
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

０００３７ １月１４日 晴 良 （２４中山１）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

３６ ラ シ ー ク 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B４７２＋ ４１：１３．１ ３．３�

６１１ 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 ４２６＋ ６ 〃 クビ ６．７�
８１５ ダンシングミッシー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 ４５４＋ ４１：１３．４１� ６．０�
７１３ ハッピーウェーブ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義道永 幸治氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：１３．５� １６．０�
５９ オリエンタルポリー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４５０－ ８１：１３．６� ５．１�
１２ スピーディードータ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 ４４６± ０１：１３．７クビ １３．３�
８１６ ヤサカオディール 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 ４３４＋ ４１：１３．８� １４．２	
２４ マイネサヴァラン 牝３青鹿５４ 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４４４－ ２１：１４．２２� ５．８�
４８ クリーンヒット 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人�大西牧場 高市 圭二 浦河 大西牧場 ４５０＋ ４１：１４．３クビ ２４１．１�
７１４ ルーチェデルソーレ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次星野 祐介氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２－ ２１：１４．６１� ６５．６

２３ トーセンプリモ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム ４９６± ０１：１４．８１� ２０５．６�
４７ タマモレディ 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優タマモ
 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 ４３８－ ８１：１５．３３ １１４．３�
６１２ セトブラボー 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 ５１２＋ ４ 〃 クビ １４０．７�
５１０ ナンヨーマケナイワ 牝３栗 ５４ 武士沢友治中村 �也氏 菊沢 隆徳 新冠 山岡ファーム ４５８－１０１：１５．４クビ ８５．４�
１１ ダイワエレガンス 牝３栗 ５４ 丸山 元気大城 敬三氏 嶋田 功 新ひだか 出羽牧場 B４３２± ０１：１５．８２� ２００．６�
３５ アイノホウソク 牝３栗 ５４ 小林 淳一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド ４８４－ ８１：１６．２２� ３０９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８２５，８００円 複勝： ３６，４５７，２００円 枠連： １３，７９５，８００円

馬連： ５０，３３５，０００円 馬単： ３１，４１１，３００円 ワイド： ２１，３９２，７００円

３連複： ６５，３２１，６００円 ３連単： ９４，６５９，６００円 計： ３３０，１９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � １７０円 枠 連（３－６） １，１１０円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ４２０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，２２０円 ３ 連 単 ��� １０，７００円

票 数

単勝票数 計 １６８２５８ 的中 � ４１０５７（１番人気）
複勝票数 計 ３６４５７２ 的中 � ７８８７２（１番人気）� ３６８３７（５番人気）� ５５９７８（３番人気）
枠連票数 計 １３７９５８ 的中 （３－６） ９２３４（５番人気）
馬連票数 計 ５０３３５０ 的中 �� ３３１６３（３番人気）
馬単票数 計 ３１４１１３ 的中 �� １１０４６（４番人気）
ワイド票数 計 ２１３９２７ 的中 �� １４３４０（２番人気）�� １３０４６（３番人気）�� ６６７８（８番人気）
３連複票数 計 ６５３２１６ 的中 ��� ２１７４４（５番人気）
３連単票数 計 ９４６５９６ 的中 ��� ６５３１（１４番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．３―１２．５―１３．１―１３．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ シ ー ク �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー ２０１１．８．２０ 新潟１４着

２００９．４．１９生 牝３鹿 母 ディペンドオンユー 母母 ブリズントゥアウィン ６戦１勝 賞金 ９，０００，０００円

０００３８ １月１４日 晴 良 （２４中山１）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

５９ ガッテンキャンパス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 ４５６＋ ２１：５８．３ ３５．１�

１１ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 ４７６＋ ６１：５８．４� ２６８．４�
３５ コスモガラサ 牡３黒鹿５６ 伊藤 直人 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 日高 加藤牧場 ４４０－ ２１：５８．７２ １５４．５�
６１２ レッドアヴァロン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 浜本牧場 ４９２－ ４１：５８．８クビ ２．０�
１２ トラストネモフィラ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気菅波 雅巳氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋ ２１：５８．９� ３８．０�
４７ ジュリエットソング 牝３青 ５４ 蛯名 正義�ターフ・スポート尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ７．４	
２３ トーセンガリレオ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 
哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 岡田スタツド ５２６－ ４１：５９．０クビ ６．４�
５１０ ファーマジェンヌ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ５００± ０ 〃 クビ ６．５�
７１４ ケージーヒトメボレ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成川井 五郎氏 小島 茂之 新冠 岩見牧場 ４４０± ０１：５９．１クビ ８．７
２４ サムシングエルス 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 三石橋本牧場 ４６４－１０１：５９．７３� １３．５�
８１６ トモヲエラババ 牡３栃栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４８０＋ ２１：５９．９１� ９６．９�
７１３ アールフィリア 牡３鹿 ５６ 小林 淳一星野 良二氏 小西 一男 新ひだか 城地 清満 B４７６＋ ２２：００．１１ ６９５．４�
３６ クライマックス 牡３鹿 ５６ 武士沢友治キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４４６－１４２：００．８４ ５８．１�
６１１ ファイヤーエース 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝ディアレスト 田村 康仁 日高 タバタファーム ４７６＋ ４２：００．９� ３５．８�
４８ ビッグヘッド 牡３青 ５６ 津村 明秀ディアレスト 松永 康利 新ひだか 大平牧場 ４８２＋ ４２：０１．２１� ２１１．２�

（１５頭）
８１５ マスバルドボルド 牡３芦 ５６ 田面木博公上田 忠男氏 杉浦 宏昭 新ひだか 金舛 幸夫 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １６，８５５，５００円 複勝： ３１，３０９，１００円 枠連： １３，４２８，２００円

馬連： ４６，１１５，９００円 馬単： ３２，２３６，５００円 ワイド： １８，７６６，２００円

３連複： ５７，６２０，２００円 ３連単： ９４，７４９，７００円 計： ３１１，０８１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５１０円 複 勝 � ６９０円 � ３，３３０円 � ２，０３０円 枠 連（１－５） ６，５１０円

馬 連 �� １５８，３００円 馬 単 �� ３４９，８７０円

ワ イ ド �� １８，９３０円 �� １２，５１０円 �� ３９，３８０円

３ 連 複 ��� ５５２，２６０円 ３ 連 単 ��� ２，９１３，５６０円

票 数

単勝票数 計 １６８５５５ 的中 � ３７８８（７番人気）
複勝票数 計 ３１３０９１ 的中 � １２６７２（７番人気）� ２３８３（１３番人気）� ３９７６（１１番人気）
枠連票数 計 １３４２８２ 的中 （１－５） １５２３（１８番人気）
馬連票数 計 ４６１１５９ 的中 �� ２１５（７９番人気）
馬単票数 計 ３２２３６５ 的中 �� ６８（１５１番人気）
ワイド票数 計 １８７６６２ 的中 �� ２４４（７１番人気）�� ３７０（６１番人気）�� １１７（８６番人気）
３連複票数 計 ５７６２０２ 的中 ��� ７７（２８９番人気）
３連単票数 計 ９４７４９７ 的中 ��� ２４（１６２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．７―３８．９―５１．９―１：０４．５―１：１６．９―１：３０．０―１：４３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．８―３F４１．４
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ガッテンキャンパス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．１６ 東京１１着

２００９．３．７生 牡３鹿 母 ア ン ダ ン テ 母母 ダイナプレリユード ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 マスバルドボルド号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 コスモガラサ号の騎手伊藤直人は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０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） ６頭 キーエキスパート号・コスモマッハ号・ジャングルスター号・ビロードボイス号・フレンドフィーバー号・

ホクセツローズ号

第１回　中山競馬　第４日



０００３９ １月１４日 晴 良 （２４中山１）第４日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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

４８ スズノライジン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ５１０－ ２１：１３．５ ３．７�

５９ ツクバヴァンクール 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義細谷 武史氏 田中 清隆 日高 正和山本牧場 ４４０＋１４１：１３．６� １４．６�
７１４ ミヤビガーリッシュ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 大成牧場 ４９２－ ２１：１３．８１� ３７．５�
６１１ フ ィ ア レ ス 牝３栗 ５４ 石橋 脩岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４２± ０１：１４．０１� ３．３�
６１２ プ ラ タ ン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�錦岡牧場 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５８－ ４１：１４．１クビ １４．５�
１２ ヨシールプリンセス 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４６＋ ６１：１４．３１� ５．８�
３５ クレバーブレード 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成田	 正明氏 石毛 善彦 日高 大江牧場 ４４０－ ４１：１４．４クビ ２０．９

８１６ イッセキニチョウ 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４７０± ０１：１４．８２� ７７．７�
２３ デルマホテイ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム ４５０＋ ４１：１４．９クビ ７１．０�
４７ イデアシュリュー 牝３鹿 ５４ 津村 明秀益田 修一氏 中野 栄治 浦河 馬道 繁樹 ４０６－１４ 〃 アタマ ３５０．２
７１３ スノークラフト 牝３芦 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４５８＋ ２１：１５．０� ７．９�
３６ タケデンザビエル 牝３栗 ５４ 柴田 善臣武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４５６＋ ２１：１５．２� １１．０�
１１ エーシンクラスワン 牝３栗 ５４ 田辺 裕信�栄進堂 奥平 雅士 新ひだか 木田牧場 ４６０＋ ４１：１５．６２� ２３．５�
２４ リワードゴードン 	３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード B４２８± ０１：１６．５５ ２９９．２�

８１５ キョウエイニンファ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司田中 晴夫氏 伊藤 大士 浦河 山春牧場 ４７０＋ ６１：１６．９２� １７７．０�
５１０ ディアアーティクル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春ディアレスト 土田 稔 浦河 市正牧場 ４８０＋１４１：２１．１大差 ２４６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７５１，６００円 複勝： ３６，１３４，７００円 枠連： １７，６９４，４００円

馬連： ５２，４０２，０００円 馬単： ３４，５６０，９００円 ワイド： ２３，３８１，６００円

３連複： ６３，３９４，５００円 ３連単： ９７，５７３，４００円 計： ３４３，８９３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � ２１０円 � ４６０円 � ６８０円 枠 連（４－５） ４，２７０円

馬 連 �� ４，２３０円 馬 単 �� ６，６８０円

ワ イ ド �� １，３５０円 �� １，９２０円 �� ７，２６０円

３ 連 複 ��� ５０，４２０円 ３ 連 単 ��� １９３，０６０円

票 数

単勝票数 計 １８７５１６ 的中 � ４０５６８（２番人気）
複勝票数 計 ３６１３４７ 的中 � ５４２８６（２番人気）� １９４６７（７番人気）� １２２８９（９番人気）
枠連票数 計 １７６９４４ 的中 （４－５） ３０５９（１５番人気）
馬連票数 計 ５２４０２０ 的中 �� ９１５４（１６番人気）
馬単票数 計 ３４５６０９ 的中 �� ３８２３（２５番人気）
ワイド票数 計 ２３３８１６ 的中 �� ４３７１（１５番人気）�� ３０１６（２１番人気）�� ７７３（５３番人気）
３連複票数 計 ６３３９４５ 的中 ��� ９２８（１２１番人気）
３連単票数 計 ９７５７３４ 的中 ��� ３７３（５０３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．３―１２．４―１３．１―１４．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．７―４６．１―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノライジン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Wild Rush デビュー ２０１１．８．１３ 新潟１０着

２００９．４．２２生 牡３黒鹿 母 スズノメガミ 母母 Sue’s Temper ５戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔調教再審査〕 ディアアーティクル号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ディアアーティクル号は，競走中に異常歩様となったため，「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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サンマルヴァーゴ号
（非抽選馬） １頭 トウショウスコア号

０００４０ １月１４日 晴 良 （２４中山１）第４日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０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 フィーユブルー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B４８２＋ ４１：５５．９ ３．１�

８１６ コスモマイギフト 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 ４８２－１０１：５６．７５ ２．０�
５１０ カテキンパワー 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次山上 和良氏 和田正一郎 浦河 浦河育成牧場 ４４８－ ２１：５７．８７ １２．９�
３６ バレンタインパパ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 日高 田端牧場 ４９４± ０１：５８．１１� ２９．０�
４７ ディアスピリトゥス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広�樽さゆり氏 菊川 正達 新冠 長浜牧場 B４６０± ０１：５８．９５ ２９．１�
６１２ ストロングシャリオ 牡３栗 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 B５００＋２６１：５９．４３ ４１．８	
４８ ブルーナボーニャ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ４ 〃 アタマ １３．５

８１５ ヴェラカスターニャ 牝３栗 ５４ 武士沢友治 �サンデーレーシング 栗田 徹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－ ２１：５９．５クビ ５１．７�
３５ ブレイブレディ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋１２ 〃 アタマ ２４．８�
７１３ ウ ッ チ ャ リ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優中西 功氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 ４１２－１０２：００．２４ ４０３．５
５９ ハリファックス 牡３芦 ５６ 丸山 元気 �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 B５００－１４２：００．３� ３７．２�
２３ ダイメイサンデー 牡３青鹿５６ 大庭 和弥宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４６６± ０２：００．４クビ １３．４�
１２ ダブルピース 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 ４８８＋ ４２：０１．８９ １９７．８�
２４ ラヴフォーオール 牝３青鹿５４ 田中 博康矢野 和雅氏 木村 哲也 新冠 大林ファーム ４４６－ ２２：０４．３大差 ２４９．２�
６１１ ファンタマリッジ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人ケンレーシング組合 牧 光二 平取 北島牧場 ４３０＋ ２２：０４．８３ ２２８．８�
７１４ シンデンゼアス 牡３青鹿５６ 小林 淳一神田 通博氏 佐藤 全弘 青森 諏訪牧場 ４６６－ ６２：０７．４大差 ３５４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１７１，５００円 複勝： ４１，４０５，９００円 枠連： １９，６０４，４００円

馬連： ５２，６８６，０００円 馬単： ３９，８２１，０００円 ワイド： ２５，１５４，８００円

３連複： ６６，６３９，２００円 ３連単： １１８，５４３，５００円 計： ３８４，０２６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（１－８） ２２０円

馬 連 �� ２４０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド �� １３０円 �� ４４０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� ２，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２０１７１５ 的中 � ５２０１８（２番人気）
複勝票数 計 ４１４０５９ 的中 � １００１９６（２番人気）� １６９８６９（１番人気）� ２７０５９（４番人気）
枠連票数 計 １９６０４４ 的中 （１－８） ６６４１５（１番人気）
馬連票数 計 ５２６８６０ 的中 �� １６５６０８（１番人気）
馬単票数 計 ３９８２１０ 的中 �� ５１０２０（２番人気）
ワイド票数 計 ２５１５４８ 的中 �� ７２１２２（１番人気）�� １０４７９（５番人気）�� １３２３８（３番人気）
３連複票数 計 ６６６３９２ 的中 ��� ７１８００（１番人気）
３連単票数 計１１８５４３５ 的中 ��� ３３６１６（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．４―３８．８―５１．９―１：０４．６―１：１７．５―１：３０．２―１：４２．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フィーユブルー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１１．７．２ 中山８着

２００９．５．５生 牡３鹿 母 ゴーファイトウィン 母母 ライラアラウィ ６戦１勝 賞金 ９，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダブルピース号・ラヴフォーオール号・ファンタマリッジ号・シンデンゼアス号は，平成２４年２月

１４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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サウザンドサニー号・ビューティダイヤ号・ブライテストソード号



０００４１ １月１４日 晴 良 （２４中山１）第４日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

３６ ミッドサマーフェア 牝３青鹿５４ 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４０－ ２１：３４．４ ３．８�

４８ ストラスペイ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５８－１２１：３４．８２� ８．８�
１１ ピースオブアイ 牝３栗 ５４ 田中 勝春星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４６０± ０１：３４．９� ５．６�
１２ ジャストジョーイ 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝�G１レーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３０－ ６１：３５．１１� ２１．８�
５１０ フェニーチェ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 ４５４＋ ２１：３５．２クビ ８．２�
８１５ パイライトパワー 牝３鹿 ５４ 千葉 直人西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 ４３０± ０ 〃 クビ ２０．８	
７１３ コスモミレネール 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４２４－ ６１：３５．３� １９．０

２３ ユッカマウンテン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４３８－ ４１：３５．７２� ３．０�
７１４ ソミュールロゼ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４２６＋ ４１：３５．８� ９９．１�
３５ ダイメイカフェ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一宮本 孝一氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド ４４８± ０１：３６．０１� ８２．０
６１２ トウカイミリオン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治内村 正則氏 栗田 徹 平取 びらとり牧場 ４３６＋ ４１：３６．１クビ ４０５．９�
５９ ミッドコサージュ 牝３青 ５４

５１ ▲嶋田 純次小原 巖氏 大和田 成 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４１６＋１０ 〃 クビ ２１３．８�

２４ クリスタルブランカ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４４８＋ ２１：３６．３１� ２１．２�
４７ クレバーアストレア 牝３栗 ５４ 田中 博康田� 正明氏 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム ４１２＋ ８１：３６．５１� １８７．４�
６１１ ダイワスパーク 牝３鹿 ５４ 津村 明秀大城 敬三氏 田中 清隆 新冠 パカパカ

ファーム ４１０＋ ２１：３６．７１� １１７．５�
８１６ アラカメジョウ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３８＋ ８１：３７．１２� ９８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８４３，４００円 複勝： ４２，７５８，４００円 枠連： ２０，６５３，５００円

馬連： ６５，９３７，５００円 馬単： ４２，５７２，７００円 ワイド： ２９，４９９，６００円

３連複： ８４，０６５，２００円 ３連単： １２９，７８８，９００円 計： ４３９，１１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � ２６０円 � １９０円 枠 連（３－４） １，６８０円

馬 連 �� １，９６０円 馬 単 �� ３，４７０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ４７０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ３，３００円 ３ 連 単 ��� １８，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２３８４３４ 的中 � ５０１５３（２番人気）
複勝票数 計 ４２７５８４ 的中 � ７８１２２（２番人気）� ３７９０３（５番人気）� ６２３２６（３番人気）
枠連票数 計 ２０６５３５ 的中 （３－４） ９０７８（９番人気）
馬連票数 計 ６５９３７５ 的中 �� ２４９５４（７番人気）
馬単票数 計 ４２５７２７ 的中 �� ９０７２（１１番人気）
ワイド票数 計 ２９４９９６ 的中 �� １１４２５（６番人気）�� １６１５７（４番人気）�� ８２３７（９番人気）
３連複票数 計 ８４０６５２ 的中 ��� １８８４４（１１番人気）
３連単票数 計１２９７８８９ 的中 ��� ５１６６（４９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．４―１１．６―１２．３―１２．０―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３４．７―４６．３―５８．６―１：１０．６―１：２２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．８

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

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

勝馬の
紹 介

ミッドサマーフェア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１０．９ 東京２着

２００９．２．２３生 牝３青鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song ４戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔発走状況〕 クレバーアストレア号は，発走地点で馬装整備。発走時刻５分遅延。
〔制裁〕 クレバーアストレア号の調教師加藤和宏は，馬装（発馬機内で銜が破損した）について注意義務を怠り戒告。
※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 アポロレイラ号・ベルシエロ号・マイネサムサラ号

０００４２ １月１４日 晴 良 （２４中山１）第４日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

４８ 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 ４７６ ―２：０６．５ ６．４�

５９ ラスヴェンチュラス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４１８ ―２：０６．７１� ５．０�
４７ ダンスオンザルーフ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５６ ―２：０６．９１� １１．３�
６１１ エアロッシュ 牡３青 ５６ 石橋 脩 �ラッキーフィールド堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８８ ― 〃 クビ ３．７�
２４ シルバーレイショウ 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６ ―２：０７．１１� ７．５�
１２ コウヨウラブ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ４４８ ―２：０７．２� １９．９�
８１６ ヒカルハヤブサ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣�橋 京子氏 栗田 博憲 登別 登別上水牧場 ４８８ ―２：０７．５１� ６．１	
８１５ テナシティー 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太 
サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４７８ ―２：０７．６� ２２．６�
６１２ ベニノツルギ 牡３黒鹿５６ 水出 大介�紅谷 中川 公成 日高 大沢育成牧場 ４５８ ― 〃 ハナ １３１．２�
７１４ マイクリスタル 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 浦河 木戸口牧場 ４５４ ― 〃 クビ １６２．１
２３ シャイニーパルス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優小林 昌志氏 田中 清隆 平取 雅 牧場 ５２６ ―２：０７．７クビ ６０．８�
１１ サウンドレーサー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘増田 雄一氏 勢司 和浩 浦河 富田牧場 ４６２ ― 〃 クビ １３．３�
３５ サムライニッポン 牡３青鹿５６ 小林 淳一居城 要氏 南田美知雄 新冠 北勝ファーム ４５０ ― 〃 ハナ １９２．５�
７１３ ベンレイダー 牡３栗 ５６ 柴田 大知
日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４９４ ―２：０８．５５ ２３０．１�
３６ マイネペンタグラム 牝３栗 ５４ 岩部 純二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４７０ ―２：０９．８８ ５９．８�
５１０ ウエスタンマグマ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム ４５８ ― 〃 アタマ ５１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０７１，９００円 複勝： ２７，４４１，４００円 枠連： １７，０７６，４００円

馬連： ５０，９３８，０００円 馬単： ３０，９２５，６００円 ワイド： ２０，０２１，８００円

３連複： ５７，０５３，３００円 ３連単： ８９，６２５，６００円 計： ３１１，１５４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２１０円 � １９０円 � ３２０円 枠 連（４－５） ７６０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� １，２９０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ５，５７０円 ３ 連 単 ��� ３１，４１０円

票 数

単勝票数 計 １８０７１９ 的中 � ２２２６８（４番人気）
複勝票数 計 ２７４４１４ 的中 � ３６９２９（３番人気）� ４２８５０（２番人気）� １９７７８（６番人気）
枠連票数 計 １７０７６４ 的中 （４－５） １６６８６（１番人気）
馬連票数 計 ５０９３８０ 的中 �� ２３８８８（５番人気）
馬単票数 計 ３０９２５６ 的中 �� ６４８７（１３番人気）
ワイド票数 計 ２００２１８ 的中 �� １０２０２（３番人気）�� ３６９７（１９番人気）�� ４８８３（１２番人気）
３連複票数 計 ５７０５３３ 的中 ��� ７５６２（１９番人気）
３連単票数 計 ８９６２５６ 的中 ��� ２１０６（９８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１４．０―１３．１―１３．５―１３．０―１２．６―１２．２―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．７―３８．７―５１．８―１：０５．３―１：１８．３―１：３０．９―１：４３．１―１：５４．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドフォルツァ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Forestry 初出走

２００９．４．２３生 牡３鹿 母 ホワイトウォーター 母母 Colorado Song １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 ウインサンドロ号・クレバーブレイブ号・ディアーフォンテン号・ディープアンドソン号・トウショウバラード号・

ナイトホークス号・レッドクリフ号・ワンダフルパワフル号



０００４３ １月１４日 晴 良 （２４中山１）第４日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３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� テープカット 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか タイヘイ牧場 ４５６－ １１：５４．５ ５０．９�

５９ フラアンジェリコ 牡４栗 ５６ 石橋 脩 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４ 〃 アタマ ３．３�
７１４� ジャパンプライド 牡４鹿 ５６ 横山 典弘星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４６２－ ７１：５４．７１� ８．１�
３６ ドビュッシー 牡５栗 ５７ 柴田 善臣 �ワールド・パーム 高橋 裕 新ひだか 斉藤スタッド ５０２－ ２１：５４．８クビ ３．８�
２３ ヴァルディヴィア 牡４鹿 ５６ 丸山 元気 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１８＋２２１：５５．１２ ９．４�
５１０ ストライビング �５鹿 ５７ 吉田 豊前田 幸治氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４８＋ ２ 〃 ハナ １１０．８	
７１３� サンマルヴィエント 牡４栗 ５６ 蛯名 正義相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７６± ０１：５５．３１� ６．３

６１１� コスモゴールデン 牡４鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ５０２－１４１：５５．４� ３７．８�
１２ クリールマグナム 牡４芦 ５６ 木幡 初広横山 修二氏 稲葉 隆一 新ひだか 畠山牧場 B５１２＋ ７１：５５．７１� ３５６．０�
４８ アカシローレル 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４６４＋１０１：５６．１２	 ２３．４
６１２ レッドオブガバナー 牡４鹿 ５６

５３ ▲平野 優中谷 初子氏 鈴木 康弘 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９６＋ ４１：５６．２� ２７．０�
１１ ディーエスコンドル 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４７２＋１２１：５６．４１� ９．９�
３５ � プレミアムカード �４鹿 ５６ 田辺 裕信青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０± ０１：５６．８２	 １７．２�
４７ ホ ク シ ン 牡４青鹿５６ 北村 宏司中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 ４８６＋２０１：５９．０大差 １３７．３�
２４ � ケンエピソード 牝４鹿 ５４ 中谷 雄太中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４３４－１２ 〃 クビ ４４７．９�
８１５� ザハヤテオー 牡４黒鹿５６ 大庭 和弥疾風組合 大和田 成 新冠 アラキフアーム ４５６＋１６１：５９．４２	 ３２９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１４０，２００円 複勝： ３９，９２１，８００円 枠連： ２０，２６７，９００円

馬連： ６７，８１７，８００円 馬単： ４０，６６２，５００円 ワイド： ２９，２９３，５００円

３連複： ７８，９５２，５００円 ３連単： １２６，６１０，４００円 計： ４２４，６６６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，０９０円 複 勝 � ７００円 � １８０円 � ３００円 枠 連（５－８） ６，８９０円

馬 連 �� ８，６７０円 馬 単 �� ２８，７２０円

ワ イ ド �� ３，２９０円 �� ６，７１０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ２９，３７０円 ３ 連 単 ��� ２８７，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２１１４０２ 的中 � ３２７４（１１番人気）
複勝票数 計 ３９９２１８ 的中 � １２０５５（１０番人気）� ７３９４６（２番人気）� ３３４９５（４番人気）
枠連票数 計 ２０２６７９ 的中 （５－８） ２１７２（２２番人気）
馬連票数 計 ６７８１７８ 的中 �� ５７７７（２８番人気）
馬単票数 計 ４０６６２５ 的中 �� １０４５（７７番人気）
ワイド票数 計 ２９２９３５ 的中 �� ２１４５（３７番人気）�� １０３８（５１番人気）�� ９９５８（８番人気）
３連複票数 計 ７８９５２５ 的中 ��� １９８４（８１番人気）
３連単票数 計１２６６１０４ 的中 ��� ３２５（６６２番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１２．９―１３．０―１２．４―１２．８―１２．８―１２．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．６―５０．６―１：０３．０―１：１５．８―１：２８．６―１：４１．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�テープカット �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ウォーニング

２００７．３．１２生 牡５鹿 母 セ イ カ ア プ 母母 サンデーズシス １４戦１勝 賞金 １１，２００，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 フラアンジェリコ号の騎手石橋脩は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番への進路影響）

０００４４ １月１４日 晴 良 （２４中山１）第４日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０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

５１０ サクラシリアス 牡５鹿 ５７ 北村 宏司�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４８０＋ ８１：１２．０ ３１．９�

１２ エイコオウイング 牝４鹿 ５４ 柴田 善臣木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４６８＋１４１：１２．３１� ５．５�
４７ シャイニーデザート 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５４２＋ ６１：１２．７２� ５．９�
７１４	 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 ４７６＋１２１：１２．８� １２．６�
８１６ ビッグサンダー 牡５栗 ５７

５４ ▲小野寺祐太魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ５０６± ０１：１２．９� ５０．８�
７１３ メイスンファースト 牡７鹿 ５７ 的場 勇人梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 ４８８± ０１：１３．０クビ １１１．９�
４８ 	 ティルトウイング 牝４鹿 ５４ 吉田 豊 	社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４３０＋ １ 〃 アタマ １９．０

２３ � サトノロック 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart

Trading Ltd B４８０＋ ２１：１３．３１� ６．４�
３５ シルヴィルージュ 牝４芦 ５４ 丸山 元気小林 秀樹氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B４３８＋ ２ 〃 クビ ２．７�
５９ キタサンハヤブサ 牡４芦 ５６ 横山 典弘	大野商事 鹿戸 雄一 新ひだか 木田牧場 B５３４＋２２１：１３．７２� ７．６
１１ 	 トキメキセイコー 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４９８＋１２１：１３．８� ７７．６�
８１５ セクシイスイート 牝４鹿 ５４ 柴田 大知平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５０２＋ ８１：１４．１２ ４０．１�
６１１	 ルネッサンスマン 牡４栗 ５６

５３ ▲平野 優誓山 正伸氏 南田美知雄 様似 清水 誠一 ４５２＋ ６１：１４．４１� ３３７．９�
２４ ブラウニーサンクス 牝４鹿 ５４ 小林 淳一安倍 光昭氏 清水 利章 浦河 中脇 満 ４１２＋１８１：１５．１４ ２４８．３�
６１２	 キタノサイレンス �５鹿 ５７ 津村 明秀	木村牧場 高橋 裕 新ひだか 矢野牧場 ４６２＋１０ 〃 ハナ １３４．４�
３６ アテナブルー 牝５栗 ５５ 田中 博康 �ブルーマネジメント田中 剛 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４４４＋ ６１：１５．３１� ２４２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３４０，５００円 複勝： ３２，９８２，９００円 枠連： １９，４３２，２００円

馬連： ６７，３９８，６００円 馬単： ４１，２３２，８００円 ワイド： ２４，９７０，１００円

３連複： ７３，０４４，６００円 ３連単： １２４，８５５，４００円 計： ４０６，２５７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１９０円 複 勝 � ６００円 � ２００円 � １９０円 枠 連（１－５） １，７３０円

馬 連 �� ６，３１０円 馬 単 �� １７，２６０円

ワ イ ド �� １，８４０円 �� １，９９０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ９，８２０円 ３ 連 単 ��� ９５，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２２３４０５ 的中 � ５５２７（８番人気）
複勝票数 計 ３２９８２９ 的中 � １１３２３（８番人気）� ４９８８６（３番人気）� ５２６５８（２番人気）
枠連票数 計 １９４３２２ 的中 （１－５） ８３０５（９番人気）
馬連票数 計 ６７３９８６ 的中 �� ７８９３（２２番人気）
馬単票数 計 ４１２３２８ 的中 �� １７６４（５３番人気）
ワイド票数 計 ２４９７０１ 的中 �� ３２４２（２１番人気）�� ２９７３（２５番人気）�� １１９４４（６番人気）
３連複票数 計 ７３０４４６ 的中 ��� ５４９０（３０番人気）
３連単票数 計１２４８５５４ 的中 ��� ９６０（２７６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．２―１２．３―１２．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．６―４５．９―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラシリアス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．２．７ 京都３着

２００７．３．１生 牡５鹿 母 サクラフォーエバー 母母 セダンフオーエバー １４戦２勝 賞金 １６，０００，０００円
〔発走状況〕 キタサンハヤブサ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 サーストンサブリナ号・トレノローザ号・ニシノブイシェープ号



０００４５ １月１４日 晴 良 （２４中山１）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

く ろ ち く

黒 竹 賞
発走１４時２５分 （ダート・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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１６ トミケンユークアイ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 ４８２－ ６１：５５．９ ９．６�

１１ ローマンエンブレム 牡３栗 ５６ 田中 勝春�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ５１６＋ ４ 〃 ハナ １３０．９�
５１０ ダノンゴールド 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３６± ０ 〃 クビ １．６�
３６ ドラゴンフォルテ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋ ２１：５６．１１� １７．１�
２３ メイスンキャプテン 牡３栗 ５６ 武士沢友治梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 B４９６＋ ８１：５６．２クビ ８．８�
８１５ アシェンライト 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝�G１レーシング 伊藤 正徳 日高 待兼牧場 ５１４＋ ２１：５６．３� ８．８	
３５ マイネルハーシェル 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 コスモヴューファーム B４７２± ０１：５６．５１ ２１０．８

６１２ シルクブルックリン 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 B５４４± ０ 〃 ハナ ２５．６�
７１４ エーペックス 牡３青鹿５６ 嶋田 純次魚住 啓市氏 畠山 吉宏 日高 川島 良一 ４９２＋ ４１：５６．７� ８２．０�
４７ ダイワフェリス 牝３栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ５１８± ０１：５６．８� ３０．２
１２ クレバーカイザー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ４１：５６．９クビ １７．６�
２４ � イッシンドウタイ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７６－ ４ 〃 アタマ ４８．０�
４８ � ヤングエンパイア 牡３鹿 ５６ 田中 博康�ターフ・スポート田中 剛 浦河 中島牧場 ５０４＋ ２１：５７．２１� ３９１．８�
７１３ カリスマアキラ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４６４＋ ６１：５７．３� ４１．０�
６１１� マライアレジーナ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４４２－１０１：５８．９１０ ６４３．５�
５９ セイファート 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �サンデーレーシング 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：５９．０クビ ４９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，３１５，９００円 複勝： １０２，１１３，１００円 枠連： ３３，４５２，０００円

馬連： １２０，３３４，１００円 馬単： ８８，５７６，３００円 ワイド： ４５，７２８，９００円

３連複： １３２，６５０，７００円 ３連単： ２８１，８９９，９００円 計： ８４６，０７０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２４０円 � １，８６０円 � １１０円 枠 連（１－８） ３，３５０円

馬 連 �� ３６，９９０円 馬 単 �� ６８，８９０円

ワ イ ド �� ５，０２０円 �� ２８０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� １４，０９０円 ３ 連 単 ��� ２２９，１３０円

票 数

単勝票数 計 ４１３１５９ 的中 � ３４２２５（４番人気）
複勝票数 計１０２１１３１ 的中 � ６４８５４（４番人気）� ５７３３（１３番人気）� ６０５５８８（１番人気）
枠連票数 計 ３３４５２０ 的中 （１－８） ７３７７（１０番人気）
馬連票数 計１２０３３４１ 的中 �� ２４０１（５５番人気）
馬単票数 計 ８８５７６３ 的中 �� ９４９（９４番人気）
ワイド票数 計 ４５７２８９ 的中 �� ２００６（４４番人気）�� ４８１４９（１番人気）�� ４６０４（２３番人気）
３連複票数 計１３２６５０７ 的中 ��� ６９４８（４３番人気）
３連単票数 計２８１８９９９ 的中 ��� ９０８（４５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３７．２―５０．４―１：０３．３―１：１６．６―１：２９．９―１：４２．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トミケンユークアイ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．７．３１ 函館５着

２００９．３．９生 牡３黒鹿 母 アマゾナイト 母母 ミセスビクトリア ５戦２勝 賞金 １８，１０２，０００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。
（非当選馬） ２頭 ニシノプレゼンス号・リキサンイレブン号

０００４６ １月１４日 晴 良 （２４中山１）第４日 第１０競走 ��
��２，２００�

は つ さ き

初 咲 賞
発走１５時００分 （芝・右・外）

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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

８１１ ヴァーゲンザイル 牡４黒鹿５６ 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６± ０２：１３．６ ３．２�

５６ コスモエンペラー 牡５栗 ５７ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 B５１４－ ８ 〃 クビ ７．１�
６８ � イグゼキュティヴ 牡６鹿 ５７ 柴田 大知岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 B５２４＋ ６ 〃 ハナ ９．８�
３３ アースステップ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 ５４４＋１６２：１３．８１� ６．２�
７９ ファーストグロース 牡５鹿 ５７ 吉田 豊吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４２：１４．０１	 ２０．６�
２２ マイネルメダリスト 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４８８± ０２：１４．１クビ ２．７	
１１ ディアブラスト 牡５黒鹿５７ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８８－ ２２：１４．２
 ４９．３

６７ フランドルシチー 牡７鹿 ５７ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５３８－ ２ 〃 ハナ ２０９．３�
７１０ ロイヤルダリア 牡６黒鹿５７ 後藤 浩輝矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５３０－ ２２：１４．３	 ５０．０�
４４ バイタルスタイル 牝５栗 ５５ 田辺 裕信 �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 ４６４－ ４２：１５．０４ １８．４
５５ キンショーオトヒメ 牝７栗 ５５ 武士沢友治礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４４８－ ２２：１５．５３ ２８８．９�
８１２� スプリングバレル 牡７黒鹿５７ 田中 博康加藤 春夫氏 田中 剛 様似 出口 繁夫 ４９４＋ ６２：１６．５６ ９８．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３５，６３３，３００円 複勝： ５３，５９２，２００円 枠連： ２５，７２０，１００円

馬連： １３１，６３３，２００円 馬単： ８６，６２１，３００円 ワイド： ４１，６３８，３００円

３連複： １４４，２８７，３００円 ３連単： ３０８，７１６，６００円 計： ８２７，８４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � ２３０円 枠 連（５－８） １，２９０円

馬 連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，３４０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ５９０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ３，９８０円 ３ 連 単 ��� １６，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３５６３３３ 的中 � ８８８８０（２番人気）
複勝票数 計 ５３５９２２ 的中 � １２６２１６（２番人気）� ５８０３１（４番人気）� ５３７９２（５番人気）
枠連票数 計 ２５７２０１ 的中 （５－８） １４７４３（６番人気）
馬連票数 計１３１６３３２ 的中 �� ６９０１２（６番人気）
馬単票数 計 ８６６２１３ 的中 �� ２７３５３（９番人気）
ワイド票数 計 ４１６３８３ 的中 �� ２１７２４（６番人気）�� １７５９１（７番人気）�� １１８１２（１２番人気）
３連複票数 計１４４２８７３ 的中 ��� ２６７６６（１２番人気）
３連単票数 計３０８７１６６ 的中 ��� １４２２８（５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２３．４―３６．３―４８．６―１：０１．９―１：１３．９―１：２５．４―１：３７．５―１：４９．６―２：０１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァーゲンザイル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．１．５ 中山２着

２００８．３．１３生 牡４黒鹿 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット １０戦３勝 賞金 ４７，０３３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



０００４７ １月１４日 晴 良 （２４中山１）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�ニューイヤーステークス

発走１５時３５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，日本馬：４歳５４�５歳以上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，�：４歳５４�５歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

１１ コスモセンサー 牡５栗 ５６ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ５０８－ ６１：３２．４ ２．５�

８１６ ガ ル ボ 牡５青 ５５ 横山 典弘石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４８６＋１８１：３２．９３ ５．２�
６１１ ヒットジャポット 牡５黒鹿５６ 後藤 浩輝西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４９６＋ ４１：３３．２１� ３．４�
３５ 	 スマートステージ 
７鹿 ５６ 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５０８＋ ４ 〃 クビ １５．３�
２３ ダイシングロウ 牡８黒鹿５６ 北村 宏司大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５１６＋２４１：３３．３クビ １２１．１�
７１４ ストロングガルーダ 牡６青鹿５５ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９２± ０１：３３．４� ８１．６�
１２ エーシンジャッカル 牡４黒鹿５４ 丸山 元気	栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４６４－ ２１：３３．５� ５１．５

４８ セイカアレグロ 牡７鹿 ５６ 武士沢友治久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５３６＋１６ 〃 クビ ４０７．２�
６１２ コロンバスサークル 牝６黒鹿５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５６＋２２１：３３．７１� ９．９�
４７ ドリームゼニス 牡６栗 ５６ 田中 博康セゾンレースホース	 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５１０＋ ２ 〃 ハナ １３０．０
８１５ スペシャルハート 牡７栗 ５６ 田中 勝春芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ５０２＋２４ 〃 クビ １０８．１�
３６  フライングアップル 
８鹿 ５６ 田面木博公山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５１２＋ ６１：３３．８� ５０．４�
２４ ムラマサノヨートー 牡８栗 ５６ 的場 勇人新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 ５０２＋ ８１：３３．９クビ ３６．３�
５１０ ホッカイカンティ 牡７鹿 ５６ 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ５２６＋ ６ 〃 クビ ３６．９�
７１３ マイネルクラリティ 牡６栗 ５６ 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９４＋ ６１：３４．２２ ２５．４�
５９ トゥニーポート 牝５黒鹿５４ 吉田 豊�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４６８－ ４１：３４．５１� ３０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，４９０，７００円 複勝： ９９，６２３，１００円 枠連： ７８，３２９，２００円

馬連： ３２７，３８１，０００円 馬単： １８１，５４３，４００円 ワイド： ９６，８７０，１００円

３連複： ３９３，１１１，０００円 ３連単： ７８１，０４２，８００円 計： ２，０１９，３９１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（１－８） ６９０円

馬 連 �� ７８０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� １９０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ３，６５０円

票 数

単勝票数 計 ６１４９０７ 的中 � １９４４１８（１番人気）
複勝票数 計 ９９６２３１ 的中 � ２６８０５５（１番人気）� １２１９７９（３番人気）� ２２２１９７（２番人気）
枠連票数 計 ７８３２９２ 的中 （１－８） ８４０３６（２番人気）
馬連票数 計３２７３８１０ 的中 �� ３１１９８２（２番人気）
馬単票数 計１８１５４３４ 的中 �� １０６０９５（３番人気）
ワイド票数 計 ９６８７０１ 的中 �� ６６５４０（２番人気）�� １５０１６０（１番人気）�� ５２５３７（３番人気）
３連複票数 計３９３１１１０ 的中 ��� ３６９９３３（１番人気）
３連単票数 計７８１０４２８ 的中 ��� １５８１２３（３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１０．８―１１．１―１１．７―１１．９―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３４．１―４５．２―５６．９―１：０８．８―１：２０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモセンサー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００９．７．２６ 新潟１着

２００７．３．１４生 牡５栗 母 ケイアイバラード 母母 ハナサキメグロ ２４戦６勝 賞金 １４６，２５１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アドマイヤコマンド号・オートドラゴン号・サワヤカラスカル号・ダンスファンタジア号・ツクバホクトオー号・

デストラメンテ号・レオマイスター号・レジェトウショウ号

０００４８ １月１４日 晴 良 （２４中山１）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５９ トウショウフォアゴ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８４－ ２１：０８．７ ４．６�

７１４ ミエノゴーゴー 牡４黒鹿５６ 石橋 脩里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６４－ ４ 〃 アタマ ９．０�
６１２ サザンブレイズ 牡４栗 ５６ 三浦 皇成南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ １０．４�
２４ アイアンデューク 牡６芦 ５７ 北村 宏司栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４８０± ０１：０８．９１� ４１．１�
６１１� エ ク レ ウ ス 牡７黒鹿５７ 中谷 雄太栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B５０２－ ４１：０９．０	 ９２．５�
８１６� クリノスレンダー 牝６鹿 ５５ 後藤 浩輝栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４８２＋１２１：０９．１	 ２７８．５�
４７ 
 ナイトアンジェロ 牡５青鹿５７ 横山 典弘山口 義道氏 萩原 清 愛 Ring Pink

Partnership ５０８－ ６ 〃 クビ ５．０	
８１５ エ ス カ ー ダ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４７２＋ ４１：０９．２クビ １４０．２

２３ レッドストラーダ 牡４鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B４８８＋ ４１：０９．３	 １３．８�
３５ メジロツボネ 牝４芦 ５４ 丸山 元気岩� 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４３８－ ２ 〃 ハナ ４．９�
４８ チェリービスティー 牝４栗 ５４ 蛯名 正義備前島敏子氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４３０－ ２ 〃 ハナ ５．９
７１３ ウインドジャズ 牡５黒鹿５７ 大庭 和弥岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４８６－ ４１：０９．４	 ２６．６�
１２ ル リ ニ ガ ナ 牝４鹿 ５４ 津村 明秀�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ ２５．５�
１１ アルデュール 牝４栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４７４－ ４１：０９．５クビ ２１．１�
３６ ユキノアイオロス �４鹿 ５６ 武士沢友治井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム B４５６－ ４１：０９．７１� １８１．９�
５１０ カレンナサクラ 牝８栗 ５５ 柴田 大知北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４７０－ ２１：０９．９１	 ８３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，０６９，６００円 複勝： ６５，７７４，２００円 枠連： ４４，２１０，５００円

馬連： １４７，７６１，６００円 馬単： ８１，９２１，８００円 ワイド： ５０，１２９，６００円

３連複： １７３，０９４，１００円 ３連単： ３１２，７３２，２００円 計： ９１８，６９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２００円 � ２７０円 � ３００円 枠 連（５－７） １，９６０円

馬 連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ５，３６０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� ９１０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� ８，１６０円 ３ 連 単 ��� ４６，６６０円

票 数

単勝票数 計 ４３０６９６ 的中 � ７４３８３（１番人気）
複勝票数 計 ６５７７４２ 的中 � ９７８５２（３番人気）� ６１５４８（５番人気）� ５４１４６（６番人気）
枠連票数 計 ４４２１０５ 的中 （５－７） １６６８７（１０番人気）
馬連票数 計１４７７６１６ 的中 �� ４１７７６（１１番人気）
馬単票数 計 ８１９２１８ 的中 �� １１２８９（２４番人気）
ワイド票数 計 ５０１２９６ 的中 �� １３２９６（１１番人気）�� １３７２８（１０番人気）�� ７７３６（１８番人気）
３連複票数 計１７３０９４１ 的中 ��� １５６５８（２６番人気）
３連単票数 計３１２７３２２ 的中 ��� ４９４７（１５４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．１―１１．４―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．５―４４．９―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３５．２
３ ５，７，１０（２，８，１６）１２（１，１１）（３，６）１４（４，９）１５，１３ ４ ・（５，７，１０）１６，２（８，１２，１１）１（３，６）１４（４，９）－（１３，１５）

勝馬の
紹 介

トウショウフォアゴ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２０１０．３．２７ 中山７着

２００７．２．１９生 牡５黒鹿 母 レトロトウショウ 母母 メルヘントウショウ ２０戦４勝 賞金 ４５，９０８，０００円



（２４中山１）第４日 １月１４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

１８９，７１０，０００円
２，０８０，０００円
８，６００，０００円
１，３９０，０００円
１７，０００，０００円
６４，１２３，０００円
４，８６２，０００円
１，７９５，２００円

勝馬投票券売得金
３３９，５０９，９００円
６０９，５１４，０００円
３２３，６６４，６００円
１，１８０，７４０，７００円
７３２，０８６，１００円
４２６，８４７，２００円
１，３８９，２３４，２００円
２，５６０，７９８，０００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 ７，５６２，３９４，７００円

総入場人員 １８，３８３名 （有料入場人員 １６，６３７名）


