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０５００１ ２月２６日 晴 良 （２３中山２）第１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

２３ 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 ４７２＋ ６１：１２．７ ９．５�

５１０ レッツマンボウ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４６６－ ２１：１２．９１ ８．１�
６１１ コスモハンサム 牡３栗 ５６ F．ベリー �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 山田牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ６．０�

（愛）

３５ ト レ ボ ー ネ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４６０＋ ２１：１３．３２� ４．７�
８１６ フレンチミシル 牝３栗 ５４ 江田 照男�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４７２－ ８ 〃 クビ １１．４�
４８ ドリームクレド 牡３栗 ５６ A．クラストゥス セゾンレースホース� 阿部 新生 浦河 帰山 清貴 ４７４－ ４１：１３．５１� １３．９	

（仏）

６１２ ビッグスナイパー 牡３青鹿５６ 三浦 皇成平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 ４９０± ０１：１３．６クビ ４．５

４７ ブルーアンブロシア 牡３芦 ５６ 吉田 豊 �ブルーマネジメント加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ２１：１３．９１� ６９．７�
２４ 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 ４５４－ ２ 〃 クビ ３１．４�
７１３ 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± ０１：１４．０� １８６．８
７１４ 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 ４４６－ ８１：１４．２１� １４３．８�
８１５ プリンセスドリーム 牝３栗 ５４ 田中 勝春杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４５８－ ８１：１４．８３� ５．５�
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 B４１８± ０１：１５．１１� ２６１．６�
５９ フォージドアストロ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ ３１３．３�
３６ トウショウレグルス 牡３栗 ５６ 石橋 脩トウショウ産業� 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７４ ―１：１５．５２� ４８．６�
１２ ミスファンタジー 牝３鹿 ５４ 村田 一誠遠藤 喜松氏 高木 登 日高 エンドレス

ファーム ３７６－２６１：１６．３５ ３７１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８９５，８００円 複勝： ３３，９３７，７００円 枠連： １８，９３７，４００円

普通馬連： ５７，７９４，５００円 馬単： ３７，６３１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８３２，０００円

３連複： ７８，０３２，９００円 ３連単： １１４，１５７，１００円 計： ３８３，２１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３７０円 � ２４０円 � ２２０円 枠 連（２－５） ２，７４０円

普通馬連 �� ３，２００円 馬 単 �� ５，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ８９０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ５，８７０円 ３ 連 単 ��� ３７，１５０円

票 数

単勝票数 計 １６８９５８ 的中 � １４１２５（６番人気）
複勝票数 計 ３３９３７７ 的中 � ２１６８３（７番人気）� ３９５８４（５番人気）� ４３４２６（３番人気）
枠連票数 計 １８９３７４ 的中 （２－５） ５１１６（１４番人気）
普通馬連票数 計 ５７７９４５ 的中 �� １３３６２（１８番人気）
馬単票数 計 ３７６３１１ 的中 �� ４９２３（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８３２０ 的中 �� ８０１６（１１番人気）�� ７０２５（１３番人気）�� １０６３１（６番人気）
３連複票数 計 ７８０３２９ 的中 ��� ９８２５（２５番人気）
３連単票数 計１１４１５７１ 的中 ��� ２２６８（１５４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．６―１２．７―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．４―４７．１―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーサムダイチ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．７．１７ 新潟７着

２００８．３．１０生 牡３鹿 母 ウィスキーカラー 母母 オールウエイズアロン ５戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走状況〕 ヒカリエンジェル号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 ゴールドフェスタ号・セクシイスイート号・ダイメイロード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０５００２ ２月２６日 晴 良 （２３中山２）第１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）

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

３６ オクシペタルム 牝３黒鹿５４ 北村 宏司広田 伸七氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：５７．４ ７．５�

１１ トーセンティアラ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 秋山 雅一 新ひだか 乾 皆雄 ４５０－ ６ 〃 ハナ ３．０�
５９ ア ソ ル ー タ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４４６－ ２ 〃 クビ ３．２�
４７ ジャマイカラー 牝３青鹿５４ 小牧 太齊藤四方司氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 ４７０－１０１：５７．６１ ３１．５�
７１４ アドマイヤアジナ 牝３芦 ５４ 田中 勝春近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４６８－１２１：５７．９１� ６．３�
６１２ コウヨウメビウス 牝３鹿 ５４ 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４６８－ ２１：５８．０� ２２９．９	
１２ キャンドルロード 牝３栗 ５４ 村田 一誠島田 久氏 柴崎 勇 新ひだか 沖田 忠幸 ４６４－ ４１：５８．１クビ １８９．０

３５ スナークスマイル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一杉本仙次郎氏 清水 英克 日高 浜本牧場 ４９４＋ ６１：５８．３１ ５３．８�
７１３ マ ン マ ル コ 牝３栗 ５４ 武士沢友治清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４４６－ ４１：５８．５１ ６９．３�
８１６ ミラクルクロス 牝３鹿 ５４ 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B４９２± ０１：５８．６� ８．３
６１１ ストリングビーン 牝３栗 ５４ 横山 典弘小山 豊氏 伊藤 伸一 新ひだか マルショウ牧場 ４５４－ ２１：５８．７� ４７．９�
２４ シ ャ ン ソ ン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸田島榮二郎氏 嶋田 功 日高 前川 義則 ４５６－ ４１：５８．９� ７７．１�
８１５ 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 ４４６－ ６ 〃 ハナ ２１．５�
５１０ サンキューレット 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太西村 專次氏 堀井 雅広 白老 社台牧場 ４６８＋ ６１：５９．１１� ５３７．２�
４８ ジャスミンシチー 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 日高 幾千世牧場 ４７４－１６１：５９．３１ ２６４．５�
２３ フュージョン 牝３芦 ５４ A．クラストゥス 吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７０－ ６１：５９．４� ２４．３�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３８０，９００円 複勝： ３１，２０９，０００円 枠連： １５，４０７，６００円

普通馬連： ５１，３５６，８００円 馬単： ３４，７７０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７２３，０００円

３連複： ６５，７７９，０００円 ３連単： ９９，７５３，１００円 計： ３３８，３８０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２００円 � １３０円 � １４０円 枠 連（１－３） １，１３０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ４７０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 ��� １３，０７０円

票 数

単勝票数 計 １７３８０９ 的中 � １８３４６（４番人気）
複勝票数 計 ３１２０９０ 的中 � ３０９７３（５番人気）� ７９５１４（１番人気）� ６６６５８（２番人気）
枠連票数 計 １５４０７６ 的中 （１－３） １００６９（６番人気）
普通馬連票数 計 ５１３５６８ 的中 �� ３０１４１（５番人気）
馬単票数 計 ３４７７０９ 的中 �� ８８５５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７２３０ 的中 �� ９６４０（７番人気）�� １１２４５（５番人気）�� ２６２７５（１番人気）
３連複票数 計 ６５７７９０ 的中 ��� ３２６９８（３番人気）
３連単票数 計 ９９７５３１ 的中 ��� ５６３６（２９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１３．５―１４．１―１３．２―１２．３―１３．０―１３．２―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３７．６―５１．７―１：０４．９―１：１７．２―１：３０．２―１：４３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F４０．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オクシペタルム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．１０ 東京７着

２００８．２．２８生 牝３黒鹿 母 エアウイングス 母母 シークレットシェアラー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 トーセンティアラ号の騎手吉田隼人は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
※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） １頭 カルマート号
（非抽選馬） １頭 ゴールデンファスト号
※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。

第２回　中山競馬　第１日



０５００３ ２月２６日 晴 良 （２３中山２）第１日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３５ ロイヤルパープル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 藤沢牧場 ５３０ ―１：５７．９ ４．９�

２３ ディアボルト 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 松栄牧場 ４８８ ―１：５８．０� ５９．８�
６１２ ロードエフォール 牡３黒鹿５６ F．ベリー �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４７４ ―１：５８．３１� ５．３�

（愛）

４８ アイアンブロー 牡３芦 ５６ 小牧 太平口 信行氏 高柳 瑞樹 浦河 田中スタッド ４６０ ―１：５８．６２ ４２．２�
８１５ レオネプチューン 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム ４７４ ― 〃 クビ ２６．４�
７１３ マコトロングボウ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太眞壁 宏寧氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ４９６ ―１：５９．２３� １００．６�
７１４ キャプテンバートン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌弘 新冠 競優牧場 ４７４ ―１：５９．６２� １４．６	
１２ レッドフィアレス 牡３芦 ５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５１６ ―１：５９．８１� ２．２

５９ カ ミ ニ ー ト 牝３栗 ５４ 吉田 豊青木 基秀氏 岩戸 孝樹 日高 グリーンヒルスタッド ４８６ ―１：５９．９� ６８．３�
１１ ダノンウェルカム 牡３栗 ５６ 内田 博幸�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９２ ―２：００．３２� ８．６�
６１１ リッツクイーンラブ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治栗山 良子氏 武市 康男 新ひだか 棚川 光男 ４７０ ―２：００．９３� ２４７．７
２４ フレンチキス 牝３栗 ５４ 吉田 隼人白井 岳氏 戸田 博文 日高 白井牧場 ４５４ ―２：０１．３２� ３４．３�
３６ アースワンネス 牡３黒鹿５６ 木幡 初広松山 増男氏 宗像 義忠 新冠 武田 寛治 ４８２ ―２：０１．４クビ １９９．２�
５１０ トーアアクセル 牡３鹿 ５６ 津村 明秀高山ランド� 武藤 善則 豊浦トーア牧場 ５３０ ―２：０１．７１� １４．８�
８１６ リックデビッド 牡３栗 ５６ 柴山 雄一山邉 浩氏 清水 英克 浦河 猿橋 義昭 ４８６ ―２：０２．８７ ７１．７�
４７ ドリームイーグル 牡３栗 ５６ 村田 一誠セゾンレースホース� 中川 公成 平取 協栄組合 ４８４ ―２：１７．８大差 ２３６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７２７，９００円 複勝： ２５，４１１，１００円 枠連： １７，０６７，０００円

普通馬連： ４５，６６９，０００円 馬単： ３４，１２８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，００１，６００円

３連複： ５５，９４８，４００円 ３連単： ９１，０３０，６００円 計： ３０６，９８３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２００円 � １，５１０円 � ２１０円 枠 連（２－３） ５，７１０円

普通馬連 �� ２０，０５０円 馬 単 �� ２９，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，０６０円 �� ５８０円 �� ５，２４０円

３ 連 複 ��� ３６，４８０円 ３ 連 単 ��� ２６３，４６０円

票 数

単勝票数 計 １８７２７９ 的中 � ３０４２４（２番人気）
複勝票数 計 ２５４１１１ 的中 � ３８１０９（２番人気）� ３３３４（１３番人気）� ３５５８２（３番人気）
枠連票数 計 １７０６７０ 的中 （２－３） ２２０７（２０番人気）
普通馬連票数 計 ４５６６９０ 的中 �� １６８１（４４番人気）
馬単票数 計 ３４１２８１ 的中 �� ８５７（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９００１６ 的中 �� ７３８（４９番人気）�� ８８６２（５番人気）�� ８５６（４３番人気）
３連複票数 計 ５５９４８４ 的中 ��� １１３２（８８番人気）
３連単票数 計 ９１０３０６ 的中 ��� ２５５（５５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３７．１―５１．０―１：０４．３―１：１７．６―１：３０．８―１：４４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．６―３F４０．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルパープル �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 マルゼンスキー 初出走

２００８．４．１７生 牡３鹿 母 ラベンダーベール 母母 カイムラサキ １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔発走状況〕 ドリームイーグル号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームイーグル号は，平成２３年３月２６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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トウショウホープ号
※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。

０５００４ ２月２６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山２）第１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

３３ ソリッドラヴ �９鹿 ６０ 大庭 和弥山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４９０＋ ２３：１６．１ ６．５�

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 ５００－ ６ 〃 クビ ６．１�
７１２ ヴェルトマイスター 牡７鹿 ６０ 横山 義行 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５０４－ ６３：１６．５２� １．７�
３４ アイティヤマト 牡５鹿 ６０ 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新ひだか 加野牧場 ５４４＋１０ 〃 ハナ ３５．６�
７１１ タイキヴァルト 牡６栗 ６０ 金子 光希�大樹ファーム 森 秀行 大樹 大樹ファーム ５１４± ０３：１６．９２� ８．６�
５７ マンドリーカ 牡４栗 ５９ 草野 太郎伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 ４９８－ ２３：１７．３２� ２５２．１�
５８ � サントゥール 牝５鹿 ５８ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 後藤 由之 新冠 隆栄牧場 ４４０＋ ４３：１８．０４ １４．８	
８１３� スイートバイカル 牝６鹿 ５８ 蓑島 靖典シンボリ牧場 後藤 由之 門別 シンボリ牧場 ４８４＋１０３：１８．２１� ７１．０

６１０ レスピエーグル 牡４鹿 ５９ 宗像 徹佐竹 虔介氏 高柳 瑞樹 新ひだか キヨミネ牧場 ４６４＋ ４３：１８．４� １５．２�
１１ ショウナンアゲイン 牡５青鹿６０ 山本 康志国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４６２－ ６３：１９．０３� １０９．２�
４５ マイティーアゲン 牝４鹿 ５７ 柴田 未崎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ４２６－２２３：１９．４２� ２０４．２
４６ レグルスハート 牡５黒鹿 ６０

５７ ▲大江原 圭中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ５００＋ ２３：２０．２５ １２０．９�
２２ メジロジャクソン 牡４鹿 ５９ 水出 大介�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺湖 メジロ牧場 ５１８＋ ４３：２１．８１０ １４０．５�
８１４ サクラサクラサクラ 牝５栗 ５８ 池崎 祐介野島 春男氏 田島 俊明 日高 野島牧場 ４５４－ ２３：２９．１大差 ９１．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，８３１，９００円 複勝： １８，３８８，５００円 枠連： １５，３１６，８００円

普通馬連： ３８，４０２，５００円 馬単： ３０，２４１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３０２，０００円

３連複： ４９，７２０，６００円 ３連単： ８８，９０５，９００円 計： ２７３，１０９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（３－６） ８６０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ２４０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ６，４２０円

票 数

単勝票数 計 １５８３１９ 的中 � １９２６０（３番人気）
複勝票数 計 １８３８８５ 的中 � ３００４１（２番人気）� ２９９１０（３番人気）� ５４９３６（１番人気）
枠連票数 計 １５３１６８ 的中 （３－６） １３２１８（４番人気）
普通馬連票数 計 ３８４０２５ 的中 �� ２１６７３（５番人気）
馬単票数 計 ３０２４１７ 的中 �� ７６２７（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３０２０ 的中 �� １０３００（４番人気）�� １７３６３（２番人気）�� １９４５５（１番人気）
３連複票数 計 ４９７２０６ 的中 ��� ４８７５８（１番人気）
３連単票数 計 ８８９０５９ 的中 ��� １０２２１（１８番人気）

上り １マイル １：４９．１ ４F ５３．０－３F ３９．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソリッドラヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００４．１２．４ 中山３着

２００２．３．１８生 �９鹿 母 リードルーブル 母母 リードキヤンデイ 障害：４戦１勝 賞金 １０，０１０，０００円
〔制裁〕 タイキヴァルト号の騎手金子光希は，１周目２コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番・１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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カシマパステル号



０５００５ ２月２６日 晴 良 （２３中山２）第１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 ロイヤルクレスト 牡３栃栗５６ 津村 明秀�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５１０± ０１：３５．３ ５．８�

７１３ ダイワベルベ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８ 〃 アタマ １６．９�
５１０ タ ー フ ェ ル 牡３栗 ５６ 内田 博幸伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４９６－ ４１：３５．５１� １２．１�
２４ デルマガネーシャ 牡３青鹿５６ F．ベリー 浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ４５０± ０１：３５．６� １０．６�

（愛）

３６ スタートセンス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４３２－ ２１：３５．７� １１．１�
３５ ラヴァーズキッス 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４１：３５．８� ２．７�
５９ コスモソルフェリノ 牝３栗 ５４ A．クラストゥス �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ８ 〃 クビ ４．４	

（仏）

８１５ キングダムキング 牡３鹿 ５６ 木幡 初広西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７０± ０１：３６．０１� ９．８

８１６ アイティクイーン 牝３栗 ５４ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４７８± ０１：３６．５３ １１９．５�
１２ ホマレエイカン 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一�藤沢牧場 清水 英克 新ひだか へいはた牧場 ４７０＋１２ 〃 アタマ ２２７．４�
４７ エーブトウコン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 レーシングホース

ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４６０＋１２ 〃 アタマ １３０．１�
６１２ キョウエイショウリ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４４８± ０１：３６．７１ ４１．５�
１１ ゲイルオブウインド 牡３鹿 ５６ 武士沢友治宇井 正行氏 本間 忍 日高 日西牧場 ５０６＋ ４１：３６．８� ３５２．２�
２３ ア オ イ カ ゼ 	３鹿 ５６ 小林 淳一喜田 啓照氏 田島 俊明 日高 本間牧場 ４２８－１２１：３７．３３ ３９３．２�
６１１ スパーキーブラウン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩佐々木 勇氏 南田美知雄 浦河トラストスリーファーム ４７２－ ４１：３７．４� ２６４．３�
７１４ グラナトゥム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優岡田 牧雄氏 秋山 雅一 新ひだか 岡田スタツド ４４８－ ４１：３７．７２ ５６８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７０３，８００円 複勝： ４０，９３２，０００円 枠連： １９，５６５，８００円

普通馬連： ６３，５５２，４００円 馬単： ３９，７６６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４９５，８００円

３連複： ７７，０３８，４００円 ３連単： １２０，３５１，５００円 計： ４１０，４０６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２３０円 � ４５０円 � ２９０円 枠 連（４－７） ３，８２０円

普通馬連 �� ４，５８０円 馬 単 �� ８，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５２０円 �� １，２３０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� １５，６２０円 ３ 連 単 ��� ７９，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２２７０３８ 的中 � ３１２２１（３番人気）
複勝票数 計 ４０９３２０ 的中 � ５３８３０（３番人気）� ２１５４７（８番人気）� ３７６０２（６番人気）
枠連票数 計 １９５６５８ 的中 （４－７） ３７８９（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６３５５２４ 的中 �� １０２５８（２４番人気）
馬単票数 計 ３９７６６６ 的中 �� ３４８１（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４９５８ 的中 �� ４２７９（２５番人気）�� ５３２３（２２番人気）�� ５２２３（２３番人気）
３連複票数 計 ７７０３８４ 的中 ��� ３６４２（５８番人気）
３連単票数 計１２０３５１５ 的中 ��� １１１４（３１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３６．１―４８．２―１：００．３―１：１２．２―１：２３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０

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

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

ロイヤルクレスト �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．２．１２ 東京２着

２００８．２．１４生 牡３栃栗 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ ２戦１勝 賞金 ７，６００，０００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。
（非抽選馬） ３頭 オービーキング号・チャーピーチット号・トウカイギアー号
※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。

０５００６ ２月２６日 晴 良 （２３中山２）第１日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

３３ エチゴイチエ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６８ ―２：０６．４ ２．１�

７１１ ビアトリクス 牝３栗 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４９２ ―２：０６．９３ １４．７�
４５ エーブマンガン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 日高 山田 政宏 ４５２ ―２：０７．１１� １７０．０�
２２ プレミアムテースト 牡３青 ５６ F．ベリー �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４０ ―２：０７．２� ６．７�

（愛）

６９ ピ カ ソ 牡３黒鹿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 B５００ ― 〃 クビ ３．９�
（仏）

５８ メジロダイボサツ 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 ４７０ ―２：０７．３クビ ８．９	
１１ ル ー ジ ュ 牝３栗 ５４ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４７２ ―２：０７．５１� １２．５


（トモロペリオット）

８１４ ゴールデンイヤーズ 牡３栗 ５６ 津村 明秀千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 ４６６ ― 〃 ハナ ３４．９�
８１３ バンダムクレスト 牡３栗 ５６ 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４４８ ―２：０７．７１� ５３．７�
４６ ターフェアイト 牡３鹿 ５６ 石橋 脩池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 秋田牧場 ５０８ ―２：０８．１２� １８７．４
６１０ メジロテンニョ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�メジロ牧場 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ５００ ―２：０８．２� ２３０．７�
３４ 	 エーシンセントラル 牡３青鹿５６ 蛯名 正義�栄進堂 久保田貴士 米 Forging

Oaks LLC ４８２ ― 〃 クビ ３３．８�
５７ オーガストウェイ 牝３黒鹿５４ 小牧 太吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４２ ―２：０８．９４ ９４．２�
７１２ ユキノソナタ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ４７４ ―２：０９．０� ３３２．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３５，８０２，５００円 複勝： ４０，２５２，７００円 枠連： １７，２７５，６００円

普通馬連： ６８，７１７，０００円 馬単： ４８，０２６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３９９，３００円

３連複： ８０，００５，８００円 ３連単： １３７，３２０，６００円 計： ４５３，７９９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � ２６０円 � １，５９０円 枠 連（３－７） １，１７０円

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ４，１９０円 �� ９，３８０円

３ 連 複 ��� ３５，９９０円 ３ 連 単 ��� １１５，３００円

票 数

単勝票数 計 ３５８０２５ 的中 � １３８３１２（１番人気）
複勝票数 計 ４０２５２７ 的中 � １１５８３１（１番人気）� ３６４１５（５番人気）� ４４４９（１１番人気）
枠連票数 計 １７２７５６ 的中 （３－７） １０９５１（４番人気）
普通馬連票数 計 ６８７１７０ 的中 �� ３７０９５（６番人気）
馬単票数 計 ４８０２６２ 的中 �� １８６６７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３９９３ 的中 �� １２２７８（６番人気）�� １４９５（３４番人気）�� ６６０（５０番人気）
３連複票数 計 ８０００５８ 的中 ��� １６４１（７６番人気）
３連単票数 計１３７３２０６ 的中 ��� ８７９（３０４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．７―１４．２―１４．０―１３．２―１３．１―１２．４―１１．０―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．３―３７．０―５１．２―１：０５．２―１：１８．４―１：３１．５―１：４３．９―１：５４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３４．９
１
３
５（１０，１４）９－３－１１（８，４）（１，２）７＝１２－６，１３
５，１０（９，１４）３（８，４）１１（１，２）７（６，１２，１３）

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

勝馬の
紹 介

エチゴイチエ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

２００８．５．４生 牡３鹿 母 ダンスフォーママ 母母 ビユーパーダンス １戦１勝 賞金 ６，５００，０００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。



０５００７ ２月２６日 晴 良 （２３中山２）第１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）

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

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１１ ダノンマイスター 牡５鹿 ５７ 横山 典弘�ダノックス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６４－ ８１：１１．７ １９．１�

４７ ウインクロニクル 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義�ウイン 久保田貴士 浦河 鎌田 正嗣 ４７０± ０１：１２．０２ ８．４�
４８ � ピースオブキング 牡４黒鹿５７ 江田 照男前原 敏行氏 牧 光二 日高 出口牧場 ４９４＋ ４１：１２．１� ５１．６�
１２ アルセーヌシチー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ５００－ ２１：１２．２クビ １２．９�
５９ ケイアイアシュラ 牡４栗 ５７ 的場 勇人 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田 三千雄 ４９０－ ６ 〃 クビ ３４．４�
３５ 	 コスモパイレット 牡５黒鹿５７ F．ベリー �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &

Mary R. Broman ５３２－ ６１：１２．３
 ２．０	
（愛）

３６ ジュエルビスティー 牝４芦 ５５ 内田 博幸備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ４１：１２．４
 ２９．８

８１６� レオアドミラル 牡５栗 ５７ 吉田 隼人田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４８４＋ ４ 〃 同着 １７．０�
２３ オンワードセジール 牝５栗 ５５ 吉田 豊�オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４７０－ ２１：１２．５クビ １２０．１�
６１１ ツクバキング �４黒鹿５７ 柴田 善臣荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４６６± ０１：１２．７１
 ３．５
２４ パブリックアフェア 牝４栗 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ４１：１２．９１ ７８．３�
６１２� モスキャンピオン 牝５青鹿 ５５

５２ ▲平野 優�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４８６＋ ２１：１３．０� ６２２．８�
７１３� アラマサマンボウ 牝４栗 ５５ A．クラストゥス �アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６０－１２１：１３．５３ １２９．１�

（仏）

７１４� メイショウグレイト �４黒鹿５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７２－ ２１：１４．８８ ３４３．８�
５１０� メイスンドリーム 牝４栗 ５５ 津村 明秀梅村 浩氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 B５０６－ ６１：１５．２２
 ３４．５�
８１５ ヒシヴェリタス 牝４鹿 ５５ 北村 宏司阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ４６２＋２４１：１５．９４ １２４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，６６０，１００円 複勝： ４６，２９９，０００円 枠連： ２３，４５１，８００円

普通馬連： ８０，８０３，２００円 馬単： ５５，０７８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，１９０，７００円

３連複： ９４，４９６，３００円 ３連単： １７１，６２５，８００円 計： ５３２，６０４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ４００円 � ３７０円 � １，１９０円 枠 連（１－４） ２，４７０円

普通馬連 �� ７，２３０円 馬 単 �� １７，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９２０円 �� ６，９８０円 �� ８，７１０円

３ 連 複 ��� １２４，７６０円 ３ 連 単 ��� ６０８，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２７６６０１ 的中 � １１４２６（６番人気）
複勝票数 計 ４６２９９０ 的中 � ３１５６０（５番人気）� ３５５１３（３番人気）� ９２４８（１０番人気）
枠連票数 計 ２３４５１８ 的中 （１－４） ７０１４（９番人気）
普通馬連票数 計 ８０８０３２ 的中 �� ８２４９（１９番人気）
馬単票数 計 ５５０７８０ 的中 �� ２３２１（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３１９０７ 的中 �� ４３３９（２０番人気）�� １１６０（４９番人気）�� ９２８（５５番人気）
３連複票数 計 ９４４９６３ 的中 ��� ５５９（１６５番人気）
３連単票数 計１７１６２５８ 的中 ��� ２０８（８２５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．４―１２．５―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．１―４６．６―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．６
３ ８，７（３，１０，１６）（９，１５）（１，５，６，１３，１４）１１，１２，２，４ ４ ８（７，１６）（３，９）（１，５，１０）（１５，１４）（１２，６，１３，１１）２－４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンマイスター �
�
父 Gone West �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２００９．３．２２ 中山５着

２００６．５．１生 牡５鹿 母 マウンテンエンジェル 母母 All An Angel １６戦３勝 賞金 ３５，２１４，０００円
〔その他〕 ヒシヴェリタス号は，４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。
※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 オーダーラッシュ号・マスタールティア号
（非抽選馬） １頭 トーアティアレ号
※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。

０５００８ ２月２６日 晴 良 （２３中山２）第１日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１１ パールシャドウ 牝５鹿 ５５ 横山 典弘飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４１：５３．６ ８．９�

６９ リ コ リ ス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ５１０± ０１：５３．８１� １．５�
２２ ベルスリーブ 牝６鹿 ５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ５００＋ ６１：５４．４３� ２５．３�
８１３ マリアージュ 牝６栗 ５５ F．ベリー �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４４４－ ６１：５４．６１� １０．３�
（愛）

４５ マスターコーク 牝５鹿 ５５ A．クラストゥス �三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５４± ０１：５４．７� ３４．９�
（仏）

１１ ニシノキュアノス 牝４青鹿５４ 吉田 隼人西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４９４－ ４１：５４．８� ９５．４	
７１０ トウカイライフ 牝４黒鹿５４ 村田 一誠内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４４０＋ ６ 〃 クビ ４４４．３

４４ 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 ４６６－ ２１：５４．９クビ ２８．７�
６８ アイシークレット 牝４鹿 ５４ 江田 照男吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４９２－ ８ 〃 クビ ５７．３�
５７ メイショウボヌス 牝４栗 ５４ 小牧 太松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４８０－１０ 〃 ハナ ３６．０
８１２ ヤマニンパソドブル 牝４青鹿５４ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ８１：５５．１� ５６．６�
５６ プリティカポレイ 牝４鹿 ５４ 内田 博幸横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４４８－ ４１：５５．３１� ６．０�
３３ � ア リ ガ タ イ 牝４鹿 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 古賀 慎明 日高 山本 通則 ４７８＋ ２１：５６．０４ ２０４．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３５，１２５，２００円 複勝： ９５，４８９，４００円 枠連： ２５，５３６，４００円

普通馬連： ８９，６２２，４００円 馬単： ６８，１３０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，４８８，６００円

３連複： １０５，４４５，９００円 ３連単： ２２０，３０５，４００円 計： ６７８，１４３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２２０円 � １１０円 � ３５０円 枠 連（６－７） ５８０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ２，０６０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ３，０２０円 ３ 連 単 ��� １６，１３０円

票 数

単勝票数 計 ３５１２５２ 的中 � ３１３５５（３番人気）
複勝票数 計 ９５４８９４ 的中 � ５７１８９（４番人気）� ６０８０８３（１番人気）� ２９２２４（５番人気）
枠連票数 計 ２５５３６４ 的中 （６－７） ３２５７４（３番人気）
普通馬連票数 計 ８９６２２４ 的中 �� １２１１５４（２番人気）
馬単票数 計 ６８１３０４ 的中 �� ３０９０９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８４８８６ 的中 �� ３３２６６（３番人気）�� ４０５８（２１番人気）�� ２０６１８（４番人気）
３連複票数 計１０５４４５９ 的中 ��� ２５７８２（１０番人気）
３連単票数 計２２０３０５４ 的中 ��� １００８５（５０番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１３．０―１３．０―１２．５―１２．４―１２．７―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．１―３８．１―５１．１―１：０３．６―１：１６．０―１：２８．７―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．６
１
３
７（５，１１）（１，９）８，１２（２，１０）（３，１３）４，６
７，１１－９，５（１２，６）（１，１３）８，４，２，１０，３

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

勝馬の
紹 介

パールシャドウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．１１．８ 東京１着

２００６．３．２生 牝５鹿 母 ピュアティー 母母 L’Extra Honor ２１戦４勝 賞金 ６４，２８６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４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。



０５００９ ２月２６日 晴 良 （２３中山２）第１日 第９競走 ��
��２，２００�

す い せ ん

水 仙 賞
発走１４時３５分 （芝・右・外）

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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

８１０ サトノタイガー 牡３黒鹿５６ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４６２－ ２２：１６．６ １４．８�

７７ ヴァーゲンザイル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６－ ２２：１６．７� ２．８�
７８ マイネルメダリスト 牡３鹿 ５６ F．ベリー �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± ０２：１６．９１ ５．２�
（愛）

３３ インプレザリオ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４８６± ０２：１７．０� ３．６�
４４ ハンドインハンド 牡３青鹿５６ 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２６－２０ 〃 ハナ ７．１�
２２ サトノアポロ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９６－ ６２：１７．１� １７．５	
６６ トーセンケイトゥー 牡３栗 ５６ 横山 典弘島川 
哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５０－ ４２：１７．３１� ７．７�
５５ � キャニオンシンザン 牡３栗 ５６ 伊藤 直人谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４８６－ ２２：１７．７２� ３４４．０�
１１ スリーケインズ 牡３芦 ５６ 北村 宏司永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４６０± ０ 〃 クビ １２６．１
８９ レインボーシューズ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春吉田 哲哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２２－１２２：１８．６５ ６６．０�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４５，１３０，４００円 複勝： ７６，２８８，６００円 枠連： ２６，２７９，７００円

普通馬連： １２３，９６７，１００円 馬単： ７９，２０９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，１７９，９００円

３連複： １３１，４６０，４００円 ３連単： ２９６，７１７，６００円 計： ８２１，２３３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ２６０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（７－８） ９４０円

普通馬連 �� １，７９０円 馬 単 �� ４，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ７７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ３，１９０円 ３ 連 単 ��� ２９，３５０円

票 数

単勝票数 計 ４５１３０４ 的中 � ２４０３９（６番人気）
複勝票数 計 ７６２８８６ 的中 � ６２０４８（６番人気）� １６８４５８（１番人気）� １２３８５４（３番人気）
枠連票数 計 ２６２７９７ 的中 （７－８） ２０７３７（４番人気）
普通馬連票数 計１２３９６７１ 的中 �� ５１３３９（１０番人気）
馬単票数 計 ７９２０９５ 的中 �� １１７９３（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２１７９９ 的中 �� １５９２１（１０番人気）�� １２８５８（１３番人気）�� ３１３００（３番人気）
３連複票数 計１３１４６０４ 的中 ��� ３０４７３（１４番人気）
３連単票数 計２９６７１７６ 的中 ��� ７４６２（１２３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１３．１―１３．８―１３．５―１２．５―１２．３―１２．３―１２．２―１１．３―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．３―３７．４―５１．２―１：０４．７―１：１７．２―１：２９．５―１：４１．８―１：５４．０―２：０５．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノタイガー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．１１ 札幌１１着

２００８．４．１５生 牡３黒鹿 母 ファビラスターン 母母 カッティングエッジ ７戦２勝 賞金 ２０，６０６，０００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。

０５０１０ ２月２６日 晴 良 （２３中山２）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�

か ず さ

上総ステークス
発走１５時１０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

３５ ダノンエリモトップ 牡５鹿 ５７ 小牧 太�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５１２－１２１：５１．８ ２８．７�

１１ 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± ０ 〃 ハナ ４．１�
（愛）

１２ バロンビスティー 牡６芦 ５７ 吉田 豊ビスティーズホース
ユニオン 尾形 充弘 平取 清水牧場 ５５０－ ４１：５２．１２ ５２．４�

６１２ ロンギングスター 牡４栗 ５６ 横山 典弘坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４７０－ ２１：５２．４１� ９．０�
７１３ セ イ リ オ ス 牡４鹿 ５６ A．クラストゥス �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４９０－ ４ 〃 ハナ ３．５�

（仏）

８１６ キ テ ィ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 ４６２－ ８ 〃 ハナ １３．３	
６１１ マエストラーレ 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成 �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 ４７８－ ８１：５２．６１� １６．１

８１５ リバプールサウンド 牡８鹿 ５７ 柴田 善臣前田 幸治氏 谷 潔 新冠 須崎牧場 ５３２－ ６１：５２．７クビ ３５．１�
５１０ ストロングバサラ 牡６黒鹿５７ 北村 宏司村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９２－ ４ 〃 ハナ ３．５�
４８ ヤマニンバッスル 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ５０２＋ ２ 〃 ハナ ２７．２
５９ ケイジージュニアー 牡６青鹿５７ 伊藤 直人鹿倉 勝	氏 田中 剛 新冠 つつみ牧場 B４９８－ ８１：５２．８� １０３．８�
２３ サンマルセイコー 牝８黒鹿５５ 武士沢友治相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９２± ０１：５２．９クビ ３２１．４�
２４ シルクプレスト 
７鹿 ５７ 江田 照男有限会社シルク星野 忍 早来 ノーザンファーム ５２６－ ２１：５３．０� ２３５．３�
３６ エフティイカロス 牡７黒鹿５７ 木幡 初広吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：５３．１クビ ３０７．０�
４７ サイモントルナーレ 牡５栗 ５７ 津村 明秀澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４６８± ０１：５３．６３ １６４．６�
７１４� トウショウゲーム 牡６栗 ５７ 田中 勝春トウショウ産業� 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５４０± ０１：５５．５大差 ２１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，２２５，０００円 複勝： ７１，１８１，７００円 枠連： ３９，１５８，２００円

普通馬連： １６４，０９４，６００円 馬単： ８３，７５１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，２００，２００円

３連複： １８８，５０６，７００円 ３連単： ３１８，７２４，１００円 計： ９５９，８４１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８７０円 複 勝 � ６６０円 � １８０円 � １，１２０円 枠 連（１－３） ４，５１０円

普通馬連 �� ５，６８０円 馬 単 �� １４，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� １２，８１０円 �� ３，４７０円

３ 連 複 ��� ８４，３２０円 ３ 連 単 ��� ５８５，１３０円

票 数

単勝票数 計 ３９２２５０ 的中 � １０７７３（９番人気）
複勝票数 計 ７１１８１７ 的中 � ２４３６５（９番人気）� １４１４５９（２番人気）� １３６７４（１１番人気）
枠連票数 計 ３９１５８２ 的中 （１－３） ６４１５（１４番人気）
普通馬連票数 計１６４０９４６ 的中 �� ２１３４４（２２番人気）
馬単票数 計 ８３７５１０ 的中 �� ４３５０（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５２００２ 的中 �� ８８６０（１８番人気）�� １０４０（６６番人気）�� ３９０８（３５番人気）
３連複票数 計１８８５０６７ 的中 ��� １６５０（１６０番人気）
３連単票数 計３１８７２４１ 的中 ��� ４０２（９６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３６．７―４９．２―１：０１．６―１：１４．０―１：２６．５―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．８
１
３
５，１５（１，１６）－１２（２，１３）（９，１０）（３，１４）（６，８）４－７－１１
５，１５（１，１６）（１２，９，１０）（２，３，６，１３）１４（４，８）（１１，７）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンエリモトップ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．１１．９ 京都５着

２００６．３．１９生 牡５鹿 母 エリモシック 母母 エリモシユーテング １８戦４勝 賞金 ５７，６０１，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※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） ４頭 ダイバクフ号・ドットコム号・ビッグバン号・ベルモントガリバー号
※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。



０５０１１ ２月２６日 晴 良 （２３中山２）第１日 第１１競走 ��
��１，２００�千葉ステークス

発走１５時４５分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１１ ティアップワイルド 牡５栗 ５７ 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５３０± ０１：０９．８ １．６�

８１５ ダイワディライト 牡７栗 ５８ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 B５０４－ ４１：１０．１１� ５２．９�
２３ マハーバリプラム 牝６青 ５５ 蛯名 正義吉田 勝己氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７０－ ６１：１０．４２ １２．９�
７１３ ブライトアイザック 牡５鹿 ５６ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４９４－ ８１：１０．７１� １５．４�
２２ ファイナルスコアー 牡６栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４９２＋ ２ 〃 クビ １７．８�
１１ クリスタルボーイ 牡４芦 ５６ 内田 博幸ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４９４＋ ２１：１０．８クビ ３．９�
４６ � ワールドハンター 牡７栗 ５５ A．クラストゥス 青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ５００＋ ２ 〃 クビ ２２９．０	

（仏）

５８ � ガ ブ リ ン 牡９鹿 ５７ 吉田 豊榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR
Fleming ４６４－ ６１：１１．０１ ２６９．８


３４ ペプチドルビー 牝６鹿 ５３ 武 英智沼川 一彦氏 境 直行 平取 坂東牧場 ４６８－ ８１：１１．２１	 １００．７�
３５ サ リ エ ル 牝４鹿 ５４ 小牧 太前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４７４－ ６１：１１．３
 １１．２�
５９ アウトクラトール 牡６鹿 ５６ 津村 明秀 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２ 〃 アタマ ３６．５
４７ トーホウオルビス 牡６栗 ５６ 柴山 雄一東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５１６± ０１：１１．５１ １１７．９�
７１２ スリーアベニュー 牡９栗 ５９ 的場 勇人永井商事� 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ５０８± ０ 〃 クビ ３７３．９�
８１４� アポロドルチェ 牡６青鹿５６ 田中 勝春アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm B４７８＋ ８１：１２．３５ １４３．２�
６１０ ウエスタンダンサー 牝７鹿 ５６ F．ベリー 西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ５０４± ０１：１４．０大差 ２０５．３�

（愛）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ７４，７７２，７００円 複勝： １２１，４４９，７００円 枠連： ６７，６８１，０００円

普通馬連： ３１１，３６０，５００円 馬単： ２００，９８４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ９６，９１８，９００円

３連複： ３５９，２１０，５００円 ３連単： ８６１，６９３，４００円 計： ２，０９４，０７１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ６４０円 � ２６０円 枠 連（６－８） ２，８１０円

普通馬連 �� ３，６４０円 馬 単 �� ４，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ４６０円 �� ４，９４０円

３ 連 複 ��� ９，４００円 ３ 連 単 ��� ４３，２９０円

票 数

単勝票数 計 ７４７７２７ 的中 � ３７４３４８（１番人気）
複勝票数 計１２１４４９７ 的中 � ５００５３５（１番人気）� ２９７１０（８番人気）� ８９８６９（５番人気）
枠連票数 計 ６７６８１０ 的中 （６－８） １７８３３（１０番人気）
普通馬連票数 計３１１３６０５ 的中 �� ６３２９７（１１番人気）
馬単票数 計２００９８４７ 的中 �� ３１０２７（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９６９１８９ 的中 �� ２２０１３（１１番人気）�� ５７６４９（５番人気）�� ４４７９（３４番人気）
３連複票数 計３５９２１０５ 的中 ��� ２８２０６（２８番人気）
３連単票数 計８６１６９３４ 的中 ��� １４６９０（１２３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．２―１２．２―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．８―４６．０―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３６．０
３ １５（１，１１）（３，１３）６（２，９）（１０，１４）４－８，５－１２，７ ４ ・（１５，１，１１）（３，１３）６，２，９，４（１０，１４）（８，５）－１２－７

勝馬の
紹 介

ティアップワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１０．１９ 京都５着

２００６．４．２０生 牡５栗 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド ２１戦７勝 賞金 １４０，８９４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンダンサー号は，平成２３年３月２６日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 グランドラッチ号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕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１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マルカベンチャー号
（非抽選馬）１４頭 アルトップラン号・エアアドニス号・オメガファルコン号・オートドラゴン号・キングブレーヴ号・

クイックリープ号・グリッターウイング号・スズカサンバ号・スペースフライト号・ツクバホクトオー号・
ドラゴンファイヤー号・ネイキッド号・マイネルキーロフ号・ワンダーポデリオ号

※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。

０５０１２ ２月２６日 晴 良 （２３中山２）第１日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減

本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，３２０，０００
１，３２０，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

３４ ハングリージャック 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：３４．８ ６．７�

５８ ドリームバスケット 牡４栗 ５７ 柴田 善臣セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５８＋ ４１：３４．９� ４．３�
４５ マ ヤ ノ マ ヤ 牝５鹿 ５５ 津村 明秀田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４８４＋ ８ 〃 クビ １２．９�
３３ メジロマリアン 牝５芦 ５５ 田中 勝春�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４８８－ ２ 〃 ハナ ２８．８�
４６ トップキングダム 牡５栗 ５７ 内田 博幸�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７８－ ２ 〃 同着 ７．９�
６９ マイネプリンセス 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一 �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 ５０２± ０１：３５．０� １５．６	
６１０ ショウナンアクロス 牡６鹿 ５７ 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 ５００＋ ６１：３５．１� ２２．９

７１１ ハーティンハート 牡４栗 ５７ 北村 宏司臼田 浩義氏 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ５３４＋ ４１：３５．２クビ ４．５�
２２ コスモカンタービレ 牡４黒鹿５７ 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 ５０２＋ ２１：３５．４１� ６．７�

（愛）

８１３	 クラレットジャグ 
６鹿 ５７ 村田 一誠 �サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４７２± ０ 〃 ハナ １７．０
５７ サクラクローバー 牝４鹿 ５５ 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４５２＋ ４ 〃 アタマ １２．８�
７１２ ローレルエルヴェル 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４５２－ ８１：３５．６１� ６０．６�
１１ プレンティスピード 牡９栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 田島 俊明 静内 ビツグレツドフアーム ４５８＋１８１：３６．０２� ３３０．６�
８１４�	 トーセンステルス 牡６青鹿５７ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 米 Mrs. C. Wilson

McNeely III ４７０－１４１：３８．１大差 ３１５．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４６，３１０，５００円 複勝： ７４，７８５，４００円 枠連： ４２，９７８，１００円

普通馬連： １６１，７６１，１００円 馬単： ８２，４９０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，５８６，９００円

３連複： １９４，９９８，２００円 ３連単： ３５３，０４１，７００円 計： １，０１５，９５２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２３０円 � ２１０円 � ３７０円 枠 連（３－５） １，０７０円

普通馬連 �� １，５６０円 馬 単 �� ３，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １，３１０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ７，４７０円 ３ 連 単 ��� ４３，４９０円

票 数

単勝票数 計 ４６３１０５ 的中 � ５５０５３（４番人気）
複勝票数 計 ７４７８５４ 的中 � ８７８２０（４番人気）� １０６２８９（１番人気）� ４７５８２（７番人気）
枠連票数 計 ４２９７８１ 的中 （３－５） ２９８４８（３番人気）
普通馬連票数 計１６１７６１１ 的中 �� ７６７５０（３番人気）
馬単票数 計 ８２４９０８ 的中 �� １９１２８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９５８６９ 的中 �� ２４１６９（４番人気）�� １０９７５（１９番人気）�� １１７９０（１６番人気）
３連複票数 計１９４９９８２ 的中 ��� １９２８６（２２番人気）
３連単票数 計３５３０４１７ 的中 ��� ５９９２（１２２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．０―１２．１―１２．０―１２．０―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．９―３５．９―４８．０―１：００．０―１：１２．０―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．８

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

勝馬の
紹 介

ハングリージャック �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Zilzal デビュー ２００９．９．２６ 中山９着（１位）

２００７．３．３１生 牡４黒鹿 母 シャンクシー 母母 Rich and Riotous ７戦２勝 賞金 １８，２００，０００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。



（２３中山２）第１日 ２月２６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

２１３，６３０，０００円
３，２２０，０００円
１３，１２０，０００円
１，４１０，０００円
２０，２２０，０００円
６１，９０３，５００円
５，２５０，８００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
３９５，５６６，７００円
６７５，６２４，８００円
３２８，６５５，４００円
１，２５７，１０１，１００円
７９４，２０９，０００円
４６２，３１８，９００円
１，４８０，６４３，１００円
２，８７３，６２６，８００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 ８，２６７，７４５，８００円

総入場人員 ２１，８８１名 （有料入場人員 １８，８３０名）


