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０００１３ １月８日 晴 良 （２４中山１）第２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）

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

４７ スターゲイジング 牝３黒鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４８４± ０１：１３．２ １６．２�

３５ フォースフル 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ ９．６�
７１２ エ リ ク サ ー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７２± ０１：１３．３クビ １．５�
４６ サニースペシャル 牝３黒鹿５４ 津村 明秀宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７４－ ２１：１３．７２� １１３．２�
１１ ア ナ コ ン ダ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 平取 高橋 幸男 ４５０＋ ６１：１３．８� １３．４�
８１５ ロードパルジファル 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 山田 昇史 ４８８－ ８ 〃 クビ １６．８	
７１３ ボ ナ ン ザ 牡３芦 ５６

５３ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７４＋１２１：１４．２２� ２０．９

２３ カシノアポロン 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一柏木 務氏 天間 昭一 熊本 村山 光弘 ４７８＋ ３１：１４．５１� ３７．７�
６１１ エリザヴェータ 牝３青鹿５４ 丸田 恭介片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日高大洋牧場 ５００＋１２ 〃 アタマ ５１．８�
５８ サウスルビアノ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎南波 壽氏 高柳 瑞樹 新冠 武田 修一 B４３４＋ ４１：１４．７１ ２７６．２
５９ クラウンロンギヌス 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太矢野 悦三氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 ５１０＋１０１：１４．８クビ ３０１．０�
２２ イーグルストーン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４８０＋１０１：１４．９� １１１．７�
６１０ リネンムーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 片山牧場 ４１０－ ６１：１５．６４ ５１４．４�
８１４ ベニノエクスプレス 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次�紅谷 武藤 善則 新冠 川上 悦夫 ４３８± ０１：１５．８１� ７．５�
３４ アードバーク 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４５８ ―１：１６．０１� ３２６．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，２１５，５００円 複勝： ５９，７１１，４００円 枠連： １７，０２２，９００円

馬連： ５９，１２１，９００円 馬単： ５０，３９２，３００円 ワイド： ２７，５７４，６００円

３連複： ８２，９３５，１００円 ３連単： １５０，２４４，４００円 計： ４７１，２１８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６２０円 複 勝 � ２４０円 � ２００円 � １１０円 枠 連（３－４） ３，８８０円

馬 連 �� ４，７２０円 馬 単 �� １０，７９０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� ３６０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� ２６，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２４２１５５ 的中 � １１８１４（５番人気）
複勝票数 計 ５９７１１４ 的中 � ３１３９１（４番人気）� ４１０９４（３番人気）� ３５７５８３（１番人気）
枠連票数 計 １７０２２９ 的中 （３－４） ３２４０（１２番人気）
馬連票数 計 ５９１２１９ 的中 �� ９２５３（１３番人気）
馬単票数 計 ５０３９２３ 的中 �� ３４４９（３２番人気）
ワイド票数 計 ２７５７４６ 的中 �� ６２６３（１１番人気）�� １９８３０（３番人気）�� ２１５７０（２番人気）
３連複票数 計 ８２９３５１ 的中 ��� ３５８４９（２番人気）
３連単票数 計１５０２４４４ 的中 ��� ４２５０（８８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．５―１２．４―１３．０―１４．０

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターゲイジング �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 アレミロード デビュー ２０１１．８．２０ 新潟７着

２００９．３．５生 牝３黒鹿 母 サ ン ゲ ツ 母母 ゲイメホーン ７戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 ワイルドアイザック号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アイノホウソク号・カシノモンスター号・クリーンヒット号・クレバーブレード号・ディアアーティクル号・

デルマホテイ号・フィアレス号・ミヤビガーリッシュ号・ヨシールプリンセス号
（非抽選馬） １頭 トウショウラダー号

０００１４ １月８日 晴 良 （２４中山１）第２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）

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

２４ レッドティムール 牝３青鹿５４ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９２－ ６１：５７．３ ２．９�

３５ セイカフォルトゥナ 牝３栗 ５４ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４７６± ０１：５７．９３� １７．４�
５９ ベルモントピース 牝３鹿 ５４ 石神 深一 �ベルモントファーム 和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム ４７６＋ ４１：５８．４３ １０４．５�
７１３ フジキラメキ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 前川 正美 ４６６－ ８１：５８．５クビ ３．８�
５１０ シーズザデイ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４５２－ ２１：５８．７１� ７．４�
１１ リワードパルファン 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 信成牧場 ４６６＋ ２１：５８．９１� １２．１	
４７ ビックタイム 牝３栗 ５４ 大野 拓弥永田 清男氏 谷原 義明 新ひだか 白井 吉美 B４２６± ０１：５９．７５ １４１．１

６１２ コスモリボン 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B４９２＋ ８１：５９．８� ４．３�
１２ クラウンプリズム 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 B４６６－ ２１：５９．９� ３２０．８�
６１１ フェスティヴラン 牝３芦 ５４ 田中 勝春臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 村本牧場 ４９４－ ６２：００．１１� １８．０
３６ スカイアート 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優�大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム B４６０＋ ２２：００．４１� １３２．４�
４８ マリーズデイ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３６－ ４２：００．５� ２１７．７�
７１４ カズノメジャー 牝３黒鹿５４ 中舘 英二鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか タイヘイ牧場 ５２６－ ８２：０１．９９ ２８．２�
８１５ アミフジガガ 牝３黒鹿５４ 江田 照男内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 ４３０－１８ 〃 クビ ２８１．４�
２３ ショウナンアタック 牝３鹿 ５４ 村田 一誠国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 神垣 道弘 ４７２＋ ２２：０２．６４ １９５．６�
８１６ ヤマニンブロドリー 牝３栗 ５４ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４４４－ ２ 〃 ハナ ４７６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０２６，７００円 複勝： ３４，２３９，１００円 枠連： １８，９６４，５００円

馬連： ６５，８１３，８００円 馬単： ４６，５０５，５００円 ワイド： ２７，６１６，０００円

３連複： ８０，９４８，１００円 ３連単： １３３，５６９，２００円 計： ４２７，６８２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １９０円 � ５１０円 � ３，３５０円 枠 連（２－３） ３，０６０円

馬 連 �� ３，５７０円 馬 単 �� ４，６００円

ワ イ ド �� １，３６０円 �� ８，１１０円 �� ２３，７００円

３ 連 複 ��� １３６，０９０円 ３ 連 単 ��� ３７３，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２００２６７ 的中 � ５６０７４（１番人気）
複勝票数 計 ３４２３９１ 的中 � ６２１５５（３番人気）� １６２４８（７番人気）� ２１４６（１２番人気）
枠連票数 計 １８９６４５ 的中 （２－３） ４５７４（１３番人気）
馬連票数 計 ６５８１３８ 的中 �� １３６３２（１６番人気）
馬単票数 計 ４６５０５５ 的中 �� ７４６９（１９番人気）
ワイド票数 計 ２７６１６０ 的中 �� ５１９６（１７番人気）�� ８２７（４２番人気）�� ２８１（７８番人気）
３連複票数 計 ８０９４８１ 的中 ��� ４３９（１５１番人気）
３連単票数 計１３３５６９２ 的中 ��� ２６４（５１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．４―２５．６―３８．７―５２．２―１：０５．２―１：１８．３―１：３１．４―１：４４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．０
１
３
５（９，１６）（４，１２，１４）１－（１１，１５）２（１０，１３）－（３，７）８，６・（５，９）（１，４，１４）１６，１２（１１，１５）１３（１０，７）２，８，３，６

２
４

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

レッドティムール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Gone West デビュー ２０１１．９．２５ 中山１０着

２００９．２．７生 牝３青鹿 母 ルビーマイディア 母母 North Sider ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンアタック号・ヤマニンブロドリー号は，平成２４年２月８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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ジュリエットソング号・ショウナンハッブル号・トウカイウインク号・トラストネモフィラ号・マイネオリヴィア号
（非抽選馬） ２頭 クールサファイヤ号・トゥルーマートル号

第１回　中山競馬　第２日



０００１５ １月８日 晴 良 （２４中山１）第２日 第３競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ ドラゴンフラッシュ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ５０２＋１６１：５７．２ ５．２�

７１３ モエレアンバサダー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣中村 和夫氏 小笠 倫弘 新ひだか 中村 和夫 B５００＋ ４１：５７．６２� ６．６�
８１５ オメガインペリアル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９８＋ ６１：５７．８１� ３．３�
６１２ ウェルウィッチア 牡３鹿 ５６ 武士沢友治南 �幸氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B４７８＋ ４１：５７．９� ３１．２�
６１１ スーパーボルト 牡３栗 ５６ 田辺 裕信浜野順之助氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 ５３０＋ ６ 〃 クビ ４．９�
２４ デルマエビス 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４５８－ ２１：５８．０クビ １５．０�
８１６ カムイビスティー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司備前島敏子氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４６２＋ ４１：５８．３２ ６４．１	
２３ マ グ メ ル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 
サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム ４５８± ０１：５８．４クビ １０．１�
５１０ ブランドマックス 牡３黒鹿５６ 田中 博康榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別 正 ４６０＋１４１：５９．１４ １６４．２�
１２ ベニノアロー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀紅谷 新開 幸一 新冠 安達 洋生 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ２８．７�
７１４ シングンタイガー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４７４± ０１：５９．４１� ３９．７�
５９ トップギャラン 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�橋 長治氏 根本 康広 新ひだか 小林 嘉弘 ５０８－ ４１：５９．５クビ ２８４．８�
３５ マイネルバルドル 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム ５２０＋１０１：５９．７１� ９．９�
４８ スプレッドイーグル 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 B５１４＋２４２：００．３３� ８２．１�
４７ ショウナンカンパク 牡３鹿 ５６ 村田 一誠国本 哲秀氏 大和田 成 新ひだか 静内フアーム ４７４＋ ４２：００．４� ３７６．１�
３６ ユウキングスカイ 牡３芦 ５６

５３ ▲小野寺祐太子安 裕樹氏 伊藤 正徳 日高 オリオンファーム ５２４＋ ２２：０２．５大差 ３９３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８１６，３００円 複勝： ４７，６２０，０００円 枠連： ２３，８１６，９００円

馬連： ８０，０６２，３００円 馬単： ５３，５５３，２００円 ワイド： ３５，０７９，９００円

３連複： １００，７４８，４００円 ３連単： １５４，２８１，０００円 計： ５２１，９７８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（１－７） １，４９０円

馬 連 �� １，７５０円 馬 単 �� ３，１１０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ３７０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� １１，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２６８１６３ 的中 � ４１１００（３番人気）
複勝票数 計 ４７６２００ 的中 � ５８５７５（４番人気）� ６２３９３（３番人気）� １１９１２３（１番人気）
枠連票数 計 ２３８１６９ 的中 （１－７） １１８６９（８番人気）
馬連票数 計 ８００６２３ 的中 �� ３３８６５（７番人気）
馬単票数 計 ５３５５３２ 的中 �� １２７３６（１１番人気）
ワイド票数 計 ３５０７９９ 的中 �� １０８８３（８番人気）�� ２４６３６（２番人気）�� ２３８７７（３番人気）
３連複票数 計１００７４８４ 的中 ��� ４４２８８（３番人気）
３連単票数 計１５４２８１０ 的中 ��� ９６９３（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．０―３７．９―５１．７―１：０４．６―１：１７．６―１：３０．８―１：４３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンフラッシュ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．８．２７ 新潟５着

２００９．２．８生 牡３栗 母 パラダイスバード 母母 サイレントハピネス ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウキングスカイ号は，平成２４年２月８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。
（非抽選馬） １頭 バレンタインパパ号

０００１６ １月８日 晴 良 （２４中山１）第２日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時２０分 （ダート・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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４７ ヴ ェ ル テ ュ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信エデンアソシエーション 牧 光二 新ひだか 土田農場 ４９８ ―１：１４．１ ２．９�

２３ ナムラセラピー 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 ４６４ ―１：１４．７３� ５．２�
８１６ ブライトシチー 牡３青鹿５６ 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 ５０２ ―１：１５．３３� ７．２�
６１２ グッドピュアレディ 牝３鹿 ５４ 江田 照男福本 次雄氏 佐藤 吉勝 平取 びらとり牧場 ４２０ ―１：１５．６２ ４８．０�
８１５ メイショウシノノメ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 磯野牧場 ４７６ ―１：１５．７� １０１．０�
７１３ ワ ラ ビ ラ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�大樹ファーム 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム ４４２ ―１：１６．０２ １２．１	
７１４ シーキングベガ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 ４８４ ―１：１６．１クビ １２．６

３６ サイトカイン 牡３栗 ５６ 小林 淳一加藤 徹氏 成島 英春 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５６ ― 〃 クビ １７１．７�
１１ ハリケーンピサ 牡３青 ５６ 三浦 皇成市川 義美氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：１６．２クビ １１．２�
６１１ カヴァリーナ 牝３栗 ５４ 丸山 元気芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 ４２２ ― 〃 クビ ５０．６
３５ アーリオオーリオ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４４４ ―１：１６．６２� ２４．９�
１２ ドリームテンペスト 牡３栗 ５６ 田中 勝春セゾンレースホース� 大江原 哲 平取 中川 隆 ４９６ ―１：１７．１３ ５．３�
５９ ナムラレガシー 牝３栗 ５４ 中舘 英二奈村 信重氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４１０ ―１：１７．２� ３２．５�
４８ トーアエエモンヤ 牡３栗 ５６ 中谷 雄太高山ランド� 田島 俊明 豊浦トーア牧場 ４５２ ―１：１７．５１� ２０６．１�
５１０ ビューティワイルド 牝３栗 ５４ 津村 明秀森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４５０ ―１：１７．６� １４７．７�
２４ ミスプリシラ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人ディアレスト 新開 幸一 浦河 小島牧場 ３９４ ―１：１９．８大差 １２５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６０３，７００円 複勝： ３４，４８２，８００円 枠連： ２４，７６９，４００円

馬連： ６６，３５８，５００円 馬単： ４７，０７０，９００円 ワイド： ２６，６３２，１００円

３連複： ７９，３２１，４００円 ３連単： １２２，３７９，１００円 計： ４２２，６１７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（２－４） ７５０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ４２０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� ５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２１６０３７ 的中 � ５９３０５（１番人気）
複勝票数 計 ３４４８２８ 的中 � ９９０２０（１番人気）� ４７８８８（３番人気）� ３８３６８（４番人気）
枠連票数 計 ２４７６９４ 的中 （２－４） ２４４４３（３番人気）
馬連票数 計 ６６３５８５ 的中 �� ６７０４６（１番人気）
馬単票数 計 ４７０７０９ 的中 �� ２８４５７（１番人気）
ワイド票数 計 ２６６３２１ 的中 �� ２０１４３（１番人気）�� １６０９５（３番人気）�� ６９４２（９番人気）
３連複票数 計 ７９３２１４ 的中 ��� ３１８９７（２番人気）
３連単票数 計１２２３７９１ 的中 ��� １６０７２（３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．６―１３．０―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．８―３５．４―４８．４―１：００．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ェ ル テ ュ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２００９．３．２２生 牝３鹿 母 ペイルローズ 母母 オレンジカラー １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスプリシラ号は，平成２４年２月８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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アポロズスピアー号・アンディタード号・エビスリラ号・カヒリ号・カペラ号・カミノフルハウス号・

スマイルキャッチャ号・セバスチャン号・チンタジャティー号・ハイウインド号・ホクレアポパイ号・
ホッコーリョウマ号・ポーポイズ号・ミスウィスコンシン号・ミッドナイトリバー号・ヤマノトライ号



０００１７ １月８日 晴 良 （２４中山１）第２日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０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

５１０� ダークマレイン 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-
ter Farm ４５２－ ２１：３５．１ ５．３�

４８ アポロドーロス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４８４－ ４ 〃 アタマ １３．１�
１２ キ ン ラ ン 牡３栗 ５６ 吉田 豊熊谷 貴之氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：３５．３１� ８．２�
１１ � ダディーズクール 牡３栗 ５６ 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 米 Ocala Stud ４６４－ ２ 〃 クビ １２．９�
６１１ ルミナススカイ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム ４６６＋ ６ 〃 ハナ ５．７�
８１６ キングズクエスト 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４５４＋ ２１：３５．４クビ ６５．６�
３６ マイネルスパイス 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 ４１６＋ ２ 〃 ハナ ３．５	
６１２ ジャッドマックス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�樽さゆり氏 伊藤 伸一 新ひだか 大滝 康晴 ４６６± ０１：３５．６１� ６１．３

７１４ マイネルプレジャー 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム ４８４＋ ６ 〃 クビ ２１９．５�
３５ ダイワアクシス 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４５４－ ４１：３５．７� ６．６�
２４ エメラルポケット 牝３鹿 ５４ 石橋 脩高橋 勉氏 土田 稔 新ひだか 坂本 春雄 ４３４＋１０１：３５．８	 ３４３．９
７１３ シュガーツヨシ 牡３鹿 ５６ 江田 照男横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新ひだか 谷藤 弘美 ４３４＋ ４ 〃 アタマ ２３１．６�
５９ ベルウッドブレット 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４７０－ ２１：３６．０１� １５６．３�
４７ トミケンアニマード 牝３鹿 ５４ 木幡 初広冨樫 賢二氏 和田正一郎 新ひだか 飯岡牧場 ４４２＋１０１：３６．２１� ２０４．９�
２３ コスモリトス 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 坂本 勝美 浦河 栄進牧場 ４５４＋ ４１：３６．３	 ８．１�
８１５ スマートミスティア 牝３鹿 ５４ 小島 太一大川 徹氏 小島 太 新冠 長浜牧場 ４１８＋１０１：３８．１大差 ４５０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，０９７，７００円 複勝： ５５，６１５，６００円 枠連： ２６，２３０，７００円

馬連： ８８，４９９，９００円 馬単： ５８，６７５，０００円 ワイド： ３７，４８４，６００円

３連複： １１１，７１８，７００円 ３連単： １７７，４７４，３００円 計： ５８１，７９６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２１０円 � ４４０円 � ３２０円 枠 連（４－５） ３，５９０円

馬 連 �� ３，３８０円 馬 単 �� ５，７２０円

ワ イ ド �� １，０８０円 �� ８８０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ９，３８０円 ３ 連 単 ��� ４９，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２６０９７７ 的中 � ３９０６７（２番人気）
複勝票数 計 ５５６１５６ 的中 � ８２８８３（２番人気）� ２９８０３（７番人気）� ４５０５８（６番人気）
枠連票数 計 ２６２３０７ 的中 （４－５） ５３９７（１５番人気）
馬連票数 計 ８８４９９９ 的中 �� １９３５３（１７番人気）
馬単票数 計 ５８６７５０ 的中 �� ７５７５（２８番人気）
ワイド票数 計 ３７４８４６ 的中 �� ８６３２（１６番人気）�� １０８０７（１１番人気）�� ５５４８（２４番人気）
３連複票数 計１１１７１８７ 的中 ��� ８７９６（３３番人気）
３連単票数 計１７７４７４３ 的中 ��� ２６４４（１７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．５―３５．３―４７．１―５９．２―１：１１．３―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９

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

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

勝馬の
紹 介

�ダークマレイン �
�
父 Sabmykaa �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．１０．１６ 東京８着

２００９．３．２０生 牝３鹿 母 Star Mullein 母母 Devil’s Needle ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※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 ベルシエロ号
（非抽選馬） ４頭 カンカラコモデケア号・クライマックス号・ブライトボーイ号・レインボーカムカム号

０００１８ １月８日 晴 良 （２４中山１）第２日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０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 ７，２００，０００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

４７ シャラントレディ 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４４６－ ２１：１２．５ ３．１�

５１０ ミシックトウショウ 牝４鹿 ５４ 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４４－ ４１：１２．６� ７．１�
５９ ウネントリッヒ 牝５栗 ５５ 大野 拓弥宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４６８＋ ８１：１２．７� ２０．７�
６１２ パシオンルージュ 牝４鹿 ５４ 武士沢友治吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４７８＋ ６１：１３．０２ ３．５�
３５ プ ロ ポ ー ズ 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成河村 祥史氏 鹿戸 雄一 浦河 吉田 又治 ４８０＋ ２１：１３．２１� １８．０�
１２ リ ズ モ ア 牝５鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ８１：１３．３クビ ６２．７	
２４ ナチュラルライツ 牝４栗 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８４＋１０１：１３．６１� ６３．５

４８ ホワイトアッシュ 牝４芦 ５４ 田中 博康布施 光章氏 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４４８－ ２ 〃 アタマ ２９８．８�
１１ フレンチミシル 牝４栗 ５４

５１ ▲平野 優�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４８６＋１６１：１３．７� ７．６�
７１４ コ コ ロ バ 牝４鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次�三嶋牧場 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 ４５２＋ ８１：１３．８� １７．２
２３ � トーアティアレ 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４５０－ ６１：１３．９� ３９７．６�
７１３ フュージョン 牝４芦 ５４ 江田 照男吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４６０－１６１：１４．０クビ ２２．５�
３６ � ガ イ ー ヌ 牝５栗 ５５ 丸田 恭介永田 和彦氏 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム ４２８＋ ６１：１４．４２� ２０１．５�
６１１� サンマルダンサー 牝４栗 ５４ 田中 勝春相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７６－ ２１：１５．２５ ２８７．１�
８１６ ホッコーマスタング 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４６４＋２４１：１５．５２ ２８．４�
８１５ オールドアメリカン 牝４黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム B４４４－１６１：２４．８大差 １１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，９９２，８００円 複勝： ４３，７１６，４００円 枠連： ２６，０３６，９００円

馬連： ８５，３７５，６００円 馬単： ５３，３８６，２００円 ワイド： ３４，６５６，８００円

３連複： ９６，４２２，４００円 ３連単： １５９，５７１，１００円 計： ５２６，１５８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ４８０円 枠 連（４－５） ７９０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，０７０円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� ５，７４０円 ３ 連 単 ��� ２１，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２６９９２８ 的中 � ６９８７７（１番人気）
複勝票数 計 ４３７１６４ 的中 � １０５２３５（１番人気）� ５３５１６（３番人気）� １７８４８（８番人気）
枠連票数 計 ２６０３６９ 的中 （４－５） ２４３４０（２番人気）
馬連票数 計 ８５３７５６ 的中 �� ６５４５５（２番人気）
馬単票数 計 ５３３８６２ 的中 �� ２８２７５（３番人気）
ワイド票数 計 ３４６５６８ 的中 �� ２０２４９（３番人気）�� ７８２９（１０番人気）�� ４４９０（２２番人気）
３連複票数 計 ９６４２２４ 的中 ��� １２４１６（１５番人気）
３連単票数 計１５９５７１１ 的中 ��� ５３８０（５０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．４―１２．５―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３４．０―４６．５―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャラントレディ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Olympio デビュー ２００９．１０．２５ 東京１着

２００７．２．８生 牝５黒鹿 母 コニャックレディ 母母 Carmanetta ６戦２勝 賞金 １７，５８０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オールドアメリカン号は，平成２４年２月８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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アテナブルー号・オメガブルーベリー号
（非抽選馬） ３頭 エイコオウイング号・セクシイスイート号・トレノローザ号



０００１９ １月８日 晴 良 （２４中山１）第２日 第７競走 ��
��２，４００�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

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

６８ アイアムイチバン 牡５芦 ５７ 蛯名 正義堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５０４± ０２：４０．０ ３．４�

７１０ ニ ー ロ 牡４黒鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次佐々木 勇氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５５４± ０２：４０．８５ １９．２�

８１２ ウエスタンブラボー 牡５青鹿５７ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４７８± ０ 〃 アタマ １８．１�
７１１ シベリアンファクト 牡５栗 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８４＋ ２２：４０．９� １２．５�
５７ ジャストザシーズン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４８６± ０２：４１．５３� ２．６�
６９ バ シ リ ク ス 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４８８－ ２２：４１．８１� ７．１�
１１ リネンタキシード 牡５青鹿５７ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５３０＋ ４２：４１．９クビ ５４．６�
２２ オリオンザアルファ 牡５黒鹿５７ 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４８２＋ ２ 〃 アタマ １３．７	
４４ イ キ ナ ヤ ツ 牡４栗 ５６ 木幡 初広北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４６６＋ ６ 〃 同着 ５２．１

３３ ジンデンバルト 牡５鹿 ５７ 丸山 元気黒岩統治郎氏 小西 一男 日高 富川牧場 ４７６－ ８２：４２．２２ ８．１�
８１３ デルマアプサラス 牝４鹿 ５４ 黛 弘人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４５８＋ ９２：４２．７３ １６５．９�
５６ 	 ハッピーデュランダ 牡５栗 ５７ 江田 照男岡田 勇氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 B４９２＋１８２：４３．９７ ２９１．５

（１２頭）
４５ 	 エイコオレジェンド 牡５黒鹿５７ 宮崎 北斗井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 ４９０＋１４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２５，１１５，３００円 複勝： ３９，９９２，２００円 枠連： ２４，８３８，７００円

馬連： ７２，３９８，７００円 馬単： ４９，０２８，８００円 ワイド： ３１，４０７，３００円

３連複： ８１，１０３，６００円 ３連単： １４９，８８９，０００円 計： ４７３，７７３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １８０円 � ７２０円 � ４４０円 枠 連（６－７） １，０８０円

馬 連 �� ４，７５０円 馬 単 �� ７，２７０円

ワ イ ド �� １，５２０円 �� １，１００円 �� ５，１８０円

３ 連 複 ��� ２１，５７０円 ３ 連 単 ��� ８６，４３０円

票 数

単勝票数 差引計 ２５１１５３（返還計 １３４０９） 的中 � ５８６３４（２番人気）
複勝票数 差引計 ３９９９２２（返還計 １７４６２） 的中 � ７３９９１（２番人気）� １２２５２（８番人気）� ２１７６３（７番人気）
枠連票数 差引計 ２４８３８７（返還計 ７９７） 的中 （６－７） １７０８２（２番人気）
馬連票数 差引計 ７２３９８７（返還計１１１１４０） 的中 �� １１２７２（１６番人気）
馬単票数 差引計 ４９０２８８（返還計 ７４１１３） 的中 �� ４９７９（２４番人気）
ワイド票数 差引計 ３１４０７３（返還計 ３９７６７） 的中 �� ５１２０（１７番人気）�� ７２３３（１２番人気）�� １４４８（３８番人気）
３連複票数 差引計 ８１１０３６（返還計２１７３４８） 的中 ��� ２７７６（５６番人気）
３連単票数 差引計１４９８８９０（返還計４０４３１３） 的中 ��� １２８０（２２３番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．２―１３．９―１４．８―１４．９―１４．０―１３．５―１３．０―１２．４―１２．６―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．２―２５．４―３９．３―５４．１―１：０９．０―１：２３．０―１：３６．５―１：４９．５―２：０１．９―２：１４．５―２：２６．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイアムイチバン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２０ 中山１着

２００７．３．６生 牡５芦 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ １９戦３勝 賞金 ３４，３５０，０００円
〔競走除外〕 エイコオレジェンド号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。

０００２０ １月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４中山１）第２日 第８競走 ��３，２００�

なかやましんしゅん

中山新春ジャンプステークス
発走１３時４０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード３：３１．０良・良

７１１ トーセンオーパス �６鹿 ６０ 山本 康志島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ２３：３４．６ ６．５�

５７ サトノバロン �６黒鹿６０ 横山 義行里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５２２＋ ４３：３４．７� １．８�
２２ ハ ク サ ン 牡６黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４４０± ０３：３５．５５ １３．７�
８１２ スタールーセント 牡７黒鹿６０ 平沢 健治浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 福岡 光夫 ４９２－ ２３：３５．６クビ ８１．４�
８１３� クリノテンペスタ 牡５栗 ６０ 金子 光希栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４８０＋ ２３：３６．６６ ２２３．７�
６９ � エーシンマイトップ 牡６栗 ６０ 西谷 誠�栄進堂 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ５００＋ ６３：３６．８１	 ４．３	
１１ � トップモンジュー 牡８鹿 ６０ 高田 潤横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park

Stud Ltd ４４０＋ ２３：３７．６５ １５．６

５６ セ イ エ イ 牡４栗 ５９ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ５２２＋ ６ 〃 アタマ ２９７．０�
６８ ボストンプラチナ 牡５青鹿６０ 穂苅 寿彦ボストンホース� 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４６４＋１４３：３８．３４ ２９．１�
７１０ イージーウイン 牡５鹿 ６０ 草野 太郎田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 畠山牧場 ４５０＋ ２３：４０．７大差 ２２５．０
３３ � リワードクラウン 牡５栗 ６０ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ５０６＋ ６３：４０．８クビ １６．１�
４５ モリノミヤコ 牡１０黒鹿６０ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４８４＋１０３：４５．０大差 ４０．１�
４４ シンボリプロキオン 牡９栗 ６０ 江田 勇亮シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５３２＋１６ （競走中止） ８０．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，５８１，８００円 複勝： ３８，９６７，７００円 枠連： ２３，６９９，１００円

馬連： ７５，３２５，８００円 馬単： ６０，１１５，８００円 ワイド： ３０，４３６，２００円

３連複： ９９，２６９，７００円 ３連単： ２２２，３９５，８００円 計： ５７７，７９１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ２７０円 枠 連（５－７） ５３０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� １，１３０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ２，５００円 ３ 連 単 ��� １２，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２７５８１８ 的中 � ３３４６５（３番人気）
複勝票数 計 ３８９６７７ 的中 � ５２０２８（３番人気）� １５６７４３（１番人気）� ２３８６１（５番人気）
枠連票数 計 ２３６９９１ 的中 （５－７） ３３０１５（２番人気）
馬連票数 計 ７５３２５８ 的中 �� １０５４７５（２番人気）
馬単票数 計 ６０１１５８ 的中 �� ２９５５６（４番人気）
ワイド票数 計 ３０４３６２ 的中 �� ３１８５６（２番人気）�� ５９２６（１６番人気）�� １４２５１（５番人気）
３連複票数 計 ９９２６９７ 的中 ��� ２９３２９（８番人気）
３連単票数 計２２２３９５８ 的中 ��� １３１４８（３１番人気）

上り １マイル １：４８．１ ４F ５３．１－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンオーパス �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 アレミロード デビュー ２００８．８．１０ 新潟６着

２００６．５．２生 �６鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ 障害：３戦２勝 賞金 ２３，６８７，０００円
〔競走中止〕 シンボリプロキオン号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



０００２１ １月８日 晴 良 （２４中山１）第２日 第９競走 ��
��２，０００�

か ん ち く

寒 竹 賞
発走１４時１５分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

５９ メイショウカドマツ 牡３栗 ５６ 中舘 英二松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５２０－ ４２：０１．６ ７．７�

５８ ジョングルール 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０６－ ４２：０２．０２� ３．７�
４６ セコンドピアット 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４５０－ ４２：０２．１� ５．７�
７１２� ステルミナート 牡３芦 ５６ 村田 一誠�辻牧場 田中 剛 浦河 辻 牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ５３．７�
１１ マイネルディーン 牡３青 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 ４４４＋ ８ 〃 クビ ７．２�
２２ リアルフレア 牡３栗 ５６ 柴田 善臣吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５８± ０２：０２．３１� ７．７	
３４ キープビリービング 牡３黒鹿５６ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４８０＋１６ 〃 ハナ １９７．３

６１１ アドマイヤリリーフ 牡３青鹿５６ 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋１０ 〃 クビ １５．８�
８１４ スプリングピース 牡３栗 ５６ 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４７６－ ６２：０２．５１ ５５．０�
４７ シンボリスウィフト 牡３黒鹿５６ 木幡 初広シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ２３８．７
７１３ ブライアンズオーラ 牡３鹿 ５６ 田中 博康嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 ４７６－ ２２：０２．６	 ２２．２�
６１０ ヒシマーベラス 牝３青 ５４ 吉田 隼人阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４７０－ ６２：０３．０２� ８１．５�
２３ ミステリーコード 牡３黒鹿５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４２：０３．１	 ４．３�
３５ コスモパルダ 牡３青鹿５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋ ２２：０３．４１	 １５９．７�
８１５� キングクリチャン 牡３栗 ５６ 丸山 元気栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４７４－ ６２：０３．７１	 ４０５．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４６，５２７，１００円 複勝： ７５，６６６，７００円 枠連： ４３，６２６，４００円

馬連： １６７，７３０，９００円 馬単： １００，０５７，８００円 ワイド： ５４，１２２，４００円

３連複： １８１，３５２，１００円 ３連単： ３２７，４８６，０００円 計： ９９６，５６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２３０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（５－５） １，６４０円

馬 連 �� １，６７０円 馬 単 �� ４，１９０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ６２０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，８７０円 ３ 連 単 ��� ２２，７２０円

票 数

単勝票数 計 ４６５２７１ 的中 � ４８１７５（５番人気）
複勝票数 計 ７５６６６７ 的中 � ７８５４４（６番人気）� １２９１６５（１番人気）� １１９９４８（３番人気）
枠連票数 計 ４３６２６４ 的中 （５－５） １９６８１（８番人気）
馬連票数 計１６７７３０９ 的中 �� ７４４８１（８番人気）
馬単票数 計１０００５７８ 的中 �� １７６５４（２０番人気）
ワイド票数 計 ５４１２２４ 的中 �� １９３０２（１０番人気）�� ２１５９９（７番人気）�� ２７９３７（２番人気）
３連複票数 計１８１３５２１ 的中 ��� ４６７７５（９番人気）
３連単票数 計３２７４８６０ 的中 ��� １０６３９（８５番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１２．９―１２．２―１２．５―１２．０―１２．２―１２．０―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．７―３６．６―４８．８―１：０１．３―１：１３．３―１：２５．５―１：３７．５―１：４９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウカドマツ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S. デビュー ２０１１．７．２３ 新潟１２着

２００９．４．２５生 牡３栗 母 アルペンローズ 母母 Amizette ７戦２勝 賞金 ２３，０２２，０００円

０００２２ １月８日 晴 良 （２４中山１）第２日 第１０競走 ��
��２，５００�

げいしゅん

迎春ステークス
発走１４時５０分 （芝・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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

１１ コスモロビン 牡４鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 ５２６＋ ２２：３３．０ ３．８�

７１０� ウォークラウン 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen
Associates ５２２＋ ２ 〃 クビ ６．９�

８１１ メイショウドンタク 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 ５０２± ０ 〃 ハナ ３．５�
５６ ト パ ン ガ 牡６青鹿５７ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９４＋１２２：３３．２１� ３７．５�
８１２ フェニコーン 牡８黒鹿５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 小桧山 悟 門別 下河辺牧場 ５１２＋ ６２：３３．３クビ １３．５�
７９ サイモントルナーレ 牡６栗 ５７ 石橋 脩澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４６６＋１６ 〃 ハナ ８８．４	
２２ トウカイオーロラ 牡５黒鹿５７ 大庭 和弥内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ６．８

４４ マイネソルシエール 牝４栗 ５４ 津村 明秀 �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 ４６８＋ ８２：３３．４	 ３３．７�
６８ ドリームセーリング 牡５栗 ５７ 荻野 琢真セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋ ６ 〃 アタマ ８．３�
５５ コスモラピュタ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ６２：３３．６１ ８．１
３３ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡７黒鹿５７ 武士沢友治村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４７０＋ ４２：３３．９１	 ９５．７�
６７ � レ ン デ ィ ル 
６芦 ５７ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart

Trading Ltd B４９４＋ ４２：３５．８大差 ４５．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４１，７３１，４００円 複勝： ６４，５４０，１００円 枠連： ４０，５３１，７００円

馬連： １８５，７７８，２００円 馬単： １０３，９９０，５００円 ワイド： ５７，９２１，０００円

３連複： １９７，３７０，１００円 ３連単： ３７８，９６３，９００円 計： １，０７０，８２６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（１－７） １，５２０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ２５０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 ��� １０，０９０円

票 数

単勝票数 計 ４１７３１４ 的中 � ８７５２６（２番人気）
複勝票数 計 ６４５４０１ 的中 � １２５２４８（２番人気）� ６９７５０（４番人気）� １４０１４２（１番人気）
枠連票数 計 ４０５３１７ 的中 （１－７） １９６８９（８番人気）
馬連票数 計１８５７７８２ 的中 �� ７７２６３（８番人気）
馬単票数 計１０３９９０５ 的中 �� ２７０４１（１１番人気）
ワイド票数 計 ５７９２１０ 的中 �� ２５４９６（６番人気）�� ６５２３４（１番人気）�� ３１７３８（３番人気）
３連複票数 計１９７３７０１ 的中 ��� ９４５０９（３番人気）
３連単票数 計３７８９６３９ 的中 ��� ２７７３４（１９番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．０―１１．８―１２．５―１２．３―１３．５―１２．３―１２．３―１１．９―１２．０―１２．２―１１．７―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１８．１―２９．９―４２．４―５４．７―１：０８．２―１：２０．５―１：３２．８―１：４４．７―１：５６．７―２：０８．９―２：２０．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモロビン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．９．２０ 札幌１１着

２００８．５．２８生 牡４鹿 母 ティーアイディップ 母母 シ ェ ー マ １２戦４勝 賞金 ５７，０１５，０００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 エドノヤマト号・ドリームノクターン号・ヒシパーフェクト号

２レース目



０００２３ １月８日 晴 良 （２４中山１）第２日 第１１競走 ��
��１，２００�ジャニュアリーステークス

発走１５時２５分 （ダート・右）

４歳以上，２３．１．８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
賞 品

本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３５ ティアップワイルド 牡６栗 ５７．５ 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５３４± ０１：１０．０ ２．３�

３６ ゼンノベラーノ 牡５鹿 ５４ 北村 宏司大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５３８＋１２１：１０．１� ７．０�
７１４ レディルージュ 牝６青鹿５４ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム B４５４＋ ４１：１０．３１� ６．４�
８１６ クリスタルボーイ 牡５芦 ５５ 蛯名 正義ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ５０６＋１０１：１０．４クビ １０．６�
２４ アーリーロブスト 牡６鹿 ５７ 中舘 英二�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５０８－ ２１：１０．５� ３４．１�
５９ ブライトアイザック 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ５１０＋１６１：１０．７� ２６．８	
６１１ サウンドアクシス 牡６栗 ５５ 田中 勝春 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ６ 〃 クビ １７．４

４７ � エベレストオー 牡５鹿 ５４ 三浦 皇成栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B５０４＋ ４１：１０．８クビ ９．５�
７１３� ジーエスライカー 牡５鹿 ５５ 吉田 豊原 司郎氏 角田 晃一 浦河 多田 善弘 ５１８＋３４１：１１．０１� ４０．２�
１１ � ピースオブパワー 牡６青鹿５５ 津村 明秀田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ５０２＋ ４１：１１．１クビ ２３９．１
４８ デュアルスウォード 牡４黒鹿５４ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４ 〃 アタマ １３．９�
１２ 	 アースサウンド 牝５栗 ５４ 田中 博康 �グリーンファーム 和田 正道 米 Fair Way

Equine, LLC B４９２＋ ８ 〃 クビ ８４．０�
８１５ ア ナ モ リ 牝７鹿 ５２ 丸山 元気鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４３８－ ２１：１１．２クビ ２１．０�
５１０	 グランドラッチ 牡７鹿 ５５ 丹内 祐次加藤 守氏 中竹 和也 米

Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

５７８＋１２１：１１．３� ２１７．６�
２３ ファイナルスコアー 牡７栗 ５５ 江田 照男 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B５０２＋２４１：１１．４� ４５．２�
６１２� ダイワマックワン 牡７鹿 ５３ 柴田 大知大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：１１．７１� １０８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８６，４６４，５００円 複勝： １３４，３０４，３００円 枠連： １２０，２３２，１００円

馬連： ４７９，６８５，１００円 馬単： ２６４，３７８，７００円 ワイド： １３２，５９１，８００円

３連複： ５７５，３６２，２００円 ３連単： １，１１３，１１２，５００円 計： ２，９０６，１３１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（３－３） ８１０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ３００円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� ４，７３０円

票 数

単勝票数 計 ８６４６４５ 的中 � ３０４１９０（１番人気）
複勝票数 計１３４３０４３ 的中 � ４２８５７０（１番人気）� １５７２２１（３番人気）� １８４６０９（２番人気）
枠連票数 計１２０２３２１ 的中 （３－３） １１０７３８（４番人気）
馬連票数 計４７９６８５１ 的中 �� ４５０２４９（２番人気）
馬単票数 計２６４３７８７ 的中 �� １５８９６７（２番人気）
ワイド票数 計１３２５９１８ 的中 �� １０１５８８（２番人気）�� １２０１７９（１番人気）�� ４６２９３（５番人気）
３連複票数 計５７５３６２２ 的中 ��� ２９７１１７（１番人気）
３連単票数 計１１１３１１２５ 的中 ��� １７３７７５（２番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．３―１１．３―１１．９―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．０―３３．３―４５．２―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．７
３ ４（１３，１６）（６，５）（１４，９）１（３，８，１２）２（７，１０，１５）１１ ４ ４（１３，１６）（６，５）（１４，９）１（３，８）（２，１２）（７，１０，１５）１１

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６栗 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド ２５戦８勝 賞金 １８１，７６６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔その他〕 ジーエスライカー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジーエスライカー号は，平成２４年２月８日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アドバンスウェイ号・インオラリオ号・エアマックール号・フライングアップル号・マルカベンチャー号

０００２４ １月８日 晴 良 （２４中山１）第２日 第１２競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時００分 （芝・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

１：５８．２
１：５６．１

良

良

７１３ トランスワープ �７鹿 ５７ 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５３６＋ ６２：００．３ ４．３�

６１０ イ チ ブ ン 牡５青鹿５７ 柴田 善臣山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 ４９８＋ ４２：００．８３ ６．６�
８１５ サトノエンペラー 牡６鹿 ５７ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９４－ ２ 〃 アタマ ７．２�
３４ ヒールゼアハーツ 牡４栗 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５０２± ０２：００．９クビ ４．０�
８１４� クラレットジャグ �７鹿 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ４２：０１．２１	 ６．９�
２３ マイネルグート 牡５鹿 ５７ 柴田 大知 �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－ ２２：０１．４１
 ５．８	
１１ ラークキャロル 牝６鹿 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４１８＋ ４２：０１．６１
 １５．３

４６ ロイヤルダリア 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５３２－ ４ 〃 ハナ ７８．４�
５９ シンボリカージナル 牡６鹿 ５７ 江田 照男シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４９４± ０ 〃 ハナ １２４．６�
７１２ マイネルナロッサ 牝５黒鹿５５ 中谷 雄太 �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 ４６６± ０ 〃 アタマ ２８５．４
６１１ クロカンブッシュ 牝８鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次青芝商事� 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ６２：０１．８１
 １６７．４�
４７ ギムレットアイ 牡７鹿 ５７ 石神 深一小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４６８＋ ４２：０１．９� ３７６．９�
２２ � メイショウサミット 牡６鹿 ５７ 中舘 英二松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 ５２０－２４２：０２．２１	 ２８．１�
３５ コスモセンシティブ 牡４黒鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４６６＋１２２：０２．４１
 ５２．４�
５８ マルラニビスティー 牝６鹿 ５５ 丸山 元気備前島敏子氏 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム B４５８－ ２２：０４．６大差 ７６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４８，９６５，８００円 複勝： ７４，４６６，７００円 枠連： ４７，８６８，９００円

馬連： １８０，１３４，０００円 馬単： １００，００９，４００円 ワイド： ５９，４４２，４００円

３連複： １９７，７５２，６００円 ３連単： ３９３，８６５，２００円 計： １，１０２，５０５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � ２６０円 枠 連（６－７） １，２１０円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� ２，４７０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ７１０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ３，９２０円 ３ 連 単 ��� １４，９９０円

票 数

単勝票数 計 ４８９６５８ 的中 � ９０５２３（２番人気）
複勝票数 計 ７４４６６７ 的中 � １３４８２８（２番人気）� ９５４２６（４番人気）� ６７９２８（６番人気）
枠連票数 計 ４７８６８９ 的中 （６－７） ２９３１６（７番人気）
馬連票数 計１８０１３４０ 的中 �� １０４７４２（５番人気）
馬単票数 計１００００９４ 的中 �� ２９９７４（７番人気）
ワイド票数 計 ５９４４２４ 的中 �� ２６３８２（６番人気）�� ２０８６１（９番人気）�� １３２１８（１４番人気）
３連複票数 計１９７７５２６ 的中 ��� ３７３１３（１４番人気）
３連単票数 計３９３８６５２ 的中 ��� １９３９９（４５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１３．４―１２．７―１１．８―１１．０―１２．１―１２．２―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３７．０―４９．７―１：０１．５―１：１２．５―１：２４．６―１：３６．８―１：４８．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トランスワープ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００８．６．８ 東京３着

２００５．３．７生 �７鹿 母 ボンヌシャンス 母母 マツクホープ １５戦４勝 賞金 ６０，４３６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※ギムレットアイ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（２４中山１）第２日 １月８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 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

２１２，５６０，０００円
２，０８０，０００円
７，３５０，０００円
１，９７０，０００円
１９，３１０，０００円
６１，６９２，０００円
５，２５４，６００円
１，７０８，８００円

勝馬投票券売得金
４２２，１３８，６００円
７０３，３２３，０００円
４３７，６３８，２００円
１，６０６，２８４，７００円
９８７，１６４，１００円
５５４，９６５，１００円
１，８８４，３０４，４００円
３，４８３，２３１，５００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 １０，０７９，０４９，６００円

総入場人員 ３３，３２０名 （有料入場人員 ３０，２４９名）


