーズ号・キョウエイショウリ号・グジョウハチマン号・クリールタイラント号・

ゴッドツヨシ号・サクラゴスペル号・ジャイアン号・ダイヤピアス号・タカミツグリーン号・タケデンエメラルド号・
タケデンレッド号・ディアインビクタス号・デルマシヴァ号・デルマラートリー号・ドラゴンブレス号・
トーセンファミリア号・トーセンルクリア号・バタフライ号・ヒカリキャピタル号・ブラックアース号・
フレンチミシル号・ブロンクステイル号・ベルモントキーラ号・ベルモントメッシ号・ホワイトスターズ号・
マンボフェスタ号・ミヤビアルカディア号・メリーハート号・ロンギングエリー号



０００９０ １月２３日 晴 良 （２３中山１）第８日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１３� タイフーンルビー 牡５栗 ５７ 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Moon Lake
Stables ４９０－ ２１：５４．６ ３．５�

４８ ギャザーロージズ �４芦 ５６ F．ベリー 吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ４ 〃 アタマ ２．５�
（愛）

６１１ ダイワバーガンディ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：５５．０２	 １０５．８�
７１４ トウカイノーマル 牡４青鹿５６ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５４２＋ ６ 〃 ハナ ５９．８�
６１２ マスターソムリエ 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８６± ０ 〃 ハナ ４．７�
２３ ジャストザシーズン 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４７６± ０１：５５．２１
 １０．７�
１１ ジンデンバルト 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成黒岩統治郎氏 小西 一男 日高 富川牧場 ４８４＋ ８１：５５．４１	 １９２．２	
８１５� モエレジンダイコ 牡６栗 ５７ 内田 博幸坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７８＋ ６１：５５．７１� １９．６

２４ ウエスタンブラボー 牡４青鹿５６ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ １０９．２�
３５ � エアイグアス 牡５黒鹿５７ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ５０２＋３０１：５５．８クビ ８９．４
５１０ ヒゼンリバイバル 牡５鹿 ５７ 江田 照男�前川企画 奥平 雅士 平取 高橋 幸男 ５２６＋１０１：５６．２２	 １３７．９�
８１６ マイネルプロートス 牡５黒鹿５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 コスモヴューファーム ５１４－ ４１：５６．３� ９９．８�
１２ グラスサミット 牡４芦 ５６ 蛯名 正義半沢� 尾形 充弘 安平 追分ファーム ５２８＋１２ 〃 クビ ２３．４�
５９ ブリージーデイズ 牡４栗 ５６ 田中 博康 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５０４＋１４ 〃 ハナ ４６．２�
４７ フェバリットアワー 牡４鹿 ５６ 横山 典弘�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５０８＋ ２１：５６．９３	 １４．７�
３６ � リワードブライトン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 桑田フアーム ５１８＋ ２１：５８．１７ １３６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，１６４，６００円 複勝： ４９，５２６，９００円 枠連： ２１，５１２，２００円

普通馬連： ９１，７８２，９００円 馬単： ５４，９６６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，５７８，２００円

３連複： １０６，１１０，４００円 ３連単： １７８，８６７，８００円 計： ５６３，５０９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １，６４０円 枠 連（４－７） ４２０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ７，０８０円 �� ５，０７０円

３ 連 複 ��� １９，８２０円 ３ 連 単 ��� ６６，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２７１６４６ 的中 � ６１６５４（２番人気）
複勝票数 計 ４９５２６９ 的中 � ９４６５０（３番人気）� １３５０７９（１番人気）� ４６２８（１３番人気）
枠連票数 計 ２１５１２２ 的中 （４－７） ３８４９２（１番人気）
普通馬連票数 計 ９１７８２９ 的中 �� １３７１６３（１番人気）
馬単票数 計 ５４９６６２ 的中 �� ３６９２１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３５７８２ 的中 �� ３８０４４（２番人気）�� １０３７（５１番人気）�� １４５６（４４番人気）
３連複票数 計１０６１１０４ 的中 ��� ３９５３（４６番人気）
３連単票数 計１７８８６７８ 的中 ��� １９８９（１６６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１２．７―１２．９―１２．３―１２．６―１３．１―１２．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．６―３７．３―５０．２―１：０２．５―１：１５．１―１：２８．２―１：４１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�タイフーンルビー �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Tale of the Cat デビュー ２００８．８．１７ 新潟２着

２００６．１．２７生 牡５栗 母 Tale of a Queen 母母 Halo Queen １３戦２勝 賞金 ２８，８２２，０００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 ディアブラスト号
※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。

０００９１ １月２３日 晴 良 （２３中山１）第８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

６１１ ハンマープライス 牡５栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４１：１０．６ ８．９�

１２ 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 B５０４＋ ４１：１１．３４ ６．３�
８１５ シセイオウジ 牡４栗 ５６ 松岡 正海猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６０＋ ４１：１１．５１� ３０．７�
４７ カツノセカンド 牡４鹿 ５６ 的場 勇人勝野 �治氏 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 ４８６＋ ２１：１１．６� １３．６�
７１４� レオアドミラル 牡５栗 ５７ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４８４＋ ６１：１１．７� ７．３�
１１ ショウナンダンク 牡５芦 ５７ 内田 博幸�湘南 伊藤 大士 静内 神垣 道弘 ５０６＋１０１：１２．０１� ８．２	
６１２ トウショウフォアゴ 牡４黒鹿５６ 石橋 脩トウショウ産業
 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 ４８０＋ ２１：１２．３１� ５．５�
２４ マドモアゼルノン 牝４黒鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４４８－ ２１：１２．４� ２８０．３�
８１６ ケイアイアシュラ 牡４栗 ５６ 吉田 豊 
啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田 三千雄 ４９６± ０ 〃 同着 ３．４
２３ レオカミカゼ 牡４黒鹿５６ 村田 一誠田中 博之氏 古賀 慎明 日高 若林 武雄 ４８０－ ２１：１２．７１� １３８．３�
７１３ ノトーリアス 牡４鹿 ５６ A．クラストゥス H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新ひだか 服部 牧場 B４７６－ ８１：１２．８� ３７．８�

（仏）

５１０ コ ス モ オ ー 牡５栗 ５７ F．ベリー �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 畔高牧場 ５６２＋ ６１：１３．１１� １９．２�
（愛）

４８ ネオエピック 牡４青鹿５６ 北村 宏司小林 仁幸氏 牧 光二 新ひだか 元道牧場 B４３８＋ ６１：１３．４１� ２７．２�
３６ ナムラトリトン 牡４芦 ５６ 後藤 浩輝奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 ４２４± ０１：１４．２５ ８１．４�
３５ � タケデンエビス 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４９０＋１２１：１４．４� ３７２．５�
５９ アクセプトアゲン 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 静内 三木田 明仁 B５０６－１０１：１４．７２ １４５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３１５，９００円 複勝： ４３，９８８，４００円 枠連： ３０，４６２，１００円

普通馬連： ９９，２２４，９００円 馬単： ５８，２５９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，１６９，５００円

３連複： １１１，４０５，６００円 ３連単： １８１，０４９，１００円 計： ５８５，８７４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ３７０円 � ２３０円 � ７１０円 枠 連（１－６） ６００円

普通馬連 �� ３，９００円 馬 単 �� ７，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４３０円 �� ４，２３０円 �� ４，３００円

３ 連 複 ��� ４３，２３０円 ３ 連 単 ��� ２３２，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２７３１５９ 的中 � ２４２１２（６番人気）
複勝票数 計 ４３９８８４ 的中 � ３０９８１（６番人気）� ６１１５８（３番人気）� １４０６５（１０番人気）
枠連票数 計 ３０４６２１ 的中 （１－６） ３７７８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ９９２２４９ 的中 �� １８７９１（１７番人気）
馬単票数 計 ５８２５９１ 的中 �� ５６５３（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４１６９５ 的中 �� ６０３５（１６番人気）�� １９６６（４９番人気）�� １９３５（５０番人気）
３連複票数 計１１１４０５６ 的中 ��� １９０２（１２０番人気）
３連単票数 計１８１０４９１ 的中 ��� ５７５（６５６番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１０．９―１１．９―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．２―４５．１―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハンマープライス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００９．２．７ 東京４着

２００６．３．１４生 牡５栗 母 ネットオークション 母母 Antique Auction １１戦３勝 賞金 ２４，７４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクセプトアゲン号は，平成２３年２月２３日まで平地競走に出走できない。
※マドモアゼルノン号は，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。



０００９２ １月２３日 晴 良 （２３中山１）第８日 第９競走 ��
��１，８００�

わ か た け

若 竹 賞
発走１４時２５分 （芝・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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５７ テイエムオオタカ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 ４７８＋ ４１：５０．７ ５．５�

２２ ヴェルデグリーン 牡３栗 ５６ 松岡 正海斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６４＋ ２ 〃 アタマ ９．４�
７１１ ヒラボクインパクト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４６６＋ ８１：５０．９１� ８．５�
６９ ミヤビファルネーゼ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４７４－ ８ 〃 クビ ６．２�
１１ ロ ジ ハ ー ツ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４１：５１．０� ２．８�
５６ バンスタンウォルツ 牡３鹿 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 ４９２－ ８１：５１．２１� ２０．２�

（仏）

６８ ヴァルナビスティー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９８＋ ６１：５１．４１� １４．８	

４４ リルバイリル 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４７８－ ２１：５１．５� ２０．１

８１３� ウォッチバレー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣金井 順一氏 石栗 龍彦 日高 沖田牧場 ４４８＋ ２１：５１．６� ２１．７�
７１０ メルトアウェイ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３６＋ ６１：５１．７	 ９７．０�
４５ 
 シーグランディ 牡３鹿 ５６ 菅原 勲玉田 博志氏 佐藤 雅彦 新冠 中地 義次 ４７２－ ６１：５１．８� １７．１

（岩手） （岩手）

８１２ ゴールドラム 牡３黒鹿５６ 津村 明秀�ジェイアール 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 ４９２＋ ２１：５２．０１� ３０．５�
３３ � ツ キ ヒ カ ル 牡３栗 ５６ 木幡 初広田中 春美氏 牧 光二 新ひだか 田中 春美 ４７６＋ ６１：５２．２１� ５３．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４５，９６８，４００円 複勝： ７２，１０６，６００円 枠連： ３３，７９８，９００円

普通馬連： １６４，０３６，９００円 馬単： ９１，２５４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，４４０，８００円

３連複： １８２，３９８，８００円 ３連単： ３１９，５５６，９００円 計： ９６２，５６１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２２０円 � ２７０円 � ２８０円 枠 連（２－５） ２，４５０円

普通馬連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ４，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� １，０００円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ６，８８０円 ３ 連 単 ��� ３８，７００円

票 数

単勝票数 計 ４５９６８４ 的中 � ６６４４４（２番人気）
複勝票数 計 ７２１０６６ 的中 � ９３０２２（３番人気）� ６９０２１（４番人気）� ６６５１５（５番人気）
枠連票数 計 ３３７９８９ 的中 （２－５） １０２０８（１４番人気）
普通馬連票数 計１６４０３６９ 的中 �� ４５４９２（９番人気）
馬単票数 計 ９１２５４４ 的中 �� １３７６４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３４４０８ 的中 �� １２５９４（１１番人気）�� １３２４５（９番人気）�� １０７６５（１４番人気）
３連複票数 計１８２３９８８ 的中 ��� １９５９３（１７番人気）
３連単票数 計３１９５５６９ 的中 ��� ６０９４（１０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２５．１―３７．６―５０．７―１：０３．３―１：１６．０―１：２８．１―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．７
１
３
７，９（２，３，１１）（１，６，１２）（８，１０）４，５－１３・（７，９）（２，１１）（３，１２）６（１，４，８）（５，１０）１３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムオオタカ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ネヴアーダンス デビュー ２０１０．８．２８ 新潟８着

２００８．３．３０生 牡３鹿 母 ハヤテグレシャス 母母 ホワイトグレシヤス ７戦２勝 賞金 ３０，２９１，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０００９３ １月２３日 晴 良 （２３中山１）第８日 第１０競走 ��
��１，６００�

わ か し お

若 潮 賞
発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．１．２３以降２３．１．１６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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

２２ ナシュワンヒーロー 牡４栗 ５６ 福永 祐一間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４４４－ ８１：３３．７ ４．４�

６１０ アドバンスヘイロー 牡５青鹿５７．５ 田中 勝春西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４６４＋ ４１：３４．０２ １６．３�
３４ コスモカンタービレ 牡４黒鹿５５ F．ベリー �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ５００－ ６１：３４．１クビ ９．７�

（愛）

４７ シングンレジェンド 牡５鹿 ５６ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６８＋ ４１：３４．２� ２５．１�
５８ デ ィ オ ー サ 牝４青鹿５４ 松岡 正海伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 ４６６＋ ６ 〃 アタマ １．９�
８１４ マイネルマルシェ 牡４黒鹿５５ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４４６＋ ４ 〃 ハナ ３５．５	

（仏）

５９ シャドークロス 牡６栗 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ５０２＋ ４ 〃 ハナ １１．１

４６ ショウナンアクロス 牡６鹿 ５５ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８＋１６１：３４．３クビ ７３．８�
６１１� ミサトバレー 牝６栗 ５１ 吉田 隼人戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４４８＋ ４１：３４．４� ８７．６�
１１ ケイアイプログレス 牡４栃栗５４ 三浦 皇成 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 ５２０－ ４ 〃 アタマ ７５．４
７１３ ヤマニンノベリスト 牝７鹿 ５１ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４８０＋ ２１：３４．６１� １１６．６�
３５ クレバークリス 牝５芦 ５１ 村田 一誠田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ ５３．９�
８１５� サクラバレット 牡６青 ５５ 蛯名 正義�さくらコマース伊藤 大士 静内 西村 和夫 ４９４± ０１：３４．９２ ４３．１�
２３ ブーケドロゼブルー 牝４青鹿５２ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４６０＋１０１：３５．０� １１．４�
７１２	 エスユーグランド 牡１０鹿 ５３ 中谷 雄太楳津 繁氏 高橋 祥泰 米 Nordic Thor-

oughbreds ４８０＋ ２１：３５．１� ３５３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４４，６９３，３００円 複勝： ８０，３９０，３００円 枠連： ４５，９５５，０００円

普通馬連： １９８，１８７，７００円 馬単： １２０，７８８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，８９７，０００円

３連複： ２１２，１６６，０００円 ３連単： ４４９，９１３，２００円 計： １，２１０，９９１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � ５８０円 � ２８０円 枠 連（２－６） ２，５５０円

普通馬連 �� ３，７７０円 馬 単 �� ５，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� ５９０円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� １０，１１０円 ３ 連 単 ��� ４６，４７０円

票 数

単勝票数 計 ４４６９３３ 的中 � ８１８６３（２番人気）
複勝票数 計 ８０３９０３ 的中 � １３５３４１（２番人気）� ３０１１６（７番人気）� ７５６９５（３番人気）
枠連票数 計 ４５９５５０ 的中 （２－６） １３３１３（１１番人気）
普通馬連票数 計１９８１８７７ 的中 �� ３８８２２（１２番人気）
馬単票数 計１２０７８８８ 的中 �� １５６７４（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８８９７０ 的中 �� １０２１７（１４番人気）�� ２６０９５（５番人気）�� ６０４７（２６番人気）
３連複票数 計２１２１６６０ 的中 ��� １５５００（３１番人気）
３連単票数 計４４９９１３２ 的中 ��� ７１４６（１２８番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．０―１１．５―１２．２―１２．０―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．５―３４．５―４６．０―５８．２―１：１０．２―１：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．５

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

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

勝馬の
紹 介

ナシュワンヒーロー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００９．１１．２９ 京都２着

２００７．３．３１生 牡４栗 母 レガシークラウド 母母 レガシーウェーブ ８戦３勝 賞金 ３９，７７５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。



０００９４ １月２３日 晴 良 （２３中山１）第８日 第１１競走 ��
��２，２００�第５２回アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，２２．１．２３以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬１�増，２２．１．２２以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

アメリカジョッキークラブ賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 ７８４，０００円 ２２４，０００円 １１２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

６６ トーセンジョーダン 牡５鹿 ５８ 内田 博幸島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８４－ ６２：１４．２ １．９�

６７ ミヤビランベリ 牡８栗 ５７ 吉田 隼人村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４９６－ ４２：１４．３� ２０．３�
２２ ネヴァブション 牡８黒鹿５８ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 B４９８＋ ４２：１４．４� ７．８�
３３ � コスモファントム 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ５０６＋ ４２：１４．５	 ３．４�
７９ ダイワジャンヌ 牝６黒鹿５５ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４５６＋ ２ 〃 アタマ ９８．６�
４４ マルカボルト 牡４黒鹿５６ 福永 祐一河長産業	 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４９６＋ ６ 〃 ハナ １０．２

１１ シャインモーメント 牡６栗 ５７ 蛯名 正義�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４９０± ０２：１４．７１
 １３３．９�
８１１� アサティスボーイ 牡７鹿 ５７ 江田 照男廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー

ファーム ４５２－ ２ 〃 ハナ ９４．１�
８１０ ダンスインザモア 牡９黒鹿５７ 丸田 恭介木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５１８＋ ４２：１４．９� ６７．６
７８ ピサノエミレーツ 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 飛野牧場 B５１６± ０ 〃 クビ ３９．７�
５５ サンライズベガ 牡７鹿 ５７ F．ベリー 松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５０６＋ ８２：１５．７５ １２．８�

（愛）

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５２，２７２，６００円 複勝： ２０６，３６４，１００円 枠連： １０５，４３７，３００円

普通馬連： ６３７，６７１，２００円 馬単： ４４０，６４３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９８，３６１，６００円

３連複： ７６１，８０２，７００円 ３連単： ２，１９４，１５２，７００円 計： ４，６９６，７０５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ４６０円 � ２００円 枠 連（６－６） ２，０２０円

普通馬連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ３１０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ４，０４０円 ３ 連 単 ��� １８，３００円

票 数

単勝票数 計１５２２７２６ 的中 � ６６１３０７（１番人気）
複勝票数 計２０６３６４１ 的中 � ８６９２７１（１番人気）� ６８５３０（６番人気）� ２０８８０８（３番人気）
枠連票数 計１０５４３７３ 的中 （６－６） ３８６９６（９番人気）
普通馬連票数 計６３７６７１２ 的中 �� ２１３７０３（８番人気）
馬単票数 計４４０６４３４ 的中 �� １１４８１２（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９８３６１６ 的中 �� ５５３０６（８番人気）�� １７９７４９（２番人気）�� ２６８９４（１７番人気）
３連複票数 計７６１８０２７ 的中 ��� １３９３８２（１２番人気）
３連単票数 計２１９４１５２７ 的中 ��� ８８５１６（５４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．９―１３．０―１２．８―１２．７―１２．５―１１．８―１１．４―１１．５―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．０―２４．９―３７．９―５０．７―１：０３．４―１：１５．９―１：２７．７―１：３９．１―１：５０．６―２：０１．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンジョーダン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．１ 京都６着

２００６．２．４生 牡５鹿 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ １３戦７勝 賞金 ２４４，５２２，０００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。

０００９５ １月２３日 晴 良 （２３中山１）第８日 第１２競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１４ アンヴェイル 牡６栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１２＋ ８１：５３．４ １６．６�

３５ ナイトフッド 牡５青鹿５７ 北村 宏司 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B５００＋ ２１：５３．６１� １４．２�
１１ トウショウロジック 牡４鹿 ５６ F．ベリー トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１０－ ２１：５３．８１� １．８�

（愛）

２３ ローンウルフ 牡６栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７８＋ ６１：５４．１２ ８６．７�
１２ ウインリーズン 牡５芦 ５７ 田中 勝春�ウイン 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 ４５４－ ６１：５４．２クビ ７４．２�
３６ � キャトルマン 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一 �キャロットファーム 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム B５４６＋ ２ 〃 クビ ５４．０	
５９ � メイクアダッシュ 牡７鹿 ５７ 三浦 皇成�谷岡牧場 境 征勝 静内 谷岡牧場 ４７４＋ ２１：５４．３クビ ７５．３

２４ ガンズオブナバロン 牡５黒鹿５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ６ 〃 クビ ７．７�
４８ ア イ ノ カ ゼ 牡６鹿 ５７

５４ ▲平野 優丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５０４＋ ４１：５４．６１� １７６．１�
５１０ タイキジャガー 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８０－ ６１：５４．８１� １５．５
８１５ グレースエポナ 牝７黒鹿５５ 柴田 善臣吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５４８＋ ２１：５５．０１ ２６．９�
６１１ フェイマステイル 牡５鹿 ５７ A．クラストゥス �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４ 〃 クビ ４．６�

（仏）

７１３ マイネルパルティア 牡６鹿 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ５１０＋ ４１：５５．２１� １３３．６�

６１２ マルサライガー 	７黒鹿５７ 蛯名 正義鈴木キヌ子氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４８０± ０１：５５．４１� １９８．７�
８１６ リアルフリーダム 牡４黒鹿５６ 横山 典弘吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：５５．５� ２４．６�
４７ マルブツフラッシュ 牡７鹿 ５７ 江田 照男大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５１４＋ ２１：５６．２４ ３５２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，０３７，２００円 複勝： ８２，０６３，７００円 枠連： ５１，１７５，１００円

普通馬連： ２０９，５５３，２００円 馬単： １２８，３７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７１，０８７，６００円

３連複： ２３９，１１７，８００円 ３連単： ５１８，７４９，３００円 計： １，３５５，１５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６６０円 複 勝 � ３６０円 � ３２０円 � １２０円 枠 連（３－７） ６，８９０円

普通馬連 �� ９，７７０円 馬 単 �� ２３，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８１０円 �� ５７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ４，９１０円 ３ 連 単 ��� ６４，３４０円

票 数

単勝票数 計 ５５０３７２ 的中 � ２６２６５（６番人気）
複勝票数 計 ８２０６３７ 的中 � ４１６３２（６番人気）� ４８００８（５番人気）� ３０９９１２（１番人気）
枠連票数 計 ５１１７５１ 的中 （３－７） ５４８６（２３番人気）
普通馬連票数 計２０９５５３２ 的中 �� １５８３０（２６番人気）
馬単票数 計１２８３７３７ 的中 �� ４１０５（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７１０８７６ 的中 �� ５６７８（２８番人気）�� ３１６４９（５番人気）�� ４３４９６（４番人気）
３連複票数 計２３９１１７８ 的中 ��� ３６００７（１６番人気）
３連単票数 計５１８７４９３ 的中 ��� ５９５１（１７２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．６―１２．３―１２．０―１２．４―１２．９―１２．８―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３７．０―４９．３―１：０１．３―１：１３．７―１：２６．６―１：３９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アンヴェイル �
�
父 ロ サ ー ド �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００７．６．２４ 阪神５着

２００５．１．１５生 牡６栗 母 ヴェイルデラルナ 母母 ト コ ピ ジ ャ ２０戦４勝 賞金 ４８，８２０，０００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 コスモフォース号
※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。



（２３中山１）第８日 １月２３日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

２７１，９５０，０００円
１，０９０，０００円
１４，３５０，０００円
２，０９０，０００円
２５，７４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，２６３，０００円
４，７８９，０００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
４８３，４７２，６００円
７８６，８９７，６００円
３８９，９８７，２００円

１，７５８，１９７，３００円
１，１５５，２５６，５００円
５９７，６１２，４００円

２，０６５，０８７，５００円
４，６２６，６３３，３００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 １１，８６３，１４４，４００円

総入場人員 ２９，８４１名 （有料入場人員 ２７，６５８名）



平成２３年度 第１回中山競馬 総計

競走回数 ９５回 出走延頭数 １，４３８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

１，８４０，９００，０００円
１７，１４０，０００円
９２，３５０，０００円
１４，２９０，０００円
１７４，０４０，０００円

５８０，０００円
５８０，０００円

５０２，９２０，７５０円
４０，３８９，４００円
１４，２３６，２００円

勝馬投票券売得金
３，２７０，２７０，４００円
５，５８６，５６４，１００円
３，２２４，２１７，４００円
１２，７２１，０２３，５００円
７，９８４，１８０，８００円
４，２８４，８２５，０００円
１５，５４４，７８９，１００円
３０，１８０，２４６，４００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 ８２，７９６，１１６，７００円

総入場延人員 ２１６，４３５名 （有料入場延人員 １９８，０７１名）


