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０５００１ ２月２５日 雨 不良 （２４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１５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

１２ ディアジーローズ 牝３青 ５４ 後藤 浩輝ディアレスト 田村 康仁 新ひだか タイヘイ牧場 ４３０－ ２１：１２．２ １．８�

５９ スフィンクス 牝３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 ４３８－ ６１：１２．８３� ５．８�

６１１ カーラノーチェ 牝３黒鹿５４ 伊藤 直人�日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム ４６６－ ２１：１３．０１� １４．９�
１１ エ ゾ ム サ シ 牡３青鹿５６ 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 ４６６＋ ４１：１３．１� ２１．０�
６１２ ダ イ ゴ ミ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ４５６－ ８１：１３．３１ １５３．７�
３５ フ ィ ア レ ス 牝３栗 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４２± ０１：１３．６２ １１．２�
２３ ソーラーインパルス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘吉田 和美氏 新開 幸一 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５１６＋１６ 〃 ハナ ５．９	
５１０ サエッターレ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥岡田 壮史氏 栗田 徹 浦河 林 孝輝 ４２４－ ６１：１３．７� １７１．６

３６ ガウディシチー 牡３芦 ５６ 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 根本 康広 むかわ 市川牧場 ４３０＋ ８１：１３．８クビ ５０．１�
７１３ ゼンノオウショウ 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介大迫久美子氏 武市 康男 新ひだか 米田 和子 ４３６－ ８１：１３．９� １６．０
２４ タケショウロード 牝３栗 ５４ 柴田 善臣�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ４３０－ ４１：１４．０� ５０．８�
８１６ キングブラヴィシモ 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ５０２＋ ６１：１４．５３ １２１．２�
４８ ヒシダンカン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット B４５０＋ ２１：１４．７１� ９８．２�
８１５ カシマフローラル 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗�カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 ４１８＋１０１：１５．３３� １７４．５�
７１４ チクシタイショウ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎木稲 安則氏 嶋田 潤 新冠 木稲牧場 ４３４＋ ８１：１５．４� ３１５．０�
４７ デルマライジン 牡３青鹿５６ 武士沢友治浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４２２ ― 〃 クビ １９８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，５８０，６００円 複勝： ５７，９６０，５００円 枠連： １５，２２６，４００円

馬連： ６２，０８１，８００円 馬単： ４５，８７０，０００円 ワイド： ３０，２２２，２００円

３連複： ８３，３９６，２００円 ３連単： １５３，４２７，７００円 計： ４７４，７６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（１－５） ４６０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ４９０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ４，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２６５８０６ 的中 � １１９８７９（１番人気）
複勝票数 計 ５７９６０５ 的中 � ２８３０２４（１番人気）� ８３６６５（２番人気）� ３０３４１（５番人気）
枠連票数 計 １５２２６４ 的中 （１－５） ２４５５４（２番人気）
馬連票数 計 ６２０８１８ 的中 �� ９２６５６（１番人気）
馬単票数 計 ４５８７００ 的中 �� ４１３４２（１番人気）
ワイド票数 計 ３０２２２２ 的中 �� ４４７２４（１番人気）�� １４１９８（４番人気）�� ８７４４（１０番人気）
３連複票数 計 ８３３９６２ 的中 ��� ３７９３４（４番人気）
３連単票数 計１５３４２７７ 的中 ��� ２４３４９（７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１２．５―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．７―４７．２―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアジーローズ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．６．２６ 函館２着

２００９．１．２６生 牝３青 母 セイカシリアス 母母 サンデーズシス ６戦１勝 賞金 １５，１００，０００円
〔発走状況〕 カシマフローラル号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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 ズームイン号・ダイメイサンジ号・ダイワロード号・パシステント号

０５００２ ２月２５日 雨 不良 （２４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４５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

４８ アポロマーベリック 牡３鹿 ５６ 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 ５０８－１０１：５４．０ ３．４�

２３ アースワンドリーム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 新ひだか 長手 猛 ４８４± ０１：５５．０６ ３１．２�
７１３ ダイワプライム 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５０４－ ８１：５５．３１� ２．８�
３６ インパルション 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 ４６８－ ４１：５６．３６ ８２．０�
２４ シャイボーイ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊松田 整二氏 田島 俊明 平取 びらとり牧場 ４８４＋ ６１：５６．４� ８．５�
１１ ナウンステージ 牡３黒鹿５６ 津村 明秀佐藤 守宏氏 松山 康久 新冠 芳住 革二 ４８２－１０１：５６．６１� １０．８�
６１１ ニューアルゴノーツ 牡３青鹿５６ 武士沢友治釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７４－１１ 〃 アタマ １６７．０�
８１５ ゴ メ ン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４４２－ ４１：５６．７クビ ２５．０	
３５ トーセンアゲイン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士島川 
哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ
スティファーム ４８０± ０ 〃 クビ １８０．９�

７１４ シルバードラゴン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気窪田 芳郎氏 牧 光二 青森 オオタ牧場 ５１６＋ ２１：５７．２３ ２３．８�
１２ リズムディヴァイン 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 サンデーレーシング 栗田 博憲 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ４１：５７．３� ２０．６�
８１６ ハリファックス 牡３芦 ５６ 三浦 皇成 社台レースホース伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５０６＋ ６１：５７．６１� ５７．３�
５１０ ハシルヨアニキ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次田中 幹雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４９６－ ４１：５７．８１ １６．７�
６１２ エーブゴードン 牡３青 ５６ 柴田 善臣 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか 静内酒井牧場 ４３６＋ ２１：５７．９クビ ２６．２�
４７ 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 ４２４－１０ 〃 ハナ ２０．４�
５９ 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 ４９０＋ １１：５８．６４ ２６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０３７，８００円 複勝： ３４，６５２，３００円 枠連： １７，６６１，５００円

馬連： ５４，８６０，８００円 馬単： ３７，０５２，２００円 ワイド： ２５，７７１，０００円

３連複： ７３，５０５，７００円 ３連単： １１３，０４８，３００円 計： ３７６，５８９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ６３０円 � １４０円 枠 連（２－４） ９３０円

馬 連 �� ４，９７０円 馬 単 �� ７，６６０円

ワ イ ド �� １，４６０円 �� ２３０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ４，１２０円 ３ 連 単 ��� ３１，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２００３７８ 的中 � ４７１２０（２番人気）
複勝票数 計 ３４６５２３ 的中 � ７２６８７（２番人気）� ９１８４（１１番人気）� ８４１２４（１番人気）
枠連票数 計 １７６６１５ 的中 （２－４） １４１５６（４番人気）
馬連票数 計 ５４８６０８ 的中 �� ８１５６（１９番人気）
馬単票数 計 ３７０５２２ 的中 �� ３５７２（２８番人気）
ワイド票数 計 ２５７７１０ 的中 �� ３８０４（２０番人気）�� ３５１９３（１番人気）�� ４６１０（１４番人気）
３連複票数 計 ７３５０５７ 的中 ��� １３１９７（９番人気）
３連単票数 計１１３０４８３ 的中 ��� ２６５０（７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．０―５０．０―１：０２．５―１：１５．０―１：２８．０―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３９．０
１
３
８，１６－（４，９）７（５，１０）（６，１１）（１，１２）（３，１５）－２，１４，１３
８，１６，４，９（５，７）６（１，３，１０）（１１，１５）（１２，１３）２，１４

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

勝馬の
紹 介

アポロマーベリック �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１１．１１．２６ 東京７着

２００９．４．１５生 牡３鹿 母 オメガファスター 母母 フ ァ ス タ ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 トーセンアゲイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

第２回 中山競馬 第１日



０５００３ ２月２５日 雨 不良 （２４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１５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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１３ パーフェクトダイヤ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義青山 洋一氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 ４８２ ―１：５７．５ ３．８�

２４ キネオアイアン 牡３栗 ５６ 藤岡 康太ジャパンフードビジネス� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ５０６ ―１：５７．６� ２５．３�
４７ パ ス テ ィ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 吉田 又治 ４６０ ―１：５８．０２� ７．６�
４８ サクラウィンビート 牡３鹿 ５６ 丸山 元気�さくらコマース牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ５１６ ―１：５８．１� ６．９�
３５ リアライズクレア 牝３栗 ５４ 内田 博幸工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５３２ ―１：５８．３１� ２．３�
５９ シーキングザローズ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次青山 洋一氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４８４ ―１：５９．０４ １４．５�
３６ トゥザパールスター 牝３黒鹿５４ 草野 太郎石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 野坂牧場 ３６８ ―１：５９．２１� １５８．４	
６１２ フルールドセリジェ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢野 英一 浦河 宮内牧場 ４５４ ―１：５９．４１� ５４．０

６１１ ヴィアフェラータ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一下河邉 博氏 粕谷 昌央 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４８４ ―２：００．０３� ３７．７�
７１４ サンマルジャパン 牡３栗 ５６ 小林 淳一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 忠 ４７２ ―２：００．１� １１３．８�
１１ クールブランカ 牡３芦 ５６ 鈴来 直人川上 哲司氏 矢野 英一 日高 長田ファーム ４６０ ―２：００．６３ ８７．０
８１５ ト ラ 牡３鹿 ５６ 田中 健石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 漆原 一也 ４９０ ―２：００．７� ６８．０�
２３ ゴールドルーキー 牡３栗 ５６ 木幡 初広居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ５０６ ―２：０１．０２ ２８．６�
８１６ スーパーピロボール 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４１４ ―２：０１．３１� ８３．８�
５１０ ライトマキシマム 牝３黒鹿５４ 黛 弘人保谷フミ子氏 奥平 雅士 新冠 守矢牧場 ４９４ ―２：０３．０大差 １７１．０�
１２ スカイアクセス 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 ５２４ ―２：０５．９大差 ３２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８９３，５００円 複勝： ３１，７５０，０００円 枠連： １７，０３０，５００円

馬連： ４９，５０５，５００円 馬単： ３６，３７５，９００円 ワイド： ２１，７９１，２００円

３連複： ６２，２７０，７００円 ３連単： １０５，１３２，７００円 計： ３４２，７５０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １９０円 � ５９０円 � ２４０円 枠 連（２－７） ２，４９０円

馬 連 �� ５，３９０円 馬 単 �� ９，７１０円

ワ イ ド �� １，４２０円 �� ５８０円 �� ２，４４０円

３ 連 複 ��� １１，２９０円 ３ 連 単 ��� ７０，９３０円

票 数

単勝票数 計 １８８９３５ 的中 � ３９６３５（２番人気）
複勝票数 計 ３１７５００ 的中 � ５４６４２（２番人気）� １１４１６（７番人気）� ３５８５３（３番人気）
枠連票数 計 １７０３０５ 的中 （２－７） ５０５０（１０番人気）
馬連票数 計 ４９５０５５ 的中 �� ６７８８（１６番人気）
馬単票数 計 ３６３７５９ 的中 �� ２７６７（２８番人気）
ワイド票数 計 ２１７９１２ 的中 �� ３７０５（１４番人気）�� ９８７５（５番人気）�� ２１０６（２５番人気）
３連複票数 計 ６２２７０７ 的中 ��� ４０７１（３５番人気）
３連単票数 計１０５１３２７ 的中 ��� １０９４（１８１番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．０―１３．４―１３．４―１２．５―１２．９―１３．６―１３．３―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．９―３８．３―５１．７―１：０４．２―１：１７．１―１：３０．７―１：４４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．３―３F４０．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

パーフェクトダイヤ �
�
父 シーキングザダイヤ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

２００９．５．７生 牡３青鹿 母 カンビセカイ 母母 ダウンライトオールライト １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔その他〕 スカイアクセス号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「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２５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２５頭 アキノアポロ号・アサクサマジック号・ヴィガネッラ号・エンギロティタ号・オマエニホレタ号・

オメガロードショー号・カネトシミント号・キネオスパーク号・キングユウヤ号・グランラファル号・
サフィニアート号・ショウナンワヒネ号・タケデンサイレント号・ドリームスパート号・トーセンアスカ号・
トーセンコールミー号・ヒロノシラユキ号・ブルースイショウ号・ブードゥーロア号・ボルドレ号・
マウントゼンノエ号・ヨシールストーム号・ラッセルフット号・リブストロング号・レッドマリー号

０５００４ ２月２５日 曇
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（２４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４５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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

２２ コスモソユーズ 牡４栗 ５９ 平沢 健治 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ４９８＋ ２３：２１．４ ３．４�

７１１ トウシンボルト 牡５黒鹿６０ 中村 将之�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８８－１４ 〃 アタマ ６．２�
４６ � ロックバルーン 牡７栗 ６０ 横山 義行 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch

Bages Ltd ４８２＋ ６３：２１．６１� ６．９�
５８ 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 ５２６± ０３：２１．７� ７．５�
４５ ケミカルチェンジ �４青鹿５９ 穂苅 寿彦 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４９６－ ２３：２１．８� ５．９�
６９ 	 モエレジンダイコ 牡７栗 ６０

５７ ▲小野寺祐太坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ４８６＋ ６３：２３．１８ ３４．９	
１１ 	 ホウザンドラゴン �６青鹿６０ 山本 康志加藤 豊三氏 菊沢 隆徳 むかわ 清水ファーム ５００± ０３：２３．２クビ ６．２

５７ 	 シャコームサシ 牡５鹿 ６０ 蓑島 靖典江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５５４＋１６３：２３．９４ １０６．３�
３４ ファートゥム �８栗 ６０ 大庭 和弥田上 雅春氏 矢野 照正 静内 岡田スタツド ４６８＋２２３：２４．０� １６．３�
６１０	 シ テ ィ オ 牝５鹿 ５８ 草野 太郎伊達 敏明氏 田中 剛 日高 サンシャイン

牧場 ４５２± ０３：２４．１
 １１７．５
３３ スマイルフォンテン 牝４栗 ５７ 大江原 圭吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４７６＋１６３：２４．２� １１７．３�
８１４ フジマサエンパイア 牡４栗 ５９ 石神 深一藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 ４８６＋１２３：２４．６２� ２１．４�
８１３	 ベニバナセンプー 牡４鹿 ５９ 金子 光希飯田 正剛氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ５０２＋２８３：２５．６６ ９８．０�
７１２ リリースバージョン 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム ４８６± ０３：２８．０大差 ４６．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，５２５，４００円 複勝： ２５，１３０，０００円 枠連： １５，０１１，６００円

馬連： ４６，５５８，８００円 馬単： ３１，７５４，２００円 ワイド： １８，６６８，１００円

３連複： ６４，４０９，９００円 ３連単： １０４，０３０，４００円 計： ３２１，０８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ２３０円 枠 連（２－７） １，１２０円

馬 連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，０６０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ６６０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ３，４３０円 ３ 連 単 ��� １５，２６０円

票 数

単勝票数 計 １５５２５４ 的中 � ３６５５８（１番人気）
複勝票数 計 ２５１３００ 的中 � ５６２８４（１番人気）� ３３８４７（３番人気）� ２５１９２（６番人気）
枠連票数 計 １５０１１６ 的中 （２－７） ９９６３（４番人気）
馬連票数 計 ４６５５８８ 的中 �� ２９３７２（３番人気）
馬単票数 計 ３１７５４２ 的中 �� １１４２６（３番人気）
ワイド票数 計 １８６６８１ 的中 �� １０５９５（３番人気）�� ６９３６（９番人気）�� ４７６７（１３番人気）
３連複票数 計 ６４４０９９ 的中 ��� １３８６７（１１番人気）
３連単票数 計１０４０３０４ 的中 ��� ５０３２（３８番人気）

上り １マイル １：５２．９ ４F ５３．４－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

コスモソユーズ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２０１０．７．１１ 福島６着

２００８．５．８生 牡４栗 母 ギンガノユメ 母母 ホリールード 障害：２戦１勝 賞金 ８，８００，０００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。
（非当選馬） １頭 シャトルベクター号



０５００５ ２月２５日 曇 不良 （２４中山２）第１日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５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

５９ 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 ４６４± ０２：０６．０ １．９�

１２ ロジサンデー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 ４６６－ ８２：０６．７４ ５．５�
６１２ マジックポスト 牡３青鹿５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新ひだか 福岡 清 ４４８－ ２２：０６．９１� ２０．６�
１１ コスモアウリンコ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �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 B４５２＋ ４２：０７．２２ １７．１�
４８ アルフェロア 牡３青鹿５６ 吉田 豊吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４２：０７．３クビ ７．１�
２３ ソ ン サ ン 牡３芦 ５６ 三浦 皇成林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６２：０８．３６ １９．１�
８１６ マイネルヴェリタス 牡３栗 ５６ 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 荻伏三好フ
アーム ４８８－ ２ 〃 ハナ ６．８


２４ ローレルレーロ 牡３栗 ５６ 丸田 恭介 	ローレルレーシング 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４７６＋ ８２：０８．４� ８９．１�
３６ トミケンアニマード 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太冨樫 賢二氏 和田正一郎 新ひだか 飯岡牧場 ４４６＋ ４２：０８．６１� １１１．３�
４７ ミヤコデラックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 ４４８－ ６ 〃 ハナ ２６４．３
３５ ガルチデフィート 牡３栗 ５６ 中谷 雄太スリースターズレーシング 松山 将樹 浦河 平成ファーム ４５０＋ ６２：０８．７クビ ２２１．４�
７１４ フジマサアクティブ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太藤原 正一氏 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４２４－１０ 〃 アタマ ２２２．３�
８１５ ディーエスゲイン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７２＋ ２２：０８．９１� ２０．９�
７１３ マイネルアズーリ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 藤井 益美 ５０８± ０２：０９．６４ １０８．４�
６１１ メイジストリーム 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優鈴木キヌ子氏 本間 忍 日高 本間牧場 ４３２－１２２：０９．７クビ ３４６．５�
５１０ カワキタバルク 牡３青鹿５６ 小林 淳一川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 ４６４－ ２２：１０．０１� ２４２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，００６，２００円 複勝： ４６，９２７，１００円 枠連： １９，６５３，９００円

馬連： ６５，０４３，３００円 馬単： ４４，７９４，３００円 ワイド： ３０，０５０，１００円

３連複： ８０，３４４，３００円 ３連単： １４６，４３３，８００円 計： ４６１，２５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ４１０円 枠 連（１－５） ４４０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ７４０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ３，０４０円 ３ 連 単 ��� ９，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２８００６２ 的中 � １１９００３（１番人気）
複勝票数 計 ４６９２７１ 的中 � １５９６７２（１番人気）� ７９３２７（２番人気）� １８３３５（８番人気）
枠連票数 計 １９６５３９ 的中 （１－５） ３３４２０（１番人気）
馬連票数 計 ６５０４３３ 的中 �� ９１１３０（１番人気）
馬単票数 計 ４４７９４３ 的中 �� ４２４３１（１番人気）
ワイド票数 計 ３００５０１ 的中 �� ３７３３３（１番人気）�� ９２６０（１０番人気）�� ４７６８（１７番人気）
３連複票数 計 ８０３４４３ 的中 ��� １９５４７（１０番人気）
３連単票数 計１４６４３３８ 的中 ��� １１３９３（２５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１２．６―１２．９―１３．０―１２．８―１２．２―１２．４―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．８―３７．４―５０．３―１：０３．３―１：１６．１―１：２８．３―１：４０．７―１：５３．１

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ステラウインド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１２．１．５ 中山４着

２００９．３．１生 牡３黒鹿 母 ビーウインド 母母 ビクトリーマッハ ３戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
〔制裁〕 フジマサアクティブ号の騎手小野寺祐太は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 マイクリスタル号・リンガスキッド号

０５００６ ２月２５日 曇 不良 （２４中山２）第１日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時０５分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４４ フェスティヴタロー 牡３栗 ５６ 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 ４８０－ ８１：３８．１ ６．８�

６８ ピタゴラスコンマ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５００± ０ 〃 ハナ １．５�
５６ ラ パ ー ジ ュ 牝３青鹿５４ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４６８± ０１：３８．３１� ２６．４�
１１ ロベルクランツ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４２６＋１０１：３９．０４ １５．１�
５５ 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 ４９８＋１０ 〃 クビ ６．８�
７１０ アンスポークン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ４１：３９．５３ ２２．６	
６７ キボウダクリチャン 牝３栗 ５４ 大野 拓弥栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４４６＋ ２１：３９．６� ９６．８

７９ トーセンマグナム 牡３鹿 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４８± ０１：３９．８１� ９９．０�
３３ ダンスインザマミー 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４１４－ ２ 〃 ハナ ３２．９
８１２ エクスクライム 牡３栗 ５６ 丸山 元気前原 敏行氏 牧 光二 日高 長谷川牧場 ４５０＋１８ 〃 アタマ ３４．１�
８１１ アルコシエロ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �MSプランニング 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 ４１４＋１０１：４０．７５ ２８．２�
２２ タケデンザビエル 牝３栗 ５４ 西田雄一郎武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４５２－ ４１：４１．３３� ６７．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３０，０９８，６００円 複勝： ８１，２４７，１００円 枠連： １６，９８９，７００円

馬連： ６７，０４７，１００円 馬単： ５６，９７８，６００円 ワイド： ３０，３８１，３００円

３連複： ８１，９８１，６００円 ３連単： １８０，８７３，７００円 計： ５４５，５９７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ３８０円 枠 連（４－６） ４３０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� １，２２０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，２４０円 ３ 連 単 ��� １２，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３００９８６ 的中 � ３５３８５（２番人気）
複勝票数 計 ８１２４７１ 的中 � ６９５１６（３番人気）� ５１４７１２（１番人気）� ２１６９０（６番人気）
枠連票数 計 １６９８９７ 的中 （４－６） ２９４３５（２番人気）
馬連票数 計 ６７０４７１ 的中 �� １０９４７６（２番人気）
馬単票数 計 ５６９７８６ 的中 �� ２８２６８（６番人気）
ワイド票数 計 ３０３８１３ 的中 �� ３８６９２（２番人気）�� ５３２２（１４番人気）�� １３３７２（５番人気）
３連複票数 計 ８１９８１６ 的中 ��� ２７０９６（６番人気）
３連単票数 計１８０８７３７ 的中 ��� １０３６９（３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．８―３５．７―４８．０―１：００．５―１：１２．９―１：２５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フェスティヴタロー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 マジックマイルズ デビュー ２０１１．１０．２ 中山６着

２００９．４．９生 牡３栗 母 アドマイヤゴールド 母母 ツルミダイヤ ５戦２勝 賞金 １２，０００，０００円



０５００７ ２月２５日 曇 不良 （２４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３５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，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

１２ ミ ト ラ �４黒鹿５７ 横山 典弘吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５１０＋１２１：１０．６ ２．９�

３６ � アランルース �４栃栗５７ 武 豊�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４４６－ ２１：１０．７	 ４．６�
２４ ウエスタンレビュー 牝４黒鹿５５ 北村 宏司西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 ４９４＋ ２１：１１．１２	 ６３．９�
４７ ヒ シ ョ ウ �４栗 ５７ 内田 博幸岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４５０＋ ２１：１１．６３ ４．７�
５９ ポリティカルパワー 牡５青 ５７ 吉田 豊加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ５０２＋ ４１：１２．４５ ９．６�
７１４� プ ル メ リ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人河合實貴男氏 佐藤 吉勝 新ひだか 山本 昇寿 ４２２＋ ６１：１２．７１
 １８６．５�
５１０� キタノサイレンス �５鹿 ５７ 柴山 雄一�木村牧場 高橋 裕 新ひだか 矢野牧場 ４５４－ ８１：１２．８	 ３２７．１	
４８ グランマルシェ 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５２０＋ ６ 〃 クビ １６．６

１１ ナムラオーシャン 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 ４８０－１８１：１３．０１� ９６．８�
２３ ブラウニーサンクス 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣安倍 光昭氏 清水 利章 浦河 中脇 満 ４１４＋ ２ 〃 アタマ ２０６．６�
３５ � ダノンブリリアント 牡５栗 ５７ 津村 明秀ダノックス 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ５２０＋１４１：１３．２１	 １６３．２�
８１５ スノウプリンス 牡４栗 ５７ 田辺 裕信野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４７８＋１６１：１３．５１
 ５４．４�
８１６ ホリデイトウショウ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治トウショウ産業 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８＋１２１：１４．６７ ５５．８�
６１１ キングダムキング 牡４鹿 ５７ 木幡 初広西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８０＋ ６１：１５．７７ ６．５�
７１３ ド ナ リ サ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４７４－ ２ （競走中止） ２６．５�
６１２� オメガブルーベリー 牝５栗 ５５ 石橋 脩原 �子氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４７４－ ２ （競走中止） ２２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２２９，７００円 複勝： ４８，７４７，９００円 枠連： ２１，２３５，８００円

馬連： ７８，６２８，１００円 馬単： ４９，２４５，８００円 ワイド： ３４，６５５，０００円

３連複： ９５，１２７，４００円 ３連単： １６１，３３３，６００円 計： ５１６，２０３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � １，３５０円 枠 連（１－３） ７９０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ２，８３０円 �� ４，４４０円

３ 連 複 ��� １４，０１０円 ３ 連 単 ��� ４６，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２７２２９７ 的中 � ７４７８３（１番人気）
複勝票数 計 ４８７４７９ 的中 � ９９０２０（１番人気）� ８４００７（３番人気）� ６４１１（１１番人気）
枠連票数 計 ２１２３５８ 的中 （１－３） １９９４１（４番人気）
馬連票数 計 ７８６２８１ 的中 �� ６９００５（２番人気）
馬単票数 計 ４９２４５８ 的中 �� ２５７７０（２番人気）
ワイド票数 計 ３４６５５０ 的中 �� ２８３６３（１番人気）�� ２８０１（３１番人気）�� １７６８（３９番人気）
３連複票数 計 ９５１２７４ 的中 ��� ５０１３（４４番人気）
３連単票数 計１６１３３３６ 的中 ��� ２５３６（１５９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．４―１１．９―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．２―４６．１―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．４
３ ・（４，６）（２，１４）（１０，１２）１１（５，７）（１３，１６）１５，１（９，８）３ ４ ・（４，６）２（１４，１２）（１０，７，１１）（５，１３）－１６（１，９，１５）８－３

勝馬の
紹 介

ミ ト ラ �
�
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 ２０１０．１１．２０ 東京１２着

２００８．４．１１生 �４黒鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス ７戦２勝 賞金 １６，４８３，０００円
〔競走中止〕 オメガブルーベリー号は，競走中に疾病〔右第３中手骨開放骨折〕を発症し，４コーナーで転倒したため競走中止。

ドナリサ号は，４コーナーで，転倒した「オメガブルーベリー」号に触れ，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 キングダムキング号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 スマートレモラ号

０５００８ ２月２５日 曇 不良 （２４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０５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 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

１１ トウカイライフ 牝５黒鹿５５ 松岡 正海内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４４０＋ ４１：５３．２ ７．１�

７１１ シンクオブミー 牝４鹿 ５４ 吉田 豊島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ２９．３�
４５ 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 ４７６－ ８１：５３．３クビ ２１．１�
２２ テクニカルラン 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４２６－ ２ 〃 クビ ２．８�
３４ ナンヨークイーン 牝６鹿 ５５ 江田 照男中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４４８－ ４ 〃 ハナ ８４．７�
５８ メイショウラグーナ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ５．３�
７１２ ヤマニンアストレア 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４６６－ ２１：５３．４� １２６．４	
６９ クリアザウェイ 牝４黒鹿５４ 内田 博幸 
社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム ４８８± ０１：５３．６１� １５．４�
４６ キタサンハナミチ 牝６青鹿５５ 吉田 隼人
大野商事 嶋田 功 新ひだか 木田牧場 ４７６＋１０１：５３．８１� ２６．６�
３３ ペパーミントラヴ 牝６芦 ５５ 丸田 恭介 
社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５０４－ ４１：５３．９クビ ５．３
８１３ ランブリングローズ 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太草野 仁氏 藤岡 健一 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ４１：５４．０� １０．０�
５７ マドモアゼルノン 牝５黒鹿５５ 柴田 大知
ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４６２＋ ４１：５４．１クビ ２７２．１�
８１４ ビューティファイン 牝６栗 ５５ 柴田 善臣阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４９６－ ６ 〃 アタマ ２２．０�
６１０� ペンテシレイア 牝５黒鹿５５ 津村 明秀 
サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ５２０－ ８１：５４．２� ４３．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，１７５，８００円 複勝： ５８，１７６，０００円 枠連： ２２，３７７，１００円

馬連： ９３，８３２，２００円 馬単： ５６，３６９，１００円 ワイド： ３８，２７６，７００円

３連複： １１０，９４４，４００円 ３連単： １８６，０９９，４００円 計： ５９５，２５０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２７０円 � ６８０円 � ６００円 枠 連（１－７） ８，３７０円

馬 連 �� ８，９１０円 馬 単 �� １６，６３０円

ワ イ ド �� ２，０５０円 �� ２，５２０円 �� ５，４９０円

３ 連 複 ��� ４９，０００円 ３ 連 単 ��� ２３７，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２９１７５８ 的中 � ３２７５４（４番人気）
複勝票数 計 ５８１７６０ 的中 � ６６４３０（４番人気）� ２０８９５（９番人気）� ２４１９９（７番人気）
枠連票数 計 ２２３７７１ 的中 （１－７） １９７５（２７番人気）
馬連票数 計 ９３８３２２ 的中 �� ７７７２（３３番人気）
馬単票数 計 ５６３６９１ 的中 �� ２５０３（５６番人気）
ワイド票数 計 ３８２７６７ 的中 �� ４６４２（２５番人気）�� ３７６２（３１番人気）�� １６９３（４７番人気）
３連複票数 計１１０９４４４ 的中 ��� １６７１（１１０番人気）
３連単票数 計１８６０９９４ 的中 ��� ５７８（５６１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．９―５０．２―１：０２．８―１：１５．０―１：２７．４―１：３９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイライフ �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．１１．１ 東京７着

２００７．２．２１生 牝５黒鹿 母 フ ァ ヴ ォ リ 母母 ベイリーフスイータ ３０戦３勝 賞金 ５０，３９０，０００円
［他本会外：３戦１勝］

〔騎手変更〕 ペンテシレイア号の騎手石橋脩は，第７競走での落馬による検査のため津村明秀に変更。



０５００９ ２月２５日 曇 不良 （２４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 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

７７ シルバーウエイブ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７０＋２２２：２１．０ １０．７�

３３ クリールカイザー 牡３栗 ５６ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋ ２２：２１．２１� ４．４�
７８ レッドフォルツァ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４７０－１２２：２１．５１� ３．５�
４４ クロスカップリング 牡３青鹿５６ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５８－ ６ 〃 クビ ５．６�
５５ ヒシマーベラス 牝３青 ５４ 田中 勝春阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４６８－ ４２：２１．６クビ ３６．０�
８９ ステアトゥヘヴン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ５２２－１０２：２１．７� ９．３	
１１ フェアブレシア 牡３鹿 ５６ 内田 博幸岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ５２０＋ ２２：２１．８クビ ６．３

８１０� 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 ４７８± ０２：２１．９� １４７．２�
６６ ゴールデンクラウン 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ２２：２２．２１� ８．３�
２２ キープビリービング 牡３黒鹿５６ 武士沢友治�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４７６± ０２：２２．３	 ２０．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３６，４１１，２００円 複勝： ５９，７９９，９００円 枠連： １９，５１５，２００円

馬連： １１１，５１６，９００円 馬単： ６４，９３７，７００円 ワイド： ３６，２００，９００円

３連複： １１５，６２３，１００円 ３連単： ２４０，０１６，８００円 計： ６８４，０２１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ２９０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（３－７） ６１０円

馬 連 �� ３，０９０円 馬 単 �� ６，９１０円

ワ イ ド �� １，０００円 �� ８２０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 ��� ２５，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３６４１１２ 的中 � ２７０６７（７番人気）
複勝票数 計 ５９７９９９ 的中 � ４１８９３（７番人気）� １０２４４２（２番人気）� １３３２６３（１番人気）
枠連票数 計 １９５１５２ 的中 （３－７） ２３９２５（１番人気）
馬連票数 計１１１５１６９ 的中 �� ２６６７４（１６番人気）
馬単票数 計 ６４９３７７ 的中 �� ６９４４（３６番人気）
ワイド票数 計 ３６２００９ 的中 �� ８２７８（１７番人気）�� １０２６４（１２番人気）�� ３３９３７（１番人気）
３連複票数 計１１５６２３１ 的中 ��� ２７２１８（１１番人気）
３連単票数 計２４００１６８ 的中 ��� ６８４５（１０４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１３．１―１３．１―１２．９―１３．３―１３．２―１２．９―１２．６―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２４．５―３７．６―５０．７―１：０３．６―１：１６．９―１：３０．１―１：４３．０―１：５５．６―２：０８．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シルバーウエイブ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．１０．２２ 東京１着

２００９．３．１４生 牡３栗 母 マルカアイチャン 母母 マルカコマチ ２戦２勝 賞金 １６，７７３，０００円

０５０１０ ２月２５日 曇 不良 （２４中山２）第１日 第１０競走 ��
��１，２００�アクアマリンステークス

発走１５時１０分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．２．２６以降２４．２．１９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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５９ スプラッシュエンド 牡６栗 ５５ 三浦 皇成広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 ５００－ ４１：１１．４ １１．０�

４８ ボストンエンペラー 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７２＋１８ 〃 クビ １３．０�
６１１ キングレオポルド 牡５鹿 ５７ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１８－ ２１：１１．５クビ ３．３�
８１６ プリンセスメモリー 牝５鹿 ５４ 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４１０－ ４１：１１．６� １８．０�
８１５� アスターエンペラー 牡６鹿 ５５ 藤岡 康太加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５１４－１６１：１１．８１� ４２．７�
７１３ バクシンカーリー 牝５鹿 ５２ 木幡 初広杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ５００＋１０ 〃 ハナ ２３．２�
２３ � アポロノカンザシ 牝４栗 ５２ 丸山 元気アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B４４４＋ ４ 〃 アタマ １２．０	
７１４ アキノパンチ 牡８鹿 ５０ 嶋田 純次穐吉 正孝氏 日吉 正和 静内 松田 三千雄 ５０４－ ４ 〃 ハナ ２９．０

５１０	 トップオブピーコイ 牡６青鹿５５ 武 豊横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４８２－１０ 〃 アタマ ３８．２�
４７ ハ ノ ハ ノ 牡４鹿 ５５ 内田 博幸�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４５２－ ６１：１１．９� ５．０�
３６ ケンブリッジエル 牡６黒鹿５６ 蛯名 正義中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４９６－１０ 〃 クビ １１．４
６１２ マイネショコラーデ 牝４青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ２１：１２．０クビ ９．８�
２４ ヤサカシャイニー 牝４栗 ５３ 田中 勝春志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４６０＋ ８ 〃 クビ ４３．８�
３５ エンシャントアーツ 牝７栗 ５０ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 新開 幸一 静内 大典牧場 ４９０＋ ６ 〃 ハナ ７７．２�
１２ キヲウエタオトコ 牡７鹿 ５４ 津村 明秀小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４５６－１０１：１２．１クビ ３８．０�
１１ アイアムマリリン 牝６青鹿５２ 吉田 豊堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５０４＋ ８ 〃 アタマ １４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，８３９，８００円 複勝： ７２，３４０，１００円 枠連： ４５，２４１，０００円

馬連： １６２，０６５，４００円 馬単： ８３，８９５，５００円 ワイド： ６１，９９３，６００円

３連複： ２０７，２７５，０００円 ３連単： ３５１，９１６，４００円 計： １，０２３，５６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ３１０円 � ４２０円 � １７０円 枠 連（４－５） １，４４０円

馬 連 �� ６，１８０円 馬 単 �� １３，２７０円

ワ イ ド �� ２，４６０円 �� ８２０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ６，２４０円 ３ 連 単 ��� ５２，５３０円

票 数

単勝票数 計 ３８８３９８ 的中 � ２８００７（４番人気）
複勝票数 計 ７２３４０１ 的中 � ５５８２４（４番人気）� ３７７２８（８番人気）� １４８１３６（１番人気）
枠連票数 計 ４５２４１０ 的中 （４－５） ２３３１６（５番人気）
馬連票数 計１６２０６５４ 的中 �� １９３７９（２３番人気）
馬単票数 計 ８３８９５５ 的中 �� ４６６７（４９番人気）
ワイド票数 計 ６１９９３６ 的中 �� ５９５０（３４番人気）�� １９０２５（４番人気）�� １８３８９（５番人気）
３連複票数 計２０７２７５０ 的中 ��� ２４５２５（１１番人気）
３連単票数 計３５１９１６４ 的中 ��� ４９４５（１１４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１１．８―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．４―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スプラッシュエンド �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００８．１２．２１ 中山４着

２００６．４．２４生 牡６栗 母 シトラスフレーバー 母母 ヘ ア デ イ ズ ２０戦４勝 賞金 ６８，３５６，０００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） ５頭 アラマサローズ号・ゲットフルマークス号・トウショウフォアゴ号・トーホウカイザー号・ロードバロック号



０５０１１ ２月２５日 曇 不良 （２４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１，１００
万円毎１�増

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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１０ タイセイレジェンド 牡５栗 ５６ 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B５３４＋ ６１：０９．８ ２．２�

６８ アーリーロブスト 牡６鹿 ５７ 吉田 豊�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５０２－ ６１：０９．９� １７．７�
８１２ トーホウチェイサー 牡５栗 ５６ 後藤 浩輝東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４８６－１０ 〃 クビ １３．８�
２２ マルカバッケン 牡５鹿 ５６ 武 豊河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：１０．０クビ ４．１�
４４ シゲルソウウン �５栗 ５６ 蛯名 正義森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 仲野牧場 ５２０－１４１：１０．１� ３３．２�
３３ アウトクラトール 牡７鹿 ５６ 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４８０－１２１：１０．２	 ７６．８	
５７ ゼンノベラーノ 牡５鹿 ５６ 北村 宏司大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５３４－ ２ 〃 ハナ ４．５

４５ サウンドアクシス 牡６栗 ５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８８－ ８１：１０．３	 ３２．８�
１１ 
 エベレストオー 牡５鹿 ５６ 三浦 皇成栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B５０６＋ ２１：１０．５１ ２７．０�
７１１ コンフォーコ �７栗 ５６ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４７０－ ２ 〃 クビ ２３．４
６９ クリアンサス 牝４鹿 ５３ 横山 典弘 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ６１：１０．６	 ３０．０�
８１３ ランチボックス 牡７鹿 ５６ 丸山 元気馬場 幸夫氏 牧 光二 静内 矢野牧場 ５４２＋１６１：１０．８	 １３６．６�
５６ ジェイケイセラヴィ �８鹿 ５８ 石橋 脩小谷野次郎氏 中川 公成 静内 藤川フアーム ４９０＋ ６１：１１．４３� ６９．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ７９，１４１，３００円 複勝： １２０，２６８，８００円 枠連： ５７，４５０，７００円

馬連： ３０１，４９０，１００円 馬単： １７７，４５３，１００円 ワイド： １００，４６３，３００円

３連複： ３６７，７７８，９００円 ３連単： ７８７，０５０，０００円 計： １，９９１，０９６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ３８０円 � ２６０円 枠 連（６－７） １，１５０円

馬 連 �� １，７３０円 馬 単 �� ２，３１０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ５６０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ４，９６０円 ３ 連 単 ��� １７，０００円

票 数

単勝票数 計 ７９１４１３ 的中 � ２８８７１８（１番人気）
複勝票数 計１２０２６８８ 的中 � ３２０２１２（１番人気）� ６４１５５（５番人気）� １０９７２８（４番人気）
枠連票数 計 ５７４５０７ 的中 （６－７） ３６９１３（５番人気）
馬連票数 計３０１４９０１ 的中 �� １２８８５６（５番人気）
馬単票数 計１７７４５３１ 的中 �� ５６７３１（８番人気）
ワイド票数 計１００４６３３ 的中 �� ３６３１５（５番人気）�� ４５９１９（４番人気）�� １６３０４（１７番人気）
３連複票数 計３６７７７８９ 的中 ��� ５４８２４（１６番人気）
３連単票数 計７８７０５００ 的中 ��� ３４１６８（４４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１０．９―１１．７―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．３―４５．０―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイレジェンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００９．８．２ 札幌２着

２００７．３．２６生 牡５栗 母 シャープキック 母母 ペッパーキャロル ２０戦６勝 賞金 １０６，２４９，０００円

０５０１２ ２月２５日 曇 不良 （２４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 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

３６ ドリームバスケット 牡５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 ４５４± ０１：３７．９ ５．１�

１１ ケープタウンシチー 牝７青 ５５ 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 門別 富川田中牧場 ４７２－ ４１：３８．１１� １４．２�
５９ アルデュール 牝４栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：３８．２� ６１．５�
６１１ スマイルバラッド 牡５栗 ５７

５４ ▲平野 優��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４８４－ ８１：３８．３クビ ２３８．４�
１２ 	 バンダムレクス 牡７黒鹿５７ 柴山 雄一山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４６２± ０１：３８．５１
 １０６．５�
４８ サ ト ノ オ ー 牡４芦 ５７ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：３８．６� １１．９	
８１５ ダブルレインボー 牡６栗 ５７ 藤岡 康太吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９６± ０ 〃 クビ ６１．４

２３ アドバンスヘイロー 牡６青鹿５７ 田中 勝春西川 隆士氏 武藤 善則 新冠 佐藤 信広 ４６８－ ６１：３８．９２ １２．９�
５１０ ル リ ニ ガ ナ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 B４７０＋ ６１：３９．０� １０５．１�
７１３ マ イ ヨ ー ル 牡６芦 ５７ 松岡 正海岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ５０４－ ４１：３９．２� ４．８
８１６ リアルハヤテ 牡７鹿 ５７ 石橋 脩伊藤 誠吉氏 大和田 成 静内 井高牧場 ４３０＋ ２ 〃 アタマ ２０．２�
６１２	 ヤ マ ノ ラ ヴ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝山住れい子氏 牧 光二 日高 竹島 幸治 B４６２＋ ２１：３９．３� ３４．８�
４７ ハングリージャック 牡５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± ０１：３９．４クビ ２．３�
３５ クールドリオン 牡７栗 ５７ 武 豊広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ ６８．５�
７１４ ボンバルディエーレ 牡６芦 ５７ 三浦 皇成吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４９６± ０１：３９．５クビ ３７．２�
２４ 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 ４６４± ０１：４０．０３ １３６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，２９０，６００円 複勝： ８７，４４５，１００円 枠連： ４２，３０１，０００円

馬連： １６８，８０８，１００円 馬単： ９９，９９６，１００円 ワイド： ６８，５７６，９００円

３連複： ２１４，１５８，７００円 ３連単： ４２４，７６２，４００円 計： １，１６０，３３８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２２０円 � ３７０円 � １，２５０円 枠 連（１－３） ２，９１０円

馬 連 �� ３，６４０円 馬 単 �� ６，５４０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� ４，１２０円 �� ７，９９０円

３ 連 複 ��� ６７，２３０円 ３ 連 単 ��� ２４６，６４０円

票 数

単勝票数 計 ５４２９０６ 的中 � ８４２９４（３番人気）
複勝票数 計 ８７４４５１ 的中 � １３０１９３（３番人気）� ６１８９５（６番人気）� １５２２３（１０番人気）
枠連票数 計 ４２３０１０ 的中 （１－３） １０７３０（１２番人気）
馬連票数 計１６８８０８１ 的中 �� ３４２２７（１３番人気）
馬単票数 計 ９９９９６１ 的中 �� １１２８９（２０番人気）
ワイド票数 計 ６８５７６９ 的中 �� １３７９６（１４番人気）�� ４０４９（３３番人気）�� ２０７０（５５番人気）
３連複票数 計２１４１５８７ 的中 ��� ２３５１（１３２番人気）
３連単票数 計４２４７６２４ 的中 ��� １２７１（４９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３５．７―４７．８―１：００．１―１：１２．６―１：２４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームバスケット �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Night Shift デビュー ２００９．８．３０ 新潟３着

２００７．５．２２生 牡５栗 母 ピクニックムード 母母 Dinner Out ２２戦４勝 賞金 ６１，１０２，０００円



（２４中山２）第１日 ２月２５日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

２０５，９６０，０００円
６，２２０，０００円
１，４４０，０００円
１８，６３０，０００円
６１，２３６，０００円
５，２２４，８００円
１，６８０，０００円

勝馬投票券売得金
４０４，２３０，５００円
７２４，４４４，８００円
３０９，６９４，４００円
１，２６１，４３８，１００円
７８４，７２２，５００円
４９７，０５０，３００円
１，５５６，８１５，９００円
２，９５４，１２５，２００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 ８，４９２，５２１，７００円

総入場人員 １４，８５８名 （有料入場人員 １２，４８２名）


