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００００１ １月５日 晴 良 （２４中山１）第１日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５０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 ナムラケイオス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４９２－ ４１：１３．０ ４．５�

５９ ジャーフライト 牝３青 ５４ 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 ４７４± ０１：１３．１� ９．０�
７１３ ミ ル テ 牝３栗 ５４ 江田 照男長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 モリナガファーム ４２４± ０１：１３．７３� ８７．８�
４８ ツインクルスター 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド ４６２－ ４１：１３．９１� ２．５�
７１４ コスモレイラ 牝３青鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ２１：１４．１１ ３１．０�
６１１ フジマーガレット 牝３青 ５４

５１ ▲杉原 誠人山本 茂氏 武藤 善則 新ひだか 元道牧場 ４４０＋ ６ 〃 クビ ２６．５�
４７ クニコチャン 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次�岡 義雄氏 矢野 英一 新冠 アサヒ牧場 ４５６＋ ４１：１４．４１� １０．４	
５１０ ディープランマ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 ４３６± ０１：１４．５� ９．０

２４ ミヤコライジング 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ４４２－ ４１：１４．６� ５５．０�
２３ スタープラチナ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ６１：１４．７� ７．９�
６１２ プローディギウム 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ６１：１４．８� ３５．４
１２ サエッターレ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優岡田 壮史氏 栗田 徹 浦河 林 孝輝 ４３０＋ ６１：１４．９� ２０３．４�
１１ フロムクローバーズ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム ４８０± ０１：１５．４３ ３１．０�
８１６ ウエスタンルーチェ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム ４４２± ０ 〃 アタマ １８１．６�
３５ タイキローズベスト 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 ４３２＋ ８１：１５．８２� １１４．８�
３６ ピットシール 牝３鹿 ５４ 田中 博康�大島牧場 木村 哲也 浦河 大島牧場 ４２２＋ ４１：１６．２２� ２４５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０１８，３００円 複勝： ３２，７４７，１００円 枠連： １５，５２９，２００円

馬連： ５０，５１１，６００円 馬単： ３３，３５４，４００円 ワイド： ２０，３６１，９００円

３連複： ６８，３３６，２００円 ３連単： １０１，５８９，９００円 計： ３３７，４４８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � ３２０円 � １，７６０円 枠 連（５－８） ８５０円

馬 連 �� １，８５０円 馬 単 �� ３，２５０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ３，４２０円 �� ９，５８０円

３ 連 複 ��� ３９，４７０円 ３ 連 単 ��� １３３，４１０円

票 数

単勝票数 計 １５０１８３ 的中 � ２６６８９（２番人気）
複勝票数 計 ３２７４７１ 的中 � ７５１０２（２番人気）� ２５１９７（６番人気）� ３６０４（１２番人気）
枠連票数 計 １５５２９２ 的中 （５－８） １３５３７（４番人気）
馬連票数 計 ５０５１１６ 的中 �� ２０１６７（９番人気）
馬単票数 計 ３３３５４４ 的中 �� ７５９７（１４番人気）
ワイド票数 計 ２０３６１９ 的中 �� ７０２１（９番人気）�� １４３４（３０番人気）�� ５０４（６５番人気）
３連複票数 計 ６８３３６２ 的中 ��� １２７８（９５番人気）
３連単票数 計１０１５８９９ 的中 ��� ５６２（３２２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．７―１２．６―１２．３―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．６―４７．２―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラケイオス �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 フオテイテン デビュー ２０１１．７．３０ 新潟３着

２００９．５．１７生 牝３鹿 母 ナムラキャサリン 母母 フ ェ ナ ４戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 イデアシュリュー号

００００２ １月５日 晴 良 （２４中山１）第１日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

３５ ニホンノチカラ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２２＋ ２１：５６．６ １．９�

３６ キャプテンジャパン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 追分ファーム ５１２＋ ４１：５７．４５ ５．４�
４７ マイネルレーサー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ ５．２�
５９ セ ン キ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 ４６４± ０ 〃 アタマ ４４．４�
８１６ ダッシュファイアー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５５８± ０１：５７．５クビ １５．４�
１２ スズカヴィグラス 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B４７６± ０ 〃 アタマ ９７．２�
８１５ サウンズファン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治	ミルファーム 畠山 重則 日高 三輪牧場 ４６０± ０１：５７．６� ５００．５

７１３ コスモバンディエラ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ４１：５７．７� １２．７�
７１４ ボ ク サ ー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 秋田牧場 ４７６－ ４１：５７．８� ８．０�
５１０ メイショウイチフジ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広松本 好雄氏 尾形 充弘 浦河 三嶋牧場 ４７０＋ ４１：５７．９� ３８．０
６１１ トーセンオウジ 牡３栗 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか ヒサイファーム ４９４＋ ２１：５８．０クビ ７８．１�
４８ シンボリプロント 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 ４５４± ０１：５８．６３� １４９．１�
２４ コスモオレオ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 	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 ４４２± ０１：５９．２３� ３１６．７�
１１ コトノクリチャン 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優栗本 博晴氏 石毛 善彦 浦河 駿河牧場 ４４６＋ ４１：５９．３� ５８５．９�
２３ エフケーゴッド 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太布施 貞夫氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 ４９４－ ６ 〃 クビ ５１１．１�

（１５頭）
６１２ ト キ ノ ユ ウ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，３３８，０００円 複勝： ３５，２７１，９００円 枠連： １６，５６５，４００円

馬連： ５４，７９１，２００円 馬単： ３８，９９０，６００円 ワイド： ２２，３０７，８００円

３連複： ６６，８４１，９００円 ３連単： １１２，４００，７００円 計： ３６８，５０７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（３－３） ５８０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ２３０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ２，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２１３３８０ 的中 � ８８７２２（１番人気）
複勝票数 計 ３５２７１９ 的中 � ９５５４７（１番人気）� ５５９４１（３番人気）� ６３７２３（２番人気）
枠連票数 計 １６５６５４ 的中 （３－３） ２１１４７（３番人気）
馬連票数 計 ５４７９１２ 的中 �� ６７５３１（２番人気）
馬単票数 計 ３８９９０６ 的中 �� ３４５３７（２番人気）
ワイド票数 計 ２２３０７８ 的中 �� ２６５７２（１番人気）�� ２５１３３（２番人気）�� １３３８７（４番人気）
３連複票数 計 ６６８４１９ 的中 ��� ６７６８１（１番人気）
３連単票数 計１１２４００７ 的中 ��� ３４１６３（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１３．３―１３．８―１３．２―１２．４―１３．０―１３．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．６―５１．４―１：０４．６―１：１７．０―１：３０．０―１：４３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．６
１
３
５，１６（６，９）（１，２，１０，１４）－７（１１，１５）－（８，１３）（３，４）・（５，１６）（９，１３）（６，２）１４－（１０，７）－（１，１１）１５（３，４）－８

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

勝馬の
紹 介

ニホンノチカラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２０１１．１２．１７ 中山２着

２００９．２．１生 牡３黒鹿 母 バイザスポーツ 母母 Final Accord ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔出走取消〕 トキノユウ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。

第１回　中山競馬　第１日



００００３ １月５日 晴 良 （２４中山１）第１日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５ タマブラックホール 牡３黒鹿５６ 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４９６－ ４１：１３．２ ２．５�

１１ タンブルブルータス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 �渡 信義 ４８４＋ ６１：１３．５１� ４．６�
３５ � クルージンミジー 牝３芦 ５４ 浜中 俊吉田 和美氏 安田 隆行 米

Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

４８６－ ４１：１３．７１� ６．２�
４７ コンサートレディ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 ４５８－ ８１：１３．８	 ３０．３�
５１０ ミヤビリファイン 牡３青鹿５６ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 ４７４＋ ２１：１４．２２	 １１．２�
６１１ オオタニジムチョウ 牡３黒鹿５６ 竹之下智昭國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム ４６４＋ ４ 〃 クビ １３．８�
２４ エスペラール 牡３芦 ５６ 丸田 恭介古賀 和夫氏 和田正一郎 浦河 大柳ファーム ４７４＋１４１：１４．３� ５４．４	
７１４� ヒシラストレディ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治阿部雅一郎氏 手塚 貴久 米 Masa-

ichiro Abe ４２６＋ ２１：１４．６１� ４６．４

５９ エースドライバー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２ 〃 クビ １０．０�
８１６� ホライゾンブルー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二前田 幸治氏 田中 剛 米 William

Peeples ４６２± ０１：１５．０２	 １１．８
６１２ コスモコンテンツ 牡３芦 ５６ 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 日高 三輪牧場 ４４８－ ８１：１５．１クビ １０７．０�
１２ トキノワイルド 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ３２．０�
７１３ フクノゴールド 牡３鹿 ５６ 青木 芳之福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４５６＋ ６１：１５．２クビ ３０１．１�
２３ カシノコスモス 牝３青 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４４６－ ８１：１５．４１� ２６１．０�
３６ コスモシエル 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 三村 卓也 ４５２＋ ８１：１６．１４ ３８５．０�
４８ トップグローリー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥�コオロ 坂本 勝美 浦河 王蔵牧場 ４６０＋ ８１：１６．６３ １７４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６３８，４００円 複勝： ３８，４７６，５００円 枠連： ２０，０４４，０００円

馬連： ６３，８０１，６００円 馬単： ４４，３４８，５００円 ワイド： ２７，７２８，１００円

３連複： ８０，７４５，２００円 ３連単： １２１，７１４，４００円 計： ４１６，４９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（１－８） ３８０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ３６０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 ��� ４，０１０円

票 数

単勝票数 計 １９６３８４ 的中 � ６３５５２（１番人気）
複勝票数 計 ３８４７６５ 的中 � １１９６２９（１番人気）� ６００９２（２番人気）� ３９６３８（３番人気）
枠連票数 計 ２００４４０ 的中 （１－８） ３９８４６（１番人気）
馬連票数 計 ６３８０１６ 的中 �� ８５１４２（１番人気）
馬単票数 計 ４４３４８５ 的中 �� ３４２１９（１番人気）
ワイド票数 計 ２７７２８１ 的中 �� ３１６９４（１番人気）�� １８６０１（２番人気）�� １０７４０（７番人気）
３連複票数 計 ８０７４５２ 的中 ��� ４８８４１（１番人気）
３連単票数 計１２１７１４４ 的中 ��� ２２４３８（１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．６―１３．０―１２．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．５―４７．５―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマブラックホール �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 キングヘイロー デビュー ２０１１．１２．３ 中山２着

２００９．５．７生 牡３黒鹿 母 タ マ マ リ ア 母母 タマビッグエックス ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔制裁〕 コスモコンテンツ号の騎手柴田大知は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（１０番・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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アイノホウソク号・クレバーブレード号・スノークラフト号・ヨシールプリンセス号・ルチルマニッシュ号
（非抽選馬） １頭 トウショウラダー号

００００４ １月５日 晴 良 （２４中山１）第１日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１１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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１６ ドラゴンヴォイス 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４８＋ ６１：５４．７ ３．１�

７１４ テンゲントッパ 牡４黒鹿５６ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５８± ０１：５５．０１� ７．１�
６１２ ニシノサンタロウ 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５７２＋ ６１：５５．２１� ２０．６�
７１３� モエレアイドル 牝６黒鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか 中村 和夫 ４６８＋ ８ 〃 クビ ９．３�
５９ ケイアイプログレス 牡５栃栗５７ 勝浦 正樹 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 ５１８－１２１：５５．５１� ４．１�
２３ � ベストフェット 牡７鹿 ５７ 田辺 裕信松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５２０＋ ６１：５５．６� １４．０�
３５ サンデースイセイ 牝４鹿 ５４ 中舘 英二浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４８２＋ ６１：５５．８１ ８５．８	
４８ トゥザサミット 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝 
サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４６２＋１０１：５６．２２� ８．６�
２４ サトノロマネ 	６鹿 ５７ 三浦 皇成里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４８２＋ ６ 〃 クビ ２２．４�
６１１ ドラゴンアルテマ 牡５青 ５７ 北村 宏司窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ５０６＋１８１：５６．３クビ １０．８
３６ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４６２＋ ８１：５６．５� １１７．８�
１１ キョウエイヒドラ 牝４栗 ５４

５１ ▲平野 優田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 ４９２＋１０１：５７．１３� ３５．１�
１２ � モ ノ リ ス 	５芦 ５７ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 原田牧場 ４７２＋１０１：５７．２� １５４．９�
８１５� ワインレッド 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人�嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム ４３８－ １１：５８．２６ １１２．９�
５１０� ティーケイラビット 牝４鹿 ５４ 江田 照男喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４７２－ ５１：５８．９４ １４６．３�
４７ � ト ー ア レ オ 牡５鹿 ５７ 浜中 俊高山ランド� 上原 博之 豊浦トーア牧場 ４９０＋ ８２：００．３９ ２２７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３３２，０００円 複勝： ３２，９９０，７００円 枠連： ２０，３９０，５００円

馬連： ６４，３２３，１００円 馬単： ４０，１０８，４００円 ワイド： ２６，３４８，１００円

３連複： ７６，６０７，９００円 ３連単： １１０，０１５，１００円 計： ３８９，１１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ４８０円 枠 連（７－８） ６００円

馬 連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� １，４４０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� ９，３７０円 ３ 連 単 ��� ３１，２００円

票 数

単勝票数 計 １８３３２０ 的中 � ４６７６６（１番人気）
複勝票数 計 ３２９９０７ 的中 � ７４４５５（１番人気）� ４１９７５（３番人気）� １３５５１（８番人気）
枠連票数 計 ２０３９０５ 的中 （７－８） ２５２５４（１番人気）
馬連票数 計 ６４３２３１ 的中 �� ３３５０８（５番人気）
馬単票数 計 ４０１０８４ 的中 �� １２５０４（６番人気）
ワイド票数 計 ２６３４８１ 的中 �� １０８４４（６番人気）�� ４４２２（１８番人気）�� ２６８３（２８番人気）
３連複票数 計 ７６６０７９ 的中 ��� ６０３６（２９番人気）
３連単票数 計１１００１５１ 的中 ��� ２６０３（８９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．９―１３．４―１２．７―１２．８―１３．２―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．２―５０．６―１：０３．３―１：１６．１―１：２９．３―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．６
１
３
４，１０（９，１１）１２（２，１６）１４，１５（３，６，８）－（１，１３）－５－７
４（９，１０，１１，１２）（１６，８）２（１４，６）３（１３，１５）（１，５）＝７

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンヴォイス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fappiano デビュー ２０１０．１０．３１ 東京１０着

２００８．５．２４生 牡４鹿 母 ベ ル ピ ア ノ 母母 Bel Sheba ８戦２勝 賞金 １９，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアレオ号は，平成２４年２月５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アンシャンテルール号
（非抽選馬） １頭 クリールマグナム号



００００５ １月５日 晴 良 （２４中山１）第１日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０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

１：５８．２
１：５６．１

良

良

４８ ディーエスライダー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド ４９６± ０２：０２．２ ２１．６�

５１０ ダイワズーム 牝３栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５２－ ６２：０２．４１� ４．３�
４７ トミケンオウドウ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４７０± ０２：０２．６１� １４．３�
８１５ クレバーフウジン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田� 正明氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４３６± ０２：０２．８１� ８．１�
３５ マイネルピトレスク 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋ ４ 〃 クビ ６．４�
３６ コスモバルバラ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀 	ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４３０＋ ２２：０２．９� ３２．２

１１ コスモグレースフル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 	ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 ４９８＋ ４２：０３．０クビ ２．８�
７１３ ラインシルビア 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５０＋１０ 〃 クビ ２６．５�
２３ スノースケイプ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �ワイ・アール・シー 松山 将樹 新ひだか 三石橋本牧場 ４８８＋１０２：０３．１クビ １２３．７
６１２ ミスターナインワン 牡３鹿 ５６ 江田 照男増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム ４５８－ ８２：０３．２� ２２４．５�
５９ リンガスキッド 牡３栗 ５６ 三浦 皇成伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４６２－ ４２：０３．３� １０８．６�
８１６ ナンヨーガンバロー 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次中村 �也氏 手塚 貴久 新ひだか 増本牧場 ５０２－ ２２：０３．４クビ ２１９．７�
２４ マホウノランプ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４０± ０ 〃 クビ ２０３．９�
１２ メイショウピッケル 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９２＋ ６２：０４．０３� ９．０�
７１４ チーフザムーン 牝３青鹿５４ 大庭 和弥川上 哲司氏 坂本 勝美 浦河 高村牧場 ４６８＋ ２２：０４．７４ ３３２．２�
６１１ オーシャンゼリゼ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８４± ０２：０５．６５ １８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８２４，３００円 複勝： ３７，９２９，３００円 枠連： １９，９６７，１００円

馬連： ７０，９０９，０００円 馬単： ４６，５００，１００円 ワイド： ２６，８７２，７００円

３連複： ８２，６５３，１００円 ３連単： １３１，５５９，０００円 計： ４３７，２１４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１６０円 複 勝 � ４８０円 � １９０円 � ３８０円 枠 連（４－５） １，９８０円

馬 連 �� ６，１７０円 馬 単 �� １７，３７０円

ワ イ ド �� １，６６０円 �� ３，４３０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ２４，４６０円 ３ 連 単 ��� １９７，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２０８２４３ 的中 � ７６１９（８番人気）
複勝票数 計 ３７９２９３ 的中 � １８１１４（７番人気）� ６４０６４（２番人気）� ２４４１１（６番人気）
枠連票数 計 １９９６７１ 的中 （４－５） ７４８０（９番人気）
馬連票数 計 ７０９０９０ 的中 �� ８４９２（２２番人気）
馬単票数 計 ４６５００１ 的中 �� １９７６（５３番人気）
ワイド票数 計 ２６８７２７ 的中 �� ３９７９（２１番人気）�� １８７５（３５番人気）�� ７３８６（１０番人気）
３連複票数 計 ８２６５３１ 的中 ��� ２４９４（６６番人気）
３連単票数 計１３１５５９０ 的中 ��� ４９２（４４８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１２．８―１２．４―１３．２―１２．８―１２．８―１１．６―１１．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２２．９―３５．７―４８．１―１：０１．３―１：１４．１―１：２６．９―１：３８．５―１：５０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．３
１
３
１，５（７，１１）（２，１０）（６，１２）１５－（１４，９）４，１３－８－１６，３
１，５（２，７，１１）（１０，１２，３）（６，１５）（９，１３）（１４，４，８）－１６

２
４

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

勝馬の
紹 介

ディーエスライダー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．１２．１０ 中山６着

２００９．１．２２生 牡３黒鹿 母 オイワケヒカリ 母母 ハシノペンダント ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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 トーセンオードリー号

００００６ １月５日 晴 良 （２４中山１）第１日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

６１２ ブリッジクライム 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４４８ ―２：０２．６ ２４．０�

３５ ソルレヴァンテ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４７０ ―２：０３．１３ １４．３�

７１４� イ ジ ゲ ン 牡３芦 ５６ 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 米 Patricia
Pavlish ４８４ ―２：０３．３１� ２．１�

４８ ステラウインド 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 ４６２ ― 〃 クビ ８．３�
５９ アンレヴマン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１６ ― 〃 ハナ ５．５�
２３ トーセンセカイオー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人島川 	哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 ４８４ ―２：０４．０４ ３０．２

５１０ レオアクトレス 牝３栗 ５４ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 浦河 金成吉田牧場 ４７０ ―２：０４．１� ３１．４�
７１３ チャードリー 牝３青鹿５４ 津村 明秀�G１レーシング 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２２ ― 〃 クビ ４９．１�
３６ ルミナスレッド 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド ４９０ ―２：０４．５２� １３３．４
８１６ ツクバコマチ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥荻原 昭二氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６６ ―２：０４．８１	 ３６．７�
１２ � コスモカゼツカイ 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 愛 Rockhart

Trading Ltd ４７８ ― 〃 クビ ６２．３�
１１ バトルタイガーマン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊宮川 秋信氏 小野 次郎 新冠 五丸農場 ４４８ ―２：０５．１１	 ２３２．９�
４７ カ ー ラ イ ル 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 牧 光二 新ひだか 出羽牧場 ４３４ ―２：０５．３１� ７．０�
８１５ タイセイテイオウ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊田中 成奉氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム ４９８ ―２：０６．６８ １１４．６�
６１１ ウエスタンフォルテ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成西川 賢氏 藤沢 和雄 新ひだか ウエスタンファーム ４７４ ―２：０７．１３ １７．５�
２４ アポロンシチー 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５０４ ―２：０７．７３� ２７７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，５８６，５００円 複勝： ３６，１４４，６００円 枠連： ２０，９５４，７００円

馬連： ６３，７２１，３００円 馬単： ４４，４６２，４００円 ワイド： ２４，４４１，１００円

３連複： ７１，２８３，７００円 ３連単： １１３，６８０，８００円 計： ３９９，２７５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４００円 複 勝 � ４２０円 � ３４０円 � １２０円 枠 連（３－６） ４，１４０円

馬 連 �� １３，７３０円 馬 単 �� ３３，０２０円

ワ イ ド �� ３，５４０円 �� １，０８０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ８，７６０円 ３ 連 単 ��� １１９，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２４５８６５ 的中 � ８１００（７番人気）
複勝票数 計 ３６１４４６ 的中 � １６５１０（７番人気）� ２１３７１（５番人気）� １２２１６６（１番人気）
枠連票数 計 ２０９５４７ 的中 （３－６） ３７４４（１５番人気）
馬連票数 計 ６３７２１３ 的中 �� ３４２７（３６番人気）
馬単票数 計 ４４４６２４ 的中 �� ９９４（７５番人気）
ワイド票数 計 ２４４４１１ 的中 �� １６２７（３７番人気）�� ５６３７（９番人気）�� ８３８５（６番人気）
３連複票数 計 ７１２８３７ 的中 ��� ６００８（２７番人気）
３連単票数 計１１３６８０８ 的中 ��� ７０５（３１６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１３．１―１２．９―１３．３―１２．３―１２．２―１２．０―１１．７―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．７―３６．８―４９．７―１：０３．０―１：１５．３―１：２７．５―１：３９．５―１：５１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．１
１
３
５（７，１０）（１４，１５）（３，１６）（８，１２）（１，２）－９－１３－４－６＝１１
５（７，１０）（１４，１５）（１６，１２）（３，８）－２－１，９，１３（４，６）－１１

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

勝馬の
紹 介

ブリッジクライム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Boston Harbor 初出走

２００９．３．６生 牝３鹿 母 リーチマイハーバー 母母 Rezagante １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円



００００７ １月５日 晴 良 （２４中山１）第１日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１１ リックムファサ 牡４鹿 ５６ 丸田 恭介山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 ４７２± ０１：１２．３ ２６．１�

５１０ オリオンザポラリス 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４６２＋ ２１：１２．７２� ２．８�
８１６� アランルース 	４栃栗５６ 大野 拓弥�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４５４－ ８ 〃 クビ ５４．１�
７１３ トーセントレジャー 牡４鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４８４－ ８１：１２．９１
 １６．７�
５９ オ リ ジ ン 	４鹿 ５６ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム ４７４＋ ３ 〃 アタマ ８３．９�
６１１ テンエイエスプリ 牡５栗 ５７ 江田 照男熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４８２＋ ２ 〃 ハナ １８０．９	
４７ センジンジョー 牡５鹿 ５７ 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４６２＋１２ 〃 ハナ ６．２

３５ � セイウンアスラン 牡６栗 ５７ 藤田 伸二西山 茂行氏 手塚 貴久 米

Diane Shashura, G.
David Shashura & and
Bridle Breezes, LLC.

５０８± ０１：１３．１１
 ３．９�
８１５ マチノアカリ 牡４青鹿５６ 中舘 英二 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５２８＋ ８１：１３．２� ３５．８�
３６ � ハヤブサエミネンス 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm B４５２＋ ２１：１３．５１� １６０．４
１２ シベリアンソアー 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４５８＋１２ 〃 ハナ ３２．１�
４８ リンガスクリフ 牡４栗 ５６ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ５０４± ０１：１３．６クビ ５．０�
２４ フローラルホール 牝４鹿 ５４ 小林 淳一小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４７０± ０１：１３．９２ ２９．０�
６１２ モアザンストーム 牡６青鹿５７ 西田雄一郎 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B４８２＋ ６１：１４．２１� ２４．９�
２３ � エドノコウタロー 牡５鹿 ５７ 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新ひだか 森 俊雄 ５４２＋２８１：１５．９大差 ３３１．９�
７１４ コ ス モ オ ー 牡６栗 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 畔高牧場 ５５４－ ８１：１６．８５ ２３０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２３４，８００円 複勝： ３７，０７５，３００円 枠連： ２３，２８１，９００円

馬連： ７３，６１５，４００円 馬単： ４５，３０８，７００円 ワイド： ２９，２７０，０００円

３連複： ８９，８２９，０００円 ３連単： １４２，５４０，０００円 計： ４６３，１５５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６１０円 複 勝 � ４７０円 � １４０円 � １，２８０円 枠 連（１－５） １，９６０円

馬 連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ８，９００円

ワ イ ド �� １，０００円 �� １６，４５０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� ５３，８６０円 ３ 連 単 ��� ４１４，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２２２３４８ 的中 � ６７３３（７番人気）
複勝票数 計 ３７０７５３ 的中 � １６９１１（７番人気）� １０５７３７（１番人気）� ５４７９（１１番人気）
枠連票数 計 ２３２８１９ 的中 （１－５） ８７９９（４番人気）
馬連票数 計 ７３６１５４ 的中 �� １６９５８（１０番人気）
馬単票数 計 ４５３０８７ 的中 �� ３７５９（２７番人気）
ワイド票数 計 ２９２７００ 的中 �� ７５３４（１０番人気）�� ４２３（７４番人気）�� ３２２４（２３番人気）
３連複票数 計 ８９８２９０ 的中 ��� １２３１（１０８番人気）
３連単票数 計１４２５４００ 的中 ��� ２５４（７０４番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．４―１１．４―１２．７―１２．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．２―３３．６―４６．３―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リックムファサ �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー ２０１０．１０．３ 中山３着

２００８．４．９生 牡４鹿 母 アイドルタレント 母母 ダイナマリー ６戦２勝 賞金 １６，５００，０００円
〔制裁〕 トーセントレジャー号の騎手高嶋活士は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２番・９番・８番・７

番・６番への進路影響）
〔その他〕 コスモオー号は，競走中に疾病〔右前繋靭帯断裂〕を発症。なお，同馬は予後不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アルベルティ号・ダイゴロー号・ビッグサンダー号・リズモア号

００００８ １月５日 晴 良 （２４中山１）第１日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１２ コスモイーチタイム 牡４栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋ ６１：５５．６ ７．４�

２３ ジ ャ ン ナ 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８± ０１：５５．９１� ２．５�
３６ リアルディール 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ５３６－ ８１：５６．４３ １９．０�
６１２ ゴールドロジャー 牡４黒鹿５６ 的場 勇人�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４９２＋ ６１：５６．６１� ３１．６�
８１５	 エルヘイロー 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一黒岩 晴男氏 二ノ宮敬宇 日高 �橋 耀代 ４９６＋ ６１：５６．７� １９．５�
７１４
 コスモナダル 牡６黒鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４６８＋ ８ 〃 ハナ ８４．９�
２４ バトルブリンディス 牡７青鹿５７ 熊沢 重文宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４８６＋１８１：５６．８クビ ９１．４	
４８ マスターコーク 牝６鹿 ５５ 小島 太一�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５２－ ２１：５７．０１� ４１．９

５９ ニューレジェンド 牡４青 ５６ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５３０＋ ２１：５７．１クビ ５．２�
８１６ ル イ ー ズ 牝４青鹿５４ 勝浦 正樹大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B４８８＋ ４ 〃 ハナ ３５．９�
５１０ クールドリオン 牡７栗 ５７

５４ ▲平野 優広尾レース 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７４＋ ２１：５７．６３ １５．１�
１１ 	 レッドアンバー 牡５栗 ５７ 江田 照男�日進牧場 矢野 照正 浦河 日進牧場 ４９０＋１４ 〃 ハナ ３７．５�
４７ エクストラセック 牡５栗 ５７ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５２２－ ２１：５７．７クビ ６．０�
３５ トーホウアレス 牡６黒鹿５７ 中舘 英二東豊物産 高柳 瑞樹 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７６＋１０１：５７．８� ３０．８�
７１３ クラリスピンク 牝４青 ５４ 吉田 豊吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４６２＋１０１：５７．９� ３６．４�
６１１	 ワンダーティンバー 牡８栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次山本 信行氏 阿部 新生 新冠 村上牧場 B４９２＋ ６１：５８．３２� ２６９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４２４，７００円 複勝： ３７，７３０，０００円 枠連： ３３，９８６，０００円

馬連： ８２，６０８，５００円 馬単： ４９，４７４，６００円 ワイド： ３０，７２１，３００円

３連複： ９４，９８３，９００円 ３連単： １５８，３５０，５００円 計： ５０９，２７９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２００円 � １３０円 � ４３０円 枠 連（１－２） ７２０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� ２，３５０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １，６５０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ４，１１０円 ３ 連 単 ��� ２５，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２１４２４７ 的中 � ２３０７８（４番人気）
複勝票数 計 ３７７３００ 的中 � ４６２８６（３番人気）� １０８５６６（１番人気）� １６３３６（７番人気）
枠連票数 計 ３３９８６０ 的中 （１－２） ３４９５１（２番人気）
馬連票数 計 ８２６０８５ 的中 �� ７０７６９（２番人気）
馬単票数 計 ４９４７４６ 的中 �� １５５９０（６番人気）
ワイド票数 計 ３０７２１３ 的中 �� ２４０１８（２番人気）�� ４１８２（２１番人気）�� １１５５３（４番人気）
３連複票数 計 ９４９８３９ 的中 ��� １７０９４（１０番人気）
３連単票数 計１５８３５０５ 的中 ��� ４６６７（５５番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．３―１２．７―１３．５―１３．１―１２．８―１２．９―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．３―３８．０―５１．５―１：０４．６―１：１７．４―１：３０．３―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

コスモイーチタイム �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 スターオブコジーン デビュー ２０１０．７．１７ 新潟５着

２００８．５．１０生 牡４栗 母 コスモエンドレス 母母 マイネエクセル １６戦３勝 賞金 ４０，３２５，０００円
〔制裁〕 コスモイーチタイム号の騎手柴田大知は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１６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） １頭 ウッドシップ号
（非抽選馬） ４頭 アプローズヒーロー号・コンノート号・ジュモー号・バリアントバイオ号



００００９ １月５日 晴 良 （２４中山１）第１日 第９競走 ��
��１，６００�ジュニアカップ

発走１４時１５分 （芝・右・外）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

６６ オメガホームラン 牡３芦 ５６ 三浦 皇成原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４５２＋ ６１：３４．２ ４．４�

４４ セイクレットレーヴ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム ４７２－ ２ 〃 アタマ ４２．５�
１１ モエレフルール 牝３黒鹿５４ 北村 宏司中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 ４７６－ ２１：３４．４１� ２．６�
８１０ マウントビスティー 牡３栗 ５６ 石橋 脩備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４６４＋ ６１：３４．６１� １０．１�
８９ ア ー カ イ ブ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８０± ０１：３４．８１� ３．９�
５５ ステージナーヴ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４２４＋ ４ 〃 ハナ １６．５�
７８ マイネルコランダム 牡３青鹿５６ 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ３５．４

３３ ヴィオラーネ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４ 〃 ハナ ７．９�
２２ ケイアイユニコーン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 	啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４８２＋ ６１：３４．９	 ２５．４�
７７ フリートアロー 牡３栗 ５６ 吉田 豊矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４９２＋ ２１：３５．２１
 ６３．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３４，３３０，７００円 複勝： ５０，４２０，９００円 枠連： ２４，０６９，４００円

馬連： １１３，５４８，４００円 馬単： ７４，２５４，２００円 ワイド： ３６，７３３，４００円

３連複： １１８，４８１，２００円 ３連単： ２７６，７３０，４００円 計： ７２８，５６８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � ８４０円 � １３０円 枠 連（４－６） ９，０８０円

馬 連 �� １０，８８０円 馬 単 �� １６，９９０円

ワ イ ド �� ２，３４０円 �� ２６０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ８，０８０円 ３ 連 単 ��� ７４，８７０円

票 数

単勝票数 計 ３４３３０７ 的中 � ６２６７９（３番人気）
複勝票数 計 ５０４２０９ 的中 � ８８８０６（２番人気）� ９６３９（９番人気）� １４２１０６（１番人気）
枠連票数 計 ２４０６９４ 的中 （４－６） １９５８（２２番人気）
馬連票数 計１１３５４８４ 的中 �� ７７０６（２６番人気）
馬単票数 計 ７４２５４２ 的中 �� ３２２７（４７番人気）
ワイド票数 計 ３６７３３４ 的中 �� ３４３８（２５番人気）�� ４２６５７（１番人気）�� ５２８４（１９番人気）
３連複票数 計１１８４８１２ 的中 ��� １０８３０（２７番人気）
３連単票数 計２７６７３０４ 的中 ��� ２７２８（１９６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．５―１１．４―１２．１―１２．３―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．１―４６．５―５８．６―１：１０．９―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．６

３ １０＝１－７（２，６）４（３，５）（８，９）
２
４

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

勝馬の
紹 介

オメガホームラン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Highest Honor デビュー ２０１１．８．１３ 札幌１着

２００９．２．１５生 牡３芦 母 ダンスーズデトワール 母母 Latifolia ４戦２勝 賞金 ３２，６８３，０００円

０００１０ １月５日 晴 良 （２４中山１）第１日 第１０競走 ��
��１，２００�

は つ ひ で

初日の出ステークス
発走１４時５０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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３６ コンフォーコ �７栗 ５７ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４７２＋ ２１：１１．０ １７．２�

６１２ トシギャングスター 牡５芦 ５７ 吉田 隼人田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ８．４�
３５ デイトユアドリーム 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：１１．１クビ ２．０�
８１５� エーシンリードオー 牝６黒鹿５５ 浜中 俊�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４９０－ ４１：１１．３１	 ７．３�
２３ ノボレインボー 牝６芦 ５５ 北村 宏司�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５１２＋ ２１：１１．５１	 １１．５�
７１４ アヤナルベルス 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ １０．０�
１１ レッドヴァンクール 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５４０＋ ２１：１１．６クビ １１．４	
４７ � カフェレジェンド 牡７青鹿５７ 津村 明秀西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５２６＋１０１：１１．８１ ４７．３

４８ カホマックス 牝５鹿 ５５ 中舘 英二星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ８ 〃 クビ １４．５�
６１１ コスモケンジ 牡４栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ５０２＋ ２ 〃 ハナ ５６．５
５１０ カフェマーシャル 牡６芦 ５７ 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５２４＋ ４ 〃 ハナ ４３．２�
２４ ドリームスカイラブ 牡７黒鹿５７ 大野 拓弥セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 B４８８－ ８ 〃 ハナ １１１．８�
８１６ ハードウォン 牡６鹿 ５７ 丸田 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４８２－ ２１：１１．９クビ ３１２．６�
１２ ドリームクラウン 牡７栗 ５７ 武士沢友治セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５４０＋ ２１：１２．０
 ６６．２�
５９ ダイワプリベール 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４７２± ０１：１３．０６ １７５．４�
７１３ ストレートイン 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 B５１０＋ ６１：１５．１大差 ２１３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，６０２，７００円 複勝： ５７，６７２，０００円 枠連： ３９，０２３，２００円

馬連： １６３，３４７，３００円 馬単： ９９，５７７，４００円 ワイド： ５０，４６７，１００円

３連複： １８２，５１６，２００円 ３連単： ３６０，５９４，７００円 計： ９９９，８００，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７２０円 複 勝 � ３８０円 � ２４０円 � １１０円 枠 連（３－６） ７４０円

馬 連 �� ９，１７０円 馬 単 �� ２０，１６０円

ワ イ ド �� ２，３７０円 �� ５８０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ５，１２０円 ３ 連 単 ��� ６４，０１０円

票 数

単勝票数 計 ４６６０２７ 的中 � ２１３７４（８番人気）
複勝票数 計 ５７６７２０ 的中 � ２５８８１（８番人気）� ５０１００（３番人気）� ２１９１０２（１番人気）
枠連票数 計 ３９０２３２ 的中 （３－６） ３９３４８（３番人気）
馬連票数 計１６３３４７３ 的中 �� １３１５４（２９番人気）
馬単票数 計 ９９５７７４ 的中 �� ３６４７（５７番人気）
ワイド票数 計 ５０４６７１ 的中 �� ４８２３（２９番人気）�� ２１９６１（６番人気）�� ２８２２７（３番人気）
３連複票数 計１８２５１６２ 的中 ��� ２６３２３（１８番人気）
３連単票数 計３６０５９４７ 的中 ��� ４１５８（１８１番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．３―１１．１―１２．１―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．０―３３．１―４５．２―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンフォーコ �
�
父 トワイニング �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．７．１４ 函館２着

２００５．４．２９生 �７栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ ２４戦５勝 賞金 ６５，１６７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストレートイン号は，平成２４年２月５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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ガンドッグ号・サリエル号・シゲルソウウン号・センターステージ号・トシキャンディ号・ピエナポパイ号

２レース目



０００１１ １月５日 晴 良 （２４中山１）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�第６１回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）

４歳以上，２３．１．５以降２３．１２．２５まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
日刊スポーツ新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

６１２� フェデラリスト 牡５黒鹿５５ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５３２＋ ４１：５９．４ ５．７�

６１１ ダイワファルコン 牡５鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B５１８－ ６ 〃 クビ ９．１�
３６ � コスモファントム 牡５鹿 ５７．５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ５１４＋ ２１：５９．８２� １１．８�
４８ � エーシンジーライン 牡７黒鹿５６ 田辺 裕信�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm ４８６± ０１：５９．９	 ２４．４�
７１３ エクスペディション 牡５栗 ５５ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ２ 〃 ハナ ６．７�
２４ ネオヴァンドーム 牡５鹿 ５６ 中舘 英二小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９４＋ ８２：００．０� ７８．３	
２３ エオリアンハープ 牝６栗 ５３ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４５６＋１０２：００．１クビ ３９．３

１２ トップゾーン 牡６鹿 ５５ 丸田 恭介�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４７０－ ４２：００．２� ４５．０�
８１５ ネオサクセス 牡５鹿 ５４ 吉田 豊秋場 清�氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B４６４＋ ２２：００．３� ２５．４
５１０ イケドラゴン 牡７栗 ５１ 江田 照男池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５４２± ０２：００．５１
 ３９．５�
８１６ ミステリアスライト 牡７栗 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５０４± ０２：００．６� ５４．７�
４７ ネヴァブション 牡９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 ４８８－１０２：００．８１
 ５０．９�
７１４ ア ク シ オ ン 牡９鹿 ５７ 柴田 善臣中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５３６＋１４２：０１．１２ ４７．２�
１１ ダンスインザモア 牡１０黒鹿５４ 石橋 脩木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５１８± ０２：０１．２	 １４４．２�
５９ デストラメンテ �８芦 ５３ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６０＋ ４２：０１．５１	 ２９５．９�
３５ � アドマイヤコスモス 牡５栗 ５７ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７４－ ４２：０８．１大差 ２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５４，６１２，９００円 複勝： ２１２，９９５，７００円 枠連： ２３０，３７１，１００円

馬連： ９６１，６５６，５００円 馬単： ４６１，４９５，３００円 ワイド： ２４７，０８４，８００円

３連複： １，１２８，７３７，１００円 ３連単： ２，２３５，５８４，８００円 計： ５，６３２，５３８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２２０円 � ２９０円 � ３５０円 枠 連（６－６） ２，６３０円

馬 連 �� ２，５６０円 馬 単 �� ４，３４０円

ワ イ ド �� ９８０円 �� １，２１０円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� ７，９６０円 ３ 連 単 ��� ４２，３６０円

票 数

単勝票数 計１５４６１２９ 的中 � ２１５４７１（２番人気）
複勝票数 計２１２９９５７ 的中 � ２８９９０３（２番人気）� １９１９６４（４番人気）� １４９５４２（５番人気）
枠連票数 計２３０３７１１ 的中 （６－６） ６９０３１（１０番人気）
馬連票数 計９６１６５６５ 的中 �� ２９５８０７（７番人気）
馬単票数 計４６１４９５３ 的中 �� ７８５３２（１４番人気）
ワイド票数 計２４７０８４８ 的中 �� ６７４６１（７番人気）�� ５３３０９（１１番人気）�� ４４６４６（１４番人気）
３連複票数 計１１２８７３７１ 的中 ��� １０４６７９（２３番人気）
３連単票数 計２２３５５８４８ 的中 ��� ３８９５０（１２３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１３．１―１２．０―１２．４―１１．７―１１．８―１１．７―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３６．９―４８．９―１：０１．３―１：１３．０―１：２４．８―１：３６．５―１：４７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．６
１
３
８，９（６，１０）５（４，１１）（２，１２）１４（７，１３）１６，３，１５＝１
８（９，１０）（６，１１）１２（４，５，１４）１３（２，１６）７，３－１５－１

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

勝馬の
紹 介

�フェデラリスト �
�
父 Empire Maker �

�
母父 サンデーサイレンス

２００７．６．６生 牡５黒鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ ７戦４勝 賞金 ８６，５８１，０００円
初出走 JRA

〔その他〕 アドマイヤコスモス号は，競走中に疾病〔右第３中手骨複骨折〕を発症。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 コロンバスサークル号・ストロングガルーダ号・スノークラッシャー号・スマートステージ号・ダノンバラード号・

ツクバホクトオー号・ムラマサノヨートー号

０００１２ １月５日 晴 良 （２４中山１）第１日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時００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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

６１１ ディープサウンド 牡４鹿 ５６ 浜中 俊増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４９８＋ ６１：３２．９ ５．６�

７１３ マ イ ヨ ー ル 牡６芦 ５７ 柴田 大知岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ５１０＋ ２１：３３．０� ３３．２�
８１５ カグニザント 牡４黒鹿５６ 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４６６＋ ２１：３３．１� ２２．４�
７１４ コスモソーンパーク 牡４青鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋ ４ 〃 アタマ １５．０�
１２ マルタカシクレノン 牡４青鹿５６ 石橋 脩國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ５０６＋ ６１：３３．２クビ １０．７�
３５ フィールマイハート 牝５鹿 ５５ 木幡 初広�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４９２＋ ２ 〃 アタマ ５７．０�
６１２ アドバンスヘイロー 牡６青鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次西川 隆士氏 武藤 善則 新冠 佐藤 信広 ４７２－ ２ 〃 クビ ７．８	
５１０ ケープタウンシチー 牝７青 ５５ 蛯名 正義 
友駿ホースクラブ 池上 昌弘 門別 富川田中牧場 ４７６－ ６１：３３．３� ２６．５�
４８ ダイヤモンドアスク 牝４黒鹿５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４４６＋ ８１：３３．４クビ １９．５�
３６ 	 セイウンジャガーズ 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４７４＋ ４ 〃 アタマ ２．０
８１６ メジロマリアン 牝６芦 ５５ 吉田 隼人岩� 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４９２± ０１：３３．６１� １８１．８�
２４ ウォンビーロング 牝５鹿 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ４８４＋ ６ 〃 ハナ １９．７�
５９ アマミスウィフト 牡８鹿 ５７

５４ ▲横山 和生鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４６２＋ ６１：３４．０２� ３４５．９�
４７ ロトスカイブルー 牡６鹿 ５７ 中舘 英二國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ５０２＋ ４１：３４．２１ ３１５．９�
１１ ヒカルアカツキ 
５青鹿５７ 田辺 裕信高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４４８＋ ６１：３４．５２ ３４．６�
２３ サクラオールイン 牡９黒鹿５７ 小島 太一
さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 B４９４± ０１：３４．８１� ２２６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，４９４，８００円 複勝： ６２，９０２，２００円 枠連： ４６，６０８，０００円

馬連： １６７，７６６，３００円 馬単： ９５，９２９，７００円 ワイド： ５２，４４５，０００円

３連複： １８４，６３３，３００円 ３連単： ３６４，５５４，２００円 計： １，０１８，３３３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２４０円 � ８４０円 � ８１０円 枠 連（６－７） １，２７０円

馬 連 �� ７，５６０円 馬 単 �� １３，３８０円

ワ イ ド �� ２，７１０円 �� ２，１８０円 �� ７，１１０円

３ 連 複 ��� ４３，５１０円 ３ 連 単 ��� １３６，９２０円

票 数

単勝票数 計 ４３４９４８ 的中 � ６２０３９（２番人気）
複勝票数 計 ６２９０２２ 的中 � ８４４０２（２番人気）� １７８６６（１０番人気）� １８５８０（９番人気）
枠連票数 計 ４６６０８０ 的中 （６－７） ２７１０４（４番人気）
馬連票数 計１６７７６６３ 的中 �� １６３９４（２６番人気）
馬単票数 計 ９５９２９７ 的中 �� ５２９３（４２番人気）
ワイド票数 計 ５２４４５０ 的中 �� ４７８０（２７番人気）�� ５９８６（２４番人気）�� １７９１（５９番人気）
３連複票数 計１８４６３３３ 的中 ��� ３１３２（１１１番人気）
３連単票数 計３６４５５４２ 的中 ��� １９６５（３８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３４．６―４５．６―５７．３―１：０８．７―１：２０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．６

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディープサウンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー ２０１０．８．２２ 新潟２着

２００８．３．８生 牡４鹿 母 ジ ョ セ ッ ト 母母 Loure １０戦３勝 賞金 ４７，２９３，０００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 ジャズピアノ号・シンボリカージナル号・メタリック号

４レース目
対象レース



（２４中山１）第１日 １月５日（木曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８５頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５８，５８０，０００円
７，４３０，０００円
１，７７０，０００円
２３，６６０，０００円
６４，１２８，５００円
５，０８２，０００円
１，７７６，０００円

勝馬投票券売得金
４４２，４３８，１００円
６７２，３５６，２００円
５１０，７９０，５００円
１，９３０，６００，２００円
１，０７３，８０４，３００円
５９４，７８１，３００円
２，２４５，６４８，７００円
４，２２９，３１４，５００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 １１，６９９，７３３，８００円

総入場人員 ３８，５１８名 （有料入場人員 ）


