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０５０１３ ２月２７日 晴 良 （２３中山２）第２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

５９ ケイアイカミカゼ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 村上牧場 ５１２＋１０１：１３．３ ７．８�

６１２ デイブレイク 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４７２± ０１：１３．４� ４．８�
３６ アルベルティ 牡３鹿 ５６ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１０± ０１：１３．７１� １．７�
４７ タキシードカメン 牡３栗 ５６ 和田 竜二山上 和良氏 和田正一郎 新冠 長浜 忠 ４３４＋ ２１：１４．１２� ２１５．８�
２３ ロイヤルサルート 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ８．４�
３５ ブラックエスパー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一長谷川兼美氏 加藤 和宏 新ひだか 澤田 嘉隆 ４４６－ ４１：１４．２� ３０．８	
８１５ リンガスゲート 牡３青鹿５６ A．クラストゥス 伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田 頼嗣 B４６０－ ４ 〃 ハナ ４１．３


（仏）

１１ テ オ ブ ロ マ 牡３鹿 ５６ 江田 照男伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン
牧場 B４７４＋ ６１：１４．４� ７１．６�

７１４ サーストンヴィンス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 ４４６－ ８１：１４．５� ７７．３�
８１６ トーセンヒカリ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B４６８± ０１：１４．７１� ２４．９�
１２ キョウエイバトラー 牡３青鹿５６ 北村 宏司田中 晴夫氏 的場 均 日高 春木 昭雄 ４５２－ ２１：１４．８クビ ２６８．４�
２４ ジェネスサンキュー 牡３芦 ５６ 内田 博幸山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム ４５２± ０１：１５．０１� １９．２�
５１０ フィクスドスター 牝３青鹿５４ 村田 一誠井口 莞爾氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４０８ ―１：１５．４２� ５４８．５�
４８ トーセンナイト 牡３栗 ５６ 武士沢友治島川 哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５８＋１０ 〃 クビ １７５．２�
７１３ ファルファローネ 牡３青鹿５６ 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 �渡 信義 ４８０－ ８１：１５．５クビ ４３４．５�
６１１ ジェットブルー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一石瀬 浩三氏 田島 俊明 日高 鹿戸 武光 ４３８－ ８ 〃 クビ ５５８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８７３，８００円 複勝： ４５，１１６，０００円 枠連： １８，０９７，１００円

普通馬連： ５８，０３２，０００円 馬単： ４８，３７６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８２３，８００円

３連複： ７６，２８２，７００円 ３連単： １４０，１１２，８００円 計： ４３６，７１４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � １１０円 枠 連（５－６） ２，１６０円

普通馬連 �� １，８３０円 馬 単 �� ４，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ３１０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 ��� ９，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２３８７３８ 的中 � ２４３３３（３番人気）
複勝票数 計 ４５１１６０ 的中 � ３０５０６（４番人気）� ６１５４７（２番人気）� ２３７２４３（１番人気）
枠連票数 計 １８０９７１ 的中 （５－６） ６１９０（７番人気）
普通馬連票数 計 ５８０３２０ 的中 �� ２３４９０（５番人気）
馬単票数 計 ４８３７６４ 的中 �� ８６８２（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８２３８ 的中 �� １３９６５（５番人気）�� ２０２５１（３番人気）�� ４７２２７（１番人気）
３連複票数 計 ７６２８２７ 的中 ��� ６９７５３（２番人気）
３連単票数 計１４０１１２８ 的中 ��� １０９１３（２４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．５―１２．５―１２．８―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．２―４６．７―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．６―３F３９．１
３ ・（３，４，９）１５（１，７，１３，１６）１２，１１（５，６）２－１４－８，１０ ４ ・（３，４，９）（１，７）１５（１３，１６）（１１，５，１２，６）２－１４，８－１０

勝馬の
紹 介

ケイアイカミカゼ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１１．１．１６ 中山４着

２００８．３．４生 牡３栗 母 ケイアイメルヘン 母母 ブリーダーズフライト ３戦１勝 賞金 ５，９８０，０００円
〔発走状況〕 デイブレイク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 デイブレイク号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ゲーテッドゾロア号・ゴールドスマイル号・スナン号・ブルボンノキセキ号
※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。

０５０１４ ２月２７日 晴 良 （２３中山２）第２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）

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

２３ サトノピースピース 牡３青鹿５６ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５０６－ ４１：５６．９ ２．２�

１１ オルケゾグラフィ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４６６± ０１：５７．３２� ４．０�
４８ コスモソユーズ 牡３栗 ５６ F．ベリー �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ４８０± ０１：５７．４� ７．３�

（愛）

６１１ サンマルヴィエント 牡３栗 ５６ A．クラストゥス 相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４７６＋ ２１：５７．５� ３１．０�

（仏）

５９ トミケンベッセル 牡３鹿 ５６ M．デムーロ冨樫 賢二氏 和田 正道 平取 稲原牧場 ４５８－ ２１：５７．６� ４．８�
（伊）

３６ ザ キ ャ ッ チ 牡３青鹿５６ 津村 明秀堀越 毅一氏 相沢 郁 日高 白井牧場 ４７４－ ６１：５７．８１� ２５３．５�
５１０ ダイワコンフォート 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ４１：５８．５４ １３８．１	
８１６ ボンジュールリュウ 牡３栗 ５６ 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 武田 修一 ４５６＋ ２１：５８．９２� １７．２

２４ ホワイトホープ 牡３芦 ５６ 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ６１：５９．０� ２０．０�
３５ キープザブレイヴ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４９４－ ６１：５９．１クビ ３４．０
７１３ メジロビシャモン 牡３栃栗５６ 石橋 脩�メジロ牧場 柴田 政人 洞爺湖 メジロ牧場 ４３８－ ２１：５９．３１� ６４７．４�
７１４ ユニバーサルアゲン 牡３鹿 ５６ 加藤士津八浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４４２± ０１：５９．９３� １０７．６�
６１２ シシフンジン 牡３青鹿５６ 江田 照男江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４９０－ ６２：００．２２ ７６０．３�
４７ リネンアリュール 牝３栗 ５４ 柴山 雄一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４４２－ ６２：００．３� ６７１．７�
８１５ ハイエストリガード 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�谷岡牧場 柴崎 勇 新ひだか 元道牧場 ４８８＋ ２２：００．８３ ３４１．０�
１２ トウショウブラザー 牡３栗 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８８－ ２２：０１．１１� ９４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６７３，５００円 複勝： ３５，１８１，１００円 枠連： １６，１８０，０００円

普通馬連： ５８，９２４，２００円 馬単： ４２，７８５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１６４，５００円

３連複： ７４，２１３，２００円 ３連単： １３１，２４３，２００円 計： ４０５，３６５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（１－２） ４３０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２８０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� ３，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２２６７３５ 的中 � ８２４２０（１番人気）
複勝票数 計 ３５１８１１ 的中 � １０８７７５（１番人気）� ４８１６８（４番人気）� ４９９０８（３番人気）
枠連票数 計 １６１８００ 的中 （１－２） ２８０１９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５８９２４２ 的中 �� ８４９３８（２番人気）
馬単票数 計 ４２７８５３ 的中 �� ３３１７５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１６４５ 的中 �� ２６２０５（２番人気）�� ２２３１８（３番人気）�� １０００８（７番人気）
３連複票数 計 ７４２１３２ 的中 ��� ５１２２８（３番人気）
３連単票数 計１３１２４３２ 的中 ��� ２４５５４（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．７―５１．６―１：０４．８―１：１７．５―１：３０．７―１：４３．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノピースピース �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．１８ 新潟５着

２００８．４．８生 牡３青鹿 母 ピースオブワールド 母母 ビ バ ム ー ル ５戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔その他〕 トウショウブラザー号は，４コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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２日



０５０１５ ２月２７日 晴 良 （２３中山２）第２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）

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

６１２ バ シ リ ク ス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４８０＋ ２１：５７．１ ６．８�

３５ ヒラボクラッキー 牡３黒鹿５６ M．デムーロ�平田牧場 土田 稔 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：５７．２� ４．２�
（伊）

８１６ レッドジョーカー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ５１６－ ６１：５７．３� ６．４�
２４ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５４ 武 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ２１：５７．４クビ ６．１�
８１５ シュヴァルツシルト 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６４－ ６１：５７．５� ２２．６�
１２ ソウルオブエイチ 牡３鹿 ５６ F．ベリー 広尾レース� 森 秀行 大樹 大樹ファーム ４８４＋１６ 〃 クビ ５．０	

（愛）

３６ キリマンジャロ 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 近藤 英子氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B５００－１４１：５７．６� １２．９

（仏）

５１０ ワ ス カ ラ ン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 山際 辰夫 ４９６＋ ２１：５７．８１� ２５．２�
５９ アラビアンザサン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 B４６２－ ６１：５８．０１� １１０．８�
７１３ トウカイチャーム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４６８－ ４１：５８．２１� ２１．６
６１１ クリールタイラント 牡３黒鹿５６ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４３６± ０１：５８．７３ １４２．６�
４７ ハヤブサアビオン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４４４－ ４１：５８．８クビ ２３６．４�
４８ エ ル サ ン ト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司栗坂 崇氏 田村 康仁 日高 有限会社

飯田牧場 ４６８＋ ２１：５９．１１� ３０．１�
７１４ ダイコウヒョウ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 ４６８－ ２１：５９．６３ １２．５�
２３ シルクスペンサー 牡３鹿 ５６ 江田 照男有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ５１６－ ８２：００．２３� １０１．８�
１１ セイカカナデル 牝３栗 ５４ 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 新ひだか 徳本 幸雄 ４２６－１２２：０２．６大差 ６０６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７０６，５００円 複勝： ４２，０７３，２００円 枠連： ２１，４６４，１００円

普通馬連： ６８，７８７，６００円 馬単： ４０，８６２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６００，１００円

３連複： ８８，１８７，６００円 ３連単： １２６，１７３，１００円 計： ４３９，８５５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � ２３０円 枠 連（３－６） ９７０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ８５０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ３，１１０円 ３ 連 単 ��� １８，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２２７０６５ 的中 � ２６６９０（５番人気）
複勝票数 計 ４２０７３２ 的中 � ５５２４９（３番人気）� ７５２８３（１番人気）� ４４７６７（５番人気）
枠連票数 計 ２１４６４１ 的中 （３－６） １６３４５（２番人気）
普通馬連票数 計 ６８７８７６ 的中 �� ４１７４２（２番人気）
馬単票数 計 ４０８６２９ 的中 �� １０８７０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６００１ 的中 �� ２０１４１（１番人気）�� ８３１７（７番人気）�� ８２６５（８番人気）
３連複票数 計 ８８１８７６ 的中 ��� ２０９５０（５番人気）
３連単票数 計１２６１７３１ 的中 ��� ４９７８（３２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．９―１３．６―１３．４―１３．０―１３．３―１３．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３７．３―５０．９―１：０４．３―１：１７．３―１：３０．６―１：４３．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

バ シ リ ク ス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．１０．１７ 東京１１着

２００８．５．５生 牡３鹿 母 フサイチミラクル 母母 Mountain Holly ６戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイカカナデル号は，平成２３年３月２７日まで平地競走に出走できない。
※カルマート号・セイカカナデル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０５０１６ ２月２７日 晴 良 （２３中山２）第２日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２４ デ シ リ オ ン 牝３鹿 ５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド ４６２ ―１：１４．６ １２．６�

４８ ドゥミーモア 牝３栗 ５４ 津村 明秀吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 鵜木 唯義 ４８４ ―１：１４．７� ５．７�
５１０ タマモウイッシュ 牡３青 ５６ 丸田 恭介タマモ� 清水 英克 新冠 対馬 正 ４２０ ―１：１４．８クビ １７．１�
７１３ ケ ツ ァ ー ル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：１４．９� ５．２�
３６ マスターディライト 牝３芦 ５４ 石橋 脩岡田 隆寛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 ４１８ ―１：１５．０� ２４．９�
８１５ ランニングハイ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ４６２ ―１：１５．５３ ３．３�
５９ ブライティアアース 牝３栗 ５４ 横山 義行小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 ４８２ ―１：１５．８１� ９２．６	
２３ ホッコーマドンナ 牝３黒鹿５４ 的場 勇人矢部 幸一氏 伊藤 大士 新冠 石郷岡 雅樹 ４５８ ―１：１５．９� １８４．６

６１１ キョウエイアロマ 牝３栗 ５４ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 むかわ 市川牧場 ４０２ ― 〃 アタマ ３２．８�
４７ ラブヘリテージ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 ４６０ ―１：１６．０クビ １２．１�
３５ カチドキハル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 ４５４ ―１：１６．３２ ７６．７
８１６ ニジュウショウ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 ４７２ ―１：１６．５１� ５３．５�
１２ ベルモントアダム 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ４９０ ― 〃 クビ ８．０�
６１２ ザレヴォルーション 牝３黒鹿５４ 水出 大介井口 莞爾氏 和田正一郎 むかわ 上水牧場 ４３２ ―１：１６．７１ ２４０．７�
１１ 	 リーサムガガ 牝３栗 ５４ 田中 勝春平田 修氏 久保田貴士 米 Dr. Masa-

take Iida ４３２ ―１：１６．９１� ８．７�
７１４ ソ ル デ ラ 牝３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 照雄氏 坂本 勝美 日高 鹿戸 正幸 ４２６ ―１：１７．１１ １２１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１６９，６００円 複勝： ２６，５５１，０００円 枠連： ２０，７５５，４００円

普通馬連： ５４，７１５，３００円 馬単： ３６，２８５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４２９，９００円

３連複： ６８，１２６，６００円 ３連単： １０４，４４３，７００円 計： ３５０，４７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ３６０円 � ２５０円 � ３８０円 枠 連（２－４） １，８４０円

普通馬連 �� ２，８８０円 馬 単 �� ６，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� ２，２７０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� １７，３４０円 ３ 連 単 ��� ９９，５９０円

票 数

単勝票数 計 １８１６９６ 的中 � １１４１１（７番人気）
複勝票数 計 ２６５５１０ 的中 � １８６１５（７番人気）� ３０９９６（３番人気）� １７５５０（８番人気）
枠連票数 計 ２０７５５４ 的中 （２－４） ８３５４（８番人気）
普通馬連票数 計 ５４７１５３ 的中 �� １４０５３（１０番人気）
馬単票数 計 ３６２８５５ 的中 �� ４４４６（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４２９９ 的中 �� ４４６９（１４番人気）�� ２３０３（３４番人気）�� ２８２３（２８番人気）
３連複票数 計 ６８１２６６ 的中 ��� ２９０１（６３番人気）
３連単票数 計１０４４４３７ 的中 ��� ７７４（３４６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１２．１―１３．０―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３５．４―４８．４―１：０１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ シ リ オ ン �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 フレンチグローリー 初出走

２００８．４．２５生 牝３鹿 母 ディコーラム 母母 ドレツシング １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 ウエスタンオードウ号・ウネメ号・エーシンカルメン号・キアーダ号・サクラブライト号・ジンギレイチシン号・

タケデンエメラルド号・ドリーヴァーデン号・ナイスユニヴァース号・ハナライ号・ファーストレディ号・
フジピュアハート号・ポルトシャンス号・マスターオブライト号・モエレベローチェ号・モメンタム号・
レッドイデア号



０５０１７ ２月２７日 晴 良 （２３中山２）第２日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６１２ マイネルグラード 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ５０６－ ６２：０２．６ ３．２�

７１３ カズノトウショウ 牡３栗 ５６ 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 坂本 春雄 ４４０－ ６２：０２．７� ５．５�
４８ ホッコーブレーヴ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４５４± ０２：０２．９１� ２０．０�
３５ ケイアイアレス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 奥平 雅士 新冠 村上 雅規 ４７４－ ４２：０３．０� ４１．２�
１２ メジロサモン 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ３８８－２０ 〃 クビ ６８．４�
１１ ハッピーティア 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 ４５０＋ ２２：０３．１� １５．７	

（仏）

５１０ ジェイケイタイムズ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司小谷野次郎氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤川フアーム ４５２－ ２２：０３．３１� ２６．０

２４ ミヤビコンクエスト 牡３栗 ５６ 内田 博幸村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 信岡牧場 ４７２－ ２２：０３．４� ２３．５�
８１６ ランドムテキ 牡３芦 ５６ 村田 一誠木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 B４７６－１４ 〃 クビ ７０．１�
５９ ゴッドツヨシ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４８２± ０２：０３．６１� ６．１
８１５ キトゥンブルー 牝３青鹿５４ M．デムーロ �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８－ ４ 〃 アタマ ３．０�
（伊）

４７ キタサンウタヒメ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一�大野商事 嶋田 功 日高 広中 稔 ４１６－ ４２：０３．８１� ２２７．１�
３６ カズノキセキ 牡３栗 ５６ 石橋 脩鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム ５１０－ ２２：０４．０１� ２２９．４�
６１１ アイソーザライト 牡３栗 ５６ 木幡 初広栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 高松牧場 ４８０－ ６２：０４．２１� ３６７．５�
２３ アイアイドリーミー 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成齊藤 敬氏 浅野洋一郎 日高 坂口 豊翼 ４４２－ ２２：０５．０５ １５７．９�
７１４ ビービーレガリア 牡３黒鹿５６ 武士沢友治坂東 勝彦氏 手塚 貴久 新ひだか 久井牧場 B４７６± ０ 〃 クビ ４４４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７４９，２００円 複勝： ３５，２８３，２００円 枠連： ２０，５７９，８００円

普通馬連： ７１，００６，５００円 馬単： ４８，０２６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７８１，２００円

３連複： ９０，２０６，３００円 ３連単： １４８，２８５，７００円 計： ４６２，９１８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ３９０円 枠 連（６－７） ５９０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ７９０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ２，９００円 ３ 連 単 ��� ９，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２０７４９２ 的中 � ５１３２６（２番人気）
複勝票数 計 ３５２８３２ 的中 � ８４３９５（１番人気）� ６０９９３（３番人気）� １７０３６（６番人気）
枠連票数 計 ２０５７９８ 的中 （６－７） ２５７４７（２番人気）
普通馬連票数 計 ７１００６５ 的中 �� ８３０８９（２番人気）
馬単票数 計 ４８０２６７ 的中 �� ２９６０３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７８１２ 的中 �� ２７６４９（１番人気）�� ８４４０（８番人気）�� ６１１０（１３番人気）
３連複票数 計 ９０２０６３ 的中 ��� ２３０２０（７番人気）
３連単票数 計１４８２８５７ 的中 ��� １１２４１（１８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．６―１２．６―１３．１―１２．６―１２．５―１２．２―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．３―３５．９―４８．５―１：０１．６―１：１４．２―１：２６．７―１：３８．９―１：５０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルグラード �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１０．９．１１ 札幌５着

２００８．４．１３生 牡３鹿 母 タイグビジンソウ 母母 タ イ ア オ バ ６戦１勝 賞金 １０，５００，０００円
〔制裁〕 キトゥンブルー号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２３年３月５日から

平成２３年３月１３日まで騎乗停止。
ホッコーブレーヴ号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）
ハッピーティア号の騎手A．クラストゥスは，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金１０，０００円。（４番への進路影

響）
〔その他〕 キトゥンブルー号〔１１位入線〕は，最後の直線コースで急に外側に斜行して「ゴッドツヨシ」号〔１０位入線〕の走行を妨害。
※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 ジャイアン号・セイカカナデル号
※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。

０５０１８ ２月２７日 晴 良 （２３中山２）第２日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （ダート・右）

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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ コ ン ノ ー ト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春浜野順之助氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４１：５６．４ ４．８�

８１０ ケイアイカイト 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �啓愛義肢材料販売所 斎藤 誠 新ひだか 片山牧場 ４６２± ０１：５７．０３� ７．９�
（伊）

６６ アピールプレイ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸吉田 勝己氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ５１６＋１６ 〃 クビ ３．２�
６７ コスモバロン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 不二牧場 B５２０－ ２１：５７．１� ４．０�
２２ ヴァルナビスティー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８８－１０１：５７．６３ １２．２�
４４ シンクオブミー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ １２．３	
８１１ テンゲントッパ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５６± ０１：５７．８１ ３６．１

７８ � センノデバギヤ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一浅野 正敏氏 清水 英克 むかわ ヤマイチ牧場 ４９６－ ２１：５７．９� １７２．９�
３３ ベルモントメジャー 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム ５１０－１２ 〃 ハナ ８．５�
（仏）

７９ ビッグギャンブラー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５１８± ０ 〃 ハナ ３６．４
５５ � ツ キ ヒ カ ル 牡３栗 ５６ 北村 宏司田中 春美氏 牧 光二 新ひだか 田中 春美 ４７６± ０２：００．０大差 ６１．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，００１，０００円 複勝： ４１，０６６，３００円 枠連： ２０，６５８，１００円

普通馬連： ７３，９９５，４００円 馬単： ５０，３５５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９５８，１００円

３連複： ８４，１９７，１００円 ３連単： １５６，１９２，５００円 計： ４８０，４２４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � ２２０円 � １７０円 枠 連（１－８） １，５４０円

普通馬連 �� １，９３０円 馬 単 �� ３，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ４１０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，１３０円 ３ 連 単 ��� １４，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２４００１０ 的中 � ３９７８０（３番人気）
複勝票数 計 ４１０６６３ 的中 � ７０５３２（３番人気）� ４４７２０（４番人気）� ７１６６８（２番人気）
枠連票数 計 ２０６５８１ 的中 （１－８） ９９４２（７番人気）
普通馬連票数 計 ７３９９５４ 的中 �� ２８３４９（８番人気）
馬単票数 計 ５０３５５７ 的中 �� １１４５４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９５８１ 的中 �� １０７１３（９番人気）�� １９２９７（３番人気）�� １１５４６（６番人気）
３連複票数 計 ８４１９７１ 的中 ��� ２９１７６（３番人気）
３連単票数 計１５６１９２５ 的中 ��� ７７３１（３８番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．１―１３．８―１４．６―１３．７―１２．５―１２．４―１２．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３８．７―５３．３―１：０７．０―１：１９．５―１：３１．９―１：４４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．９
１
３
６，９（１，１０）２，７（３，５，１１）－８－４・（６，９，１０）７（１，２，８）（３，５，１１）４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コ ン ノ ー ト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．８ 中山１着

２００８．２．１７生 牡３鹿 母 ホーネットピアス 母母 ダイナシユート ３戦２勝 賞金 １５，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０５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。



０５０１９ ２月２７日 晴 良 （２３中山２）第２日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分 （芝・右）

牝，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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５１０ イングリッド 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム ４２６－ ８１：４９．０ ５．３�

４８ イイデステップ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B４６８－ ２１：４９．１� １１８．５�
１２ ピュアブリーゼ 牝３栗 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ４１：４９．２� １．９�
６１２ マ マ キ ジ ャ 牝３芦 ５４ 武 豊北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４１６－ ６１：４９．３� ２２．５�
１１ マイネクイーン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 富田牧場 ４２６－ ４１：４９．４� １４．９�
３５ ア カ ン サ ス 牝３青 ５４ M．デムーロ魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４２６－ ６１：４９．５� ５．２	

（伊）

８１６ レッドエレンシア 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４１８＋ ２１：４９．７１� １１．０

３６ インダクティ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ３８６－１０１：５０．０１� ５１．５�
７１３ アンナドンナ 牝３栗 ５４ A．クラストゥス 吉田 千津氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ３９４－ ６１：５０．１� ２９．１�

（仏）

５９ � オフィシャルシティ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一松平 恭司氏 佐藤 吉勝 日高 松平牧場 ４４４－ ２１：５０．３１� ６０７．２
８１５� モルフェメイト 牝３黒鹿５４ 武士沢友治並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 浦河土肥牧場 ４２０± ０ 〃 アタマ ５９８．２�
２３ � デスティニーホープ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 モリナガファーム ４３８＋ ６１：５０．４� ３１１．３�
６１１� トーセンインディ 牝３芦 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３２± ０１：５０．５� １８．４�
７１４ ア テ ィ ロ ン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新冠 大栄牧場 ４９２＋ ２１：５０．９２� ５０．２�
２４ フレンドミー 牝３鹿 ５４ 津村 明秀横尾 晴人氏 武市 康男 新ひだか 飛野牧場 ４５２＋１４１：５１．０� ４５７．１�
４７ � ドクターブリーズ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 新冠 村上牧場 ４１４－１０１：５１．４２� ４２７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，９０５，６００円 複勝： ４８，８６４，４００円 枠連： ２４，３１９，６００円

普通馬連： １０４，６２８，２００円 馬単： ６２，９０９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３７６，２００円

３連複： １０５，１６３，９００円 ３連単： ２００，２１８，０００円 計： ６１５，３８５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２１０円 � １，６００円 � １３０円 枠 連（４－５） ２１，６３０円

普通馬連 �� ３６，８１０円 馬 単 �� ６２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，７５０円 �� ３６０円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� １６，９８０円 ３ 連 単 ��� １９４，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３５９０５６ 的中 � ５３８７１（３番人気）
複勝票数 計 ４８８６４４ 的中 � ５８３５６（３番人気）� ４９５６（１１番人気）� １５１２３３（１番人気）
枠連票数 計 ２４３１９６ 的中 （４－５） ８３０（２７番人気）
普通馬連票数 計１０４６２８２ 的中 �� ２０９８（４７番人気）
馬単票数 計 ６２９０９１ 的中 �� ７４３（８７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３３７６２ 的中 �� ８６０（５１番人気）�� ２６７４９（２番人気）�� ２８５９（２８番人気）
３連複票数 計１０５１６３９ 的中 ��� ４５７３（４９番人気）
３連単票数 計２００２１８０ 的中 ��� ７５８（４００番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１２．２―１２．５―１２．７―１２．９―１１．８―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３５．８―４８．３―１：０１．０―１：１３．９―１：２５．７―１：３７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．１
１
３
８，１０－（１，４）１２（２，１６）９（６，１３）１４（３，１５）－７（５，１１）
８，１０（１，４）（２，１２）（１６，１３）（９，１５）（６，１４，１１，５）３，７

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

勝馬の
紹 介

イングリッド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Wild Zone デビュー ２０１０．１０．１７ 東京１着

２００８．２．２９生 牝３鹿 母 ア ン チ ョ 母母 Ruth Ann d’Or ３戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０５０２０ ２月２７日 晴 良 （２３中山２）第２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）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５９ オメガフレグランス 牝４鹿 ５４ M．デムーロ原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６１：５４．５ ３．０�
（伊）

６１２ マイネフェリックス 牝４栗 ５４ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B４７４± ０１：５４．８２ ５．４�
（仏）

７１４ オウシュウベスト 牡４黒鹿５６ F．ベリー 西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 ４４２－ ８１：５５．５４ ２９．５�
（愛）

４７ ジェイズバニヤン 牡５芦 ５７
５４ ▲平野 優津村 靖志氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５３８± ０１：５５．６� ８．１�

５１０ リアルディール 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 ５４０＋１４１：５５．７クビ ３．７�

７１３ ダイレクトパス 牡７青鹿５７ 蛯名 正義渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４５８＋１０１：５５．９１� ２２．３�
２３ ドリームシガー 牡４黒鹿５６ 丸田 恭介セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 対馬 正 ５３６± ０１：５６．２１� １１．５	
８１５ トゥザサミット 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 
サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４５４± ０１：５６．３� １２．８�
４８ 	 デザートコンドル 牡４黒鹿５６ 江田 照男鈴木 可一氏 南田美知雄 新冠 ハシモトフアーム ４９２－１７１：５６．６１� １５０．３�
２４ イーグルドライヴ 牡４栗 ５６ 柴山 雄一
ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 酒井牧場 B４９０－ ２１：５６．７� ２６．５
３６ ドリームヘリテージ 牡５栗 ５７ 武士沢友治セゾンレースホース� 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７４－ ２１：５６．８クビ １５７．６�
６１１ ウ イ ン ク 牝６鹿 ５５ 和田 竜二百万 武夫氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４７６± ０１：５６．９� ５５．８�
１２ チューリングマシン 牡４青鹿５６ 北村 宏司池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 ４８２＋１０１：５７．３２� ８９．７�
１１ 	 トウカイカラー 牝４黒鹿５４ 大庭 和弥内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４００－ ７１：５８．３６ １１５．６�
３５ ヒシエリート 牝４栗 ５４ 田中 勝春阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ４６６－ ２１：５８．４クビ １５４．９�
８１６	 ケージーマサムネ 牡４栗 ５６ 石橋 脩川井 五郎氏 新開 幸一 新冠 岩見牧場 B５４０＋１６１：５９．４６ ２１５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９６７，２００円 複勝： ４４，９１２，７００円 枠連： ３１，７４１，４００円

普通馬連： ９６，５５７，２００円 馬単： ５９，３７５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，４５０，１００円

３連複： １１３，９３１，１００円 ３連単： １８９，５３３，３００円 計： ５９７，４６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ４５０円 枠 連（５－６） ３４０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，１００円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ３，８３０円 ３ 連 単 ��� １０，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２５９６７２ 的中 � ６９８５２（１番人気）
複勝票数 計 ４４９１２７ 的中 � ９８４５６（１番人気）� ７９７５７（２番人気）� １８７１４（７番人気）
枠連票数 計 ３１７４１４ 的中 （５－６） ６９９５７（１番人気）
普通馬連票数 計 ９６５５７２ 的中 �� １０６６７９（１番人気）
馬単票数 計 ５９３７５１ 的中 �� ３９９６４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５４５０１ 的中 �� ３３１５９（２番人気）�� ７４１７（１４番人気）�� ６５３０（１７番人気）
３連複票数 計１１３９３１１ 的中 ��� ２１９５７（１０番人気）
３連単票数 計１８９５３３３ 的中 ��� １２８２０（１８番人気）

ハロンタイム １２．３―１２．０―１２．４―１３．３―１３．２―１３．１―１３．３―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．３―３６．７―５０．０―１：０３．２―１：１６．３―１：２９．６―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．２
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

オメガフレグランス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．１２．１２ 中山２着

２００７．５．２２生 牝４鹿 母 ビューティーメイク 母母 セイリングビユーテイ ８戦２勝 賞金 ２３，６４０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 ジェイズバニヤン号の騎手平野優は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（８番・２番・１５番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ハヤブサイッポン号・ポワンカレ号
※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。



０５０２１ ２月２７日 晴 良 （２３中山２）第２日 第９競走 ��
��２，５００�

い た こ

潮 来 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

５７ ネ コ パ ン チ 牡５黒鹿５７ 大庭 和弥桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 ４８０－ ４２：３２．４ ４．８�

７１１ プロヴィデンス 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９８－ ４２：３２．９３ ２１．３�
３３ マイネルシュトルム 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ５１６－ ２２：３３．０� ２．１�
４６ ジャングルハヤテ 牡４黒鹿５６ 柴山 雄一伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 新ひだか グランド牧場 ４８６± ０２：３３．２１� ５．９�
８１４ ファーストグロース 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８４＋ ８２：３３．３	 ４６．２�
４５ マルラニビスティー 牝５鹿 ５５ 北村 宏司備前島敏子氏 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム ４５４－ ６ 〃 クビ ２８．８�
８１３ シルクタイタン 牡５黒鹿５７ 村田 一誠有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４８０± ０２：３３．４� ４９．１	
３４ ロケットダイヴ 牡４鹿 ５６ A．クラストゥス 山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４６－ ８２：３３．６１� ２３．０


（仏）

７１２ パールグレイピアス 牝６青 ５５ M．デムーロ吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B４９０－ ２ 〃 アタマ １１．４�
（伊）

１１ ポルカマズルカ 牝５鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５０８＋１４２：３４．０２� ８．１
５８ ヴィーヴァギブソン 牡４鹿 ５６ 和田 竜二芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ４９６－ ８ 〃 アタマ ７１．０�
６９ 
 キクノトップラン 牡６芦 ５７ 吉田 隼人菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 南部 功 ４８０＋ ４２：３５．０６ １１３．０�
２２ 
 ミウラリチャード 牡７鹿 ５７ 的場 勇人佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５４４＋１２２：３５．４２� ４５４．８�
６１０ ゴールドスミス 牡７鹿 ５７ 小牧 太 �ゴールドレーシング 小崎 憲 三石 飯岡牧場 ４９４＋ ２２：３７．５大差 ２３５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３３，７０１，９００円 複勝： ５２，５４３，１００円 枠連： ３２，７５９，３００円

普通馬連： １２７，６２３，６００円 馬単： ７７，７００，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，４２４，０００円

３連複： １４７，４３６，９００円 ３連単： ２８０，４７９，９００円 計： ７９６，６６９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � ４００円 � １２０円 枠 連（５－７） １，４５０円

普通馬連 �� ４，７７０円 馬 単 �� ８，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� ２４０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ２，５１０円 ３ 連 単 ��� ２９，３００円

票 数

単勝票数 計 ３３７０１９ 的中 � ５５６２７（２番人気）
複勝票数 計 ５２５４３１ 的中 � ９１４１８（２番人気）� ２２２４２（７番人気）� １６０２３２（１番人気）
枠連票数 計 ３２７５９３ 的中 （５－７） １６６９８（６番人気）
普通馬連票数 計１２７６２３６ 的中 �� １９７６９（１５番人気）
馬単票数 計 ７７７００４ 的中 �� ７０８７（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４４２４０ 的中 �� ７９７６（１５番人気）�� ５５０４６（１番人気）�� １４５９１（７番人気）
３連複票数 計１４７４３６９ 的中 ��� ４３４７４（６番人気）
３連単票数 計２８０４７９９ 的中 ��� ７０６６（８４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．０―１８．４―３０．４―４２．４―５４．２―１：０６．９―１：１９．８―１：３２．７―１：４５．１―１：５７．１―２：０８．９―２：２０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネ コ パ ン チ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．７．１９ 函館５着

２００６．３．２８生 牡５黒鹿 母 パ シ ェ ン テ 母母 オトメザトップ ３５戦３勝 賞金 ６１，１１９，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドスミス号は，平成２３年３月２７日まで平地競走に出走できない。
※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。

０５０２２ ２月２７日 晴 良 （２３中山２）第２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，２２．２．２７以降２３．２．２０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 １７，７００，０００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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１１ ゴールドアグリ 牡７鹿 ５５ 蛯名 正義スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９０－１０１：０７．４ １７．１�

５９ ベイリングボーイ 牡７栗 ５４ 津村 明秀冨沢 敦子氏 清水 久詞 浦河 浦河小林牧場 ４６４± ０１：０７．５� １５１．８�
２４ アイアムマリリン 牝５青鹿５２ 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６１：０７．７１� １１．７�
４８ � トップオブピーコイ 牡５青鹿５６ 田中 勝春横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４８２－ ２ 〃 ハナ １３．１�
５１０ サクラミモザ 牝５黒鹿５５ 内田 博幸�さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４７８＋ ４１：０７．８クビ ４．１�
４７ ダイワナイト 牡４栗 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５１６－ ２ 〃 ハナ １３．９�
３５ パ ド ト ロ ワ 牡４鹿 ５６ 松岡 正海吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５２０－ ６ 〃 クビ ８．３	
１２ � ロードバロック 牡６鹿 ５４ 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４４６＋１８１：０７．９クビ ５８．０

６１２� リッターヴォルト 牡７鹿 ５４ 吉田 隼人石瀬 浩三氏 橋口弘次郎 米 Hokuyou

Farm ４９２－ ８ 〃 クビ ４７．３�
８１６� アラマサローズ 牝５鹿 ５４ A．クラストゥス �アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４５４＋ ２１：０８．０	 ６．４

（仏）

７１３ アポロラムセス 牡６芦 ５５ 村田 一誠アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ５０６± ０１：０８．１クビ ７４．８�
７１４ プレンティフェスタ 牝６青 ５２ 三浦 皇成 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム ４７２＋１４１：０８．３１� ９６．５�
２３ セブンシークィーン 牝５栗 ５５ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７０－ ４１：０８．４クビ １２．６�
８１５ ストロングポイント 牡５芦 ５４ 柴田 善臣畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４７６＋ ６１：０８．５� ８４．１�
６１１ ゲットフルマークス 
５鹿 ５４ 武士沢友治�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 梅田牧場 ５００＋２２１：０８．９２� ２３０．８�
３６ ケンブリッジエル 牡５黒鹿５７ F．ベリー 中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５０６－ ８１：０９．０� ３．６�
（愛）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，２００，２００円 複勝： ８０，４６６，３００円 枠連： ４９，９５７，５００円

普通馬連： ２０２，０４１，３００円 馬単： １０８，９１４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，８６８，９００円

３連複： ２３４，７９１，９００円 ３連単： ４３４，４９４，８００円 計： １，２１８，７３５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７１０円 複 勝 � ５５０円 � ２，５００円 � ４４０円 枠 連（１－５） ３，０１０円

普通馬連 �� ６４，５００円 馬 単 �� １００，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４，３７０円 �� ２，５６０円 �� １５，５２０円

３ 連 複 ��� １８６，９３０円 ３ 連 単 ��� １，１０１，９２０円

票 数

単勝票数 計 ４３２００２ 的中 � １９９５７（９番人気）
複勝票数 計 ８０４６６３ 的中 � ３９７９４（９番人気）� ７７３５（１４番人気）� ５１３２６（５番人気）
枠連票数 計 ４９９５７５ 的中 （１－５） １２２８３（１３番人気）
普通馬連票数 計２０２０４１３ 的中 �� ２３１２（８６番人気）
馬単票数 計１０８９１４４ 的中 �� ８００（１５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４８６８９ 的中 �� １１０２（８２番人気）�� ６３５７（３４番人気）�� １０２０（８７番人気）
３連複票数 計２３４７９１９ 的中 ��� ９２７（２８３番人気）
３連単票数 計４３４４９４８ 的中 ��� ２９１（１６８３番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．４―１０．６―１１．５―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．２―３２．８―４４．３―５５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３４．６
３ ・（６，１１）（３，５）１６－（７，１０）（９，１２）（４，１，１５）１３（２，８，１４） ４ ・（６，１１）（３，５）１６（７，１０）９（４，１）（２，１２）８，１５（１３，１４）

勝馬の
紹 介

ゴールドアグリ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００６．８．６ 新潟１着

２００４．３．１１生 牡７鹿 母 タッチオブゴールド 母母 ダイナタツチ ３１戦４勝 賞金 １０８，７４５，０００円
〔発走状況〕 ゲットフルマークス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ゲットフルマークス号は，平成２３年２月２８日から平成２３年３月２９日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 シセイカグヤ号・セイウンワキタツ号・ダイメイザバリヤル号・マヤノロシュニ号
※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。



０５０２３ ２月２７日 晴 良 （２３中山２）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第８５回中 山 記 念（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，２２．２．２７以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬１�増，２２．２．２６以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

千葉県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 ８６８，０００円 ２４８，０００円 １２４，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７９ ヴィクトワールピサ 牡４黒鹿５８ M．デムーロ市川 義美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１２± ０１：４６．０ １．４�
（伊）

３３ キャプテントゥーレ 牡６芦 ５８ 小牧 太 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４５２－１２１：４６．４２� １０．３�
４４ リーチザクラウン 牡５青鹿５８ 武 豊西山 茂行氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１２－ ６ 〃 ハナ ８．９�
１１ マルカボルト 牡４黒鹿５６ F．ベリー 河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４８４－１２１：４６．６１ ２５．０�

（愛）

８１２� レッドシューター 牡６鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Epona Blood-
stock Ltd B５３８－ ４１：４６．８１� １８．６�

５５ リルダヴァル 牡４栗 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８６－１４１：４６．９� ７．１	
５６ ダイシングロウ 牡７黒鹿５７ 蛯名 正義大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ４８８－１２１：４７．１１	 ２０６．７

２２ アロマカフェ 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４８０＋１６１：４７．２� ３２．４�
８１１ キョウエイストーム 牡６芦 ５７ 石橋 脩田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４４６＋ ４１：４７．３� ３８．８�
６８ トーセンクラウン 牡７鹿 ５８ 江田 照男島川 哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４８２＋１６１：４７．４
 １０８．６�
６７ ミッキードリーム 牡４栗 ５６ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ４１：４７．６１� ６３．７�
７１０ トーセンキャプテン 牡７鹿 ５７ 丸田 恭介島川 哉氏 中島 敏文 千歳 社台ファーム ５０４＋１０１：４８．０２� ３６２．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１９，６７９，３００円 複勝： ６５１，０２４，０００円 枠連： １４６，８０３，８００円

普通馬連： ７６２，０６８，２００円 馬単： ６２２，４４８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８９，４３９，２００円

３連複： ９７６，８０６，５００円 ３連単： ３，１４５，０８３，３００円 計： ６，８１３，３５３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ２２０円 枠 連（３－７） ６１０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ２９０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １，５２０円 ３ 連 単 ��� ４，２１０円

票 数

単勝票数 計２１９６７９３ 的中 � １２７０３１０（１番人気）
複勝票数 計６５１０２４０ 的中 � ４６１８５８７（１番人気）� ２７１０００（４番人気）� ２９７３７６（３番人気）
枠連票数 計１４６８０３８ 的中 （３－７） １７７８８８（４番人気）
普通馬連票数 計７６２０６８２ 的中 �� ９４９１４２（３番人気）
馬単票数 計６２２４４８９ 的中 �� ５７２７０１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２８９４３９２ 的中 �� ２７４４８１（２番人気）�� ２６２７６８（３番人気）�� ６６８９９（１１番人気）
３連複票数 計９７６８０６５ 的中 ��� ４７６９６８（４番人気）
３連単票数 計３１４５０８３３ 的中 ��� ５５２４２９（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．３―４８．５―１：００．１―１：１１．５―１：２３．２―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．９―３F３４．５
１
３
３（５，７）（１，１１）（２，６，１２）－４（８，９）１０・（３，５，１２）（１，７）（２，１１）（６，９）（８，４）－１０

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

勝馬の
紹 介

ヴィクトワールピサ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．１０．２５ 京都２着

２００７．３．３１生 牡４黒鹿 母 ホワイトウォーターアフェア 母母 Much Too Risky １０戦７勝 賞金 ５９５，９５４，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※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。

０５０２４ ２月２７日 晴 良 （２３中山２）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

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 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４７ ノボレインボー 牝５芦 ５５ 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５０６＋ ２１：１１．９ ７．４�

１２ マジックモーメント 牡６黒鹿５７ 的場 勇人藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４７２－ ４１：１２．１１� １９９．０�
８１５ トーセンベルファム 牝６鹿 ５５ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：１２．２� ６．５�
７１３	 ヴィルマール 牡５鹿 ５７ F．ベリー 吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Paulyn Invest-

ments Pty Ltd ４９０± ０ 〃 クビ ３．４�
（愛）

８１６	 エイシンフルハート 牡４栗 ５７ 石橋 脩平井 豊光氏 西園 正都 米
James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５１４＋ ８１：１２．３
 ８．５�
４８ マイスイートホーム 牝５黒鹿５５ A．クラストゥス 飯田 正剛氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４７２－ ４１：１２．４� ４４．４	

（仏）

１１ トムアウトランダー 牡６栗 ５７ 和田 竜二庄野 昭彦氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 ５００－ ２ 〃 ハナ ２３．４

２３ ウネントリッヒ 牝４栗 ５５ 江田 照男宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４６０＋ ６１：１２．５クビ １６．２�
２４ 	 プリティゴールド 牝５鹿 ５５ 小牧 太横瀬 兼二氏 森 秀行 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd ４８０－１０１：１２．７１� １１２．７�
３６ ローブドヴルール 牝５鹿 ５５ 柴田 大知ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４８４－ ４１：１２．８� ４４．８�
６１２	 エイシンアマデウス 牡５黒鹿５７ 内田 博幸平井 豊光氏 久保田貴士 米 John J Carey ４９０－１６ 〃 アタマ ４．４�
７１４ ア サ ギ リ 牡５鹿 ５７

５４ ▲平野 優青木 基秀氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田原橋本牧場 ５３０＋ ４ 〃 ハナ ８．３�
６１１ スマートリーズン 牡６黒鹿５７ 津村 明秀岡田 牧雄氏 加藤 和宏 三石 萩澤 俊雄 ４８８－ ２ 〃 ハナ ２１８．２�
５９ ラオムフェーレ 牡７栗 ５７ 武士沢友治ミルファーム 畠山 重則 静内 石川 新一 ４９８＋１４１：１３．０１ ４１９．８�
５１０ バイラオーラ 牝５栗 ５５ 吉田 隼人 キャロットファーム 後藤 由之 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－ ２１：１３．３１
 ２４．９�
３５ タツタイコウ 牡６栗 ５７ 大庭 和弥鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５１４－ ６１：１３．５１ ２５０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，７０７，８００円 複勝： ９４，１８７，６００円 枠連： ７２，５３５，５００円

普通馬連： ２５８，８６３，３００円 馬単： １３３，３００，８００円 ワイド【拡大馬連】： ８２，４５７，０００円

３連複： ３０１，０１９，８００円 ３連単： ５７４，８１１，３００円 計： １，５８０，８８３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２４０円 � ４，１３０円 � ２４０円 枠 連（１－４） ４，７６０円

普通馬連 �� ４６，６７０円 馬 単 �� ７８，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，８１０円 �� ６５０円 �� １６，７７０円

３ 連 複 ��� １２１，７３０円 ３ 連 単 ��� ９４６，９００円

票 数

単勝票数 計 ６３７０７８ 的中 � ６７９２８（４番人気）
複勝票数 計 ９４１８７６ 的中 � １１７８７７（４番人気）� ４６４２（１４番人気）� １１９３２４（３番人気）
枠連票数 計 ７２５３５５ 的中 （１－４） １１２６２（１７番人気）
普通馬連票数 計２５８８６３３ 的中 �� ４０９４（６１番人気）
馬単票数 計１３３３００８ 的中 �� １２５８（１１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８２４５７０ 的中 �� １８０５（６３番人気）�� ３４０６５（７番人気）�� １１６１（７７番人気）
３連複票数 計３０１０１９８ 的中 ��� １８２５（１９６番人気）
３連単票数 計５７４８１１３ 的中 ��� ４４８（１２５２番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．８―１１．９―１２．５―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．６―３４．５―４７．０―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボレインボー �
�
父 ノボジャック �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００８．８．１６ 新潟１３着

２００６．３．７生 牝５芦 母 ガルデーニエ 母母 クラシーグリーン ２９戦３勝 賞金 ４６，０９０，０００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 シュンカジョウ号・ダイワシークレット号・トップアテンション号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２３中山２）第２日 ２月２７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９４，９５０，０００円
６，３９０，０００円
１６，０１０，０００円
２，２２０，０００円
２７，８６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，８１３，５００円
４，８８４，０００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
５５４，３３５，６００円
１，１９７，２６８，９００円
４７５，８５１，６００円
１，９３７，２４２，８００円
１，３３１，３４１，２００円
７１０，７７３，０００円
２，３６０，３６３，６００円
５，６３１，０７１，６００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 １４，１９８，２４８，３００円

総入場人員 ３５，５９７名 （有料入場人員 ３１，８７０名）


