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０５０１３ ２月２６日 曇 不良 （２４中山２）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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

６１１ コスモディクタット 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 庄野牧場 ４３６－ ２１：５５．９ ７．１�

７１３ サクラオードシエル 牝３青鹿５４ 武 豊�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 ４８０－ ６ 〃 クビ ２．９�
１１ トランスレイション 牝３栗 ５４ 横山 典弘有限会社シルク鈴木 康弘 新ひだか 追分ファーム ４４２－ ８１：５６．３２� ３．０�
８１６ セツゲツフウカ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人�樽さゆり氏 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４３２－ ４１：５６．５１� １９．８�
２４ アンゲルスノーヴス 牝３芦 ５４ 田中 博康吉田 哲哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４６４－ ４ 〃 クビ ６．７�
３５ コ ー ル ミ ー 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新冠 松浦牧場 B４４８－ ６１：５６．６� ９．４	
５９ シークレットリボン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７２－１２１：５６．９１� ５０．５

８１５ ブレイブレディ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６２－２０１：５７．７５ ２２．１�
７１４ ホクセツローズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人平島 尚武氏 保田 一隆 新冠 ムラカミファーム ４２８－１２１：５８．２３ ２６７．４�
４８ プリモアモーレ 牝３鹿 ５４ 今野 忠成飯田 政子氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 ４２４－１０１：５８．８３� ３９．７

（川崎）

１２ キママレディー 牝３栗 ５４ 木幡 初広村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 B４８２－ ６１：５９．１２ １１５．９�
３６ ポ シ ド ニ ア 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 岡部牧場 ４０２－ ４１：５９．５２� １１２．２�
５１０ ブレッシングベル 牝３鹿 ５４ 松岡 正海岡田 牧雄氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド ４５８－ ４２：００．１３� １５９．０�
６１２ ビューティワイルド 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優森 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 ４４２－ ８２：００．２� ２２２．６�

４７ レディーピース 牝３黒鹿５４ 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 岩見牧場 ４３４－ ８ 〃 アタマ ９３．８�
２３ ドレスユーアップ 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士島田 久氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 ４５６＋１４２：０１．０５ ２１３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８９８，１００円 複勝： ３３，６４３，７００円 枠連： １６，１５９，７００円

馬連： ５８，３７７，３００円 馬単： ４２，０５９，６００円 ワイド： ２５，２６４，１００円

３連複： ７９，９６３，３００円 ３連単： １２２，９３２，９００円 計： ３９９，２９８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（６－７） １，１２０円

馬 連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ３７０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ９，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２０８９８１ 的中 � ２３３５９（４番人気）
複勝票数 計 ３３６４３７ 的中 � ５０５０１（４番人気）� ６８６６０（２番人気）� ７０５０５（１番人気）
枠連票数 計 １６１５９７ 的中 （６－７） １０７４３（３番人気）
馬連票数 計 ５８３７７３ 的中 �� ３６８４３（５番人気）
馬単票数 計 ４２０５９６ 的中 �� １２９９２（９番人気）
ワイド票数 計 ２５２６４１ 的中 �� １４２３６（３番人気）�� １６３８０（２番人気）�� ２５６５１（１番人気）
３連複票数 計 ７９９６３３ 的中 ��� ５３８９１（１番人気）
３連単票数 計１２２９３２９ 的中 ��� ９５６４（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３８．０―５１．２―１：０３．４―１：１６．１―１：２９．３―１：４２．４

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

コスモディクタット �
�
父 ディクタット �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．１０．２ 中山３着

２００９．２．１８生 牝３鹿 母 グラールホーリー 母母 オオシマダリア ８戦１勝 賞金 ８，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドレスユーアップ号は，平成２４年３月２６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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 セカンドペガサス号・チャイナキッス号
（非抽選馬） ２頭 オータムカラー号・サラファン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０５０１４ ２月２６日 曇 不良 （２４中山２）第２日 第２競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２３ ヒカルヨコハマ 牡３栗 ５６ 横山 典弘高橋 光氏 高市 圭二 登別 登別上水牧場 ４８４－ ２１：１２．１ １９．４�

８１６ ガッダムアスカ 牝３芦 ５４ 松岡 正海神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４４４－ ２ 〃 クビ １．６�
６１１ ヴィグラスファイン 牡３栗 ５６ 武士沢友治井山 登氏 矢野 英一 新ひだか ヒサイファーム ４９０＋ ４１：１２．８４ ６９．７�
７１３ ムジャウハラート 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人�辻牧場 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 ４６０＋ ４１：１２．９クビ １２５．１�
４８ ディープランマ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 ４２８－ ８ 〃 クビ １５．５�
３５ エイブルトップガン 牝３栗 ５４ 木幡 初広中澤 隆氏 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４６０－１０１：１３．０クビ １３９．６�
１１ カシノグリーディ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 ５１２＋ ８ 〃 クビ ２７６．６	
６１２ ユキノベアハート 牡３栗 ５６ 田中 勝春北所 直人氏 新開 幸一 浦河 昭和牧場 ４７２－ ６１：１３．２１ ４２．０

２４ ヒカルハナミズキ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�橋 京子氏 栗田 博憲 平取 坂東牧場 ４４６－ ８１：１３．８３� ４１．０�
３６ � フェザーステップ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸�リーヴァ 田島 俊明 米 Padua Sta-

bles, LLC ４４８± ０１：１３．９� ３．４�
５１０ シュターケン 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４２８± ０１：１４．４３ １９８．３
７１４ ベルモントビジュ 牝３栗 ５４ 今野 忠成 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４３８－ ２１：１４．６１� １５０．４�
（川崎）

８１５ キシュウファイン 牝３芦 ５４ 的場 勇人木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 B４５８－１０１：１４．９１� ３１．９�
１２ テイエムタイホー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 ４６２－１０ 〃 クビ １７．７�
５９ スペランツァーレ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４± ０１：１５．１１ ４２．６�
４７ ア ッ テ ィ モ 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太桐谷 茂氏 星野 忍 日高 豊洋牧場 ４３６ ―１：１５．５２� ３９１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，５３１，１００円 複勝： ７６，１００，０００円 枠連： ２１，２６７，７００円

馬連： ７１，３３９，７００円 馬単： ５７，６７８，７００円 ワイド： ３４，４５３，１００円

３連複： ９３，８６８，８００円 ３連単： １８１，１２６，７００円 計： ５６４，３６５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９４０円 複 勝 � ３２０円 � １１０円 � ７７０円 枠 連（２－８） ５４０円

馬 連 �� １，１７０円 馬 単 �� ３，９００円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ５，６００円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� １１，６４０円 ３ 連 単 ��� ７１，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２８５３１１ 的中 � １１６１２（５番人気）
複勝票数 計 ７６１０００ 的中 � ３１６３９（４番人気）� ４６３７２３（１番人気）� １０８４０（１０番人気）
枠連票数 計 ２１２６７７ 的中 （２－８） ２９２６６（２番人気）
馬連票数 計 ７１３３９７ 的中 �� ４５３０３（３番人気）
馬単票数 計 ５７６７８７ 的中 �� １０９２８（１３番人気）
ワイド票数 計 ３４４５３１ 的中 �� １７１８７（３番人気）�� １４２１（４２番人気）�� ７１３２（１２番人気）
３連複票数 計 ９３８６８８ 的中 ��� ５９５２（３６番人気）
３連単票数 計１８１１２６７ 的中 ��� １８６３（１７５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．３―１２．５―１２．５―１３．１

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルヨコハマ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．２．５ 東京４着

２００９．３．３生 牡３栗 母 ヒカルヨコスカ 母母 ヒカルパッション ２戦１勝 賞金 ５，９００，０００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） ２頭 キャラメリゼ号・リネンピーク号
（非抽選馬） ３頭 カシノコスモス号・カンタベリーママ号・コスモテイクハート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第２回 中山競馬 第２日



０５０１５ ２月２６日 曇 不良 （２４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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１０ スーパーボルト 牡３栗 ５６ 今野 忠成浜野順之助氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 ５２０－１６１：５４．７ ５．９�
（川崎）

８１４ ホクレアポパイ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４１８－１２ 〃 ハナ １４．１�
６１１ ハヤブサフィーバー 牡３栗 ５６ 北村 宏司武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４８０－ ４１：５４．８� ８．７�
５８ プリュキエール 牡３青鹿５６ 武 豊 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８２＋１４１：５５．１２ ８．１�
７１３ アポロヴァリアント 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 ４９２－ ４１：５５．８４ ４４．６�
７１２ マ ッ ド パ イ 牡３青鹿５６ 宮崎 北斗井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４９４－ ４１：５６．３３ １２５．１�
４７ アヴェニーレ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸西野 晴夫氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 ５００＋ ２１：５６．４クビ ８．７	
２２ ベルモントフェスタ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ５５６－ ４ 〃 ハナ ３．７

８１５ サウザンドサニー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４９２－１４ 〃 ハナ ２５．２�
３５ ベルウッドハピネス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 岡田スタツド B４６２－ ２１：５６．７１� ２４３．２�
１１ 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 ４８０－ ８ 〃 クビ ２１９．３
３４ ブランドハーバー 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優榎本 富三氏 嶋田 潤 新冠 北星村田牧場 ５０８－ ８１：５７．９７ ２７７．１�
４６ パルジョーイ 牡３青鹿５６ 的場 勇人水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 ５２８－ ４１：５８．０� ６５．４�
２３ キャプテンジャパン 牡３黒鹿５６ 松岡 正海青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 追分ファーム ５０８－ ４１：５８．８５ ３．４�
５９ ユニヴェール 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４８４± ０１：５９．１１� ２１１．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，７３４，０００円 複勝： ４５，２６６，４００円 枠連： ２４，０１７，３００円

馬連： ６６，１８４，７００円 馬単： ４５，９１１，１００円 ワイド： ３１，１４５，８００円

３連複： ９０，３９７，１００円 ３連単： １４４，２３５，４００円 計： ４７２，８９１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２１０円 � ３１０円 � ２７０円 枠 連（６－８） １，５５０円

馬 連 �� ３，８４０円 馬 単 �� ６，４９０円

ワ イ ド �� １，１６０円 �� ７８０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ７，９３０円 ３ 連 単 ��� ４７，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２５７３４０ 的中 � ３４５９２（３番人気）
複勝票数 計 ４５２６６４ 的中 � ６４４９２（３番人気）� ３５９６０（７番人気）� ４４３１２（４番人気）
枠連票数 計 ２４０１７３ 的中 （６－８） １１５０９（８番人気）
馬連票数 計 ６６１８４７ 的中 �� １２７３４（１８番人気）
馬単票数 計 ４５９１１１ 的中 �� ５２２７（３３番人気）
ワイド票数 計 ３１１４５８ 的中 �� ６５７７（１８番人気）�� １０１６５（９番人気）�� ６２０５（１９番人気）
３連複票数 計 ９０３９７１ 的中 ��� ８４２３（３１番人気）
３連単票数 計１４４２３５４ 的中 ��� ２２１９（１８８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．７―１３．３―１２．９―１２．８―１２．６―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．９―５０．２―１：０３．１―１：１５．９―１：２８．５―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スーパーボルト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２０１１．１１．６ 東京９着

２００９．３．２７生 牡３栗 母 ズ ー ナ ク ア 母母 Made in America ６戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
〔制裁〕 ハヤブサフィーバー号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※出走取消馬 マキシムギャラント号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ジャングルスター号・テナシティー号・ミッドナイトシップ号・ワイワイガヤガヤ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０５０１６ ２月２６日 曇 不良 （２４中山２）第２日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時４５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

６１０ テイエムデジタル 牡３鹿 ５６ 小林 淳一竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ２１：５４．１ ７２．６�

４５ ドラゴンフォルテ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ４．８�
４６ グッドマイスター 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７８－ ４ 〃 クビ ７．９�
６９ アルファウイング 牡３栗 ５６ 柴山 雄一�貴悦 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 ４７４± ０１：５４．３１� １５６．８�
７１１ リキサンイレブン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 ５２８＋ ２１：５４．４� ２８．９�
８１４� アメリカンダイナー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

４６８－ ４ 〃 ハナ ２．８	
７１２ サンデーコア 	３黒鹿５６ 田中 勝春田口 廣氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ １１．９

３４ ユーロビート 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 ５３２－ ２１：５４．６１� ７８．５�
３３ スズカチャンプ 牡３鹿 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７４－１２１：５４．７
 ２１．０�
５８ ワイルドロジャー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信ディアレスト 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９６－ ２ 〃 ハナ ４３．１
１１ � シンクヴェトリル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd

Browning ５４８± ０１：５４．８クビ ３９．６�
８１３ ダークブレイズ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５３６－ ６１：５５．０１� ２４．５�
２２ フルヒロボーイ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 ５２６± ０１：５５．８５ ３．７�
５７ ゴールドゲッター 牡３鹿 ５６ 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ５０６＋ ２１：５７．９大差 １７６．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４０，８１５，６００円 複勝： ６５，７２２，８００円 枠連： ２５，９５６，１００円

馬連： ８９，８７３，８００円 馬単： ５７，９１４，５００円 ワイド： ４１，４２０，２００円

３連複： １１１，５１７，２００円 ３連単： １７９，４０６，８００円 計： ６１２，６２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，２６０円 複 勝 � ９９０円 � １８０円 � ２４０円 枠 連（４－６） ４，８５０円

馬 連 �� １３，４１０円 馬 単 �� ４３，７５０円

ワ イ ド �� ２，０３０円 �� ４，６５０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ２３，７００円 ３ 連 単 ��� ３１２，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４０８１５６ 的中 � ４４３６（１１番人気）
複勝票数 計 ６５７２２８ 的中 � １３２７５（１１番人気）� １２００６３（２番人気）� ７４７４４（５番人気）
枠連票数 計 ２５９５６１ 的中 （４－６） ３９５７（１５番人気）
馬連票数 計 ８９８７３８ 的中 �� ４９４７（３６番人気）
馬単票数 計 ５７９１４５ 的中 �� ９７７（８９番人気）
ワイド票数 計 ４１４２０２ 的中 �� ４８４２（２４番人気）�� ２０７２（４５番人気）�� ２２６５４（４番人気）
３連複票数 計１１１５１７２ 的中 ��� ３４７４（７２番人気）
３連単票数 計１７９４０６８ 的中 ��� ４２４（６６７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．４―１３．１―１３．２―１３．４―１３．２―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．３―４９．４―１：０２．６―１：１６．０―１：２９．２―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―３F３８．１
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムデジタル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 オペラハウス デビュー ２０１１．６．２５ 中山１１着

２００９．３．１３生 牡３鹿 母 ステラアクトレス 母母 カムイイットー １０戦２勝 賞金 １５，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４６分に変更。



０５０１７ ２月２６日 曇 重 （２４中山２）第２日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５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

１１ ミッキーシャイン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘野田みづき氏 久保田貴士 新ひだか 矢野牧場 ４６２－ ６１：３９．５ ２．８�

１２ 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－ ２１：３９．９２� ４．３�
８１６ チェリーヒロイン 牝３栗 ５４ 内田 博幸伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４０８－ ２１：４０．０� ３５．９�
７１４ シャドウライフ 牝３黒鹿５４ 武 豊飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４４－ ８１：４０．１クビ １４．２�
５１０ スプリングパリオ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 ４８２－ ６１：４０．３１ ９．０�
３５ � コスモグランデール 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 米

Flaxman Holdings
Limited, EDY SRL
and GEM SRL

４６６± ０１：４０．４� ３．６�
４７ フ ァ ー ゴ 牝３栗 ５４ 丸田 恭介吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４３２＋１６ 〃 クビ ２４．４	
５９ エバールージュ 牝３栗 ５４ 北村 宏司宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４８＋ ８１：４０．５クビ ２６．１

４８ ヤマニンオルタシア 牝３栗 ５４ 伊藤 工真土井 薫氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５０２＋ ８１：４０．６� １１２．７�
２４ プリッキーヌー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４５０－ ８ 〃 クビ １６．７�
８１５ カルメンズサン 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生 �荻伏三好ファーム清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ４６４－ ２１：４０．７� １１２．６

６１１ ディアボンボン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信ディアレスト 水野 貴広 新冠 中本 隆志 ４４６＋ ２ 〃 ハナ １９３．１�
７１３ ヘイルメアリー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人小林 秀樹氏 粕谷 昌央 浦河 高野牧場 ４５８＋１４１：４０．８クビ ９６．８�
６１２ テイエムアカキリ 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ４１２＋ ２１：４０．９� ４７６．８�
３６ トーホウチャペル 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次東豊物産� 武藤 善則 日高 竹島 幸治 ４２８ ―１：４１．２２ ２３０．８�
２３ マスターウィッシュ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治村山 卓也氏 古賀 史生 浦河 惣田 英幸 ４７６＋ ６１：４１．６２� ３８７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，９７１，５００円 複勝： ５５，１１６，２００円 枠連： ２７，６５４，０００円

馬連： ８５，９１４，８００円 馬単： ５５，１２７，６００円 ワイド： ３８，６１９，５００円

３連複： １０４，０６４，１００円 ３連単： １７３，５６９，６００円 計： ５７３，０３７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ６７０円 枠 連（１－１） ６５０円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� １，７８０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ７，２１０円 ３ 連 単 ��� ２４，４１０円

票 数

単勝票数 計 ３２９７１５ 的中 � ９３０１２（１番人気）
複勝票数 計 ５５１１６２ 的中 � １２７３５５（１番人気）� １０９５８５（２番人気）� １４０５９（９番人気）
枠連票数 計 ２７６５４０ 的中 （１－１） ３１４３６（３番人気）
馬連票数 計 ８５９１４８ 的中 �� ９２１４６（２番人気）
馬単票数 計 ５５１２７６ 的中 �� ３１２１４（３番人気）
ワイド票数 計 ３８６１９５ 的中 �� ３６３６３（３番人気）�� ４９１５（２１番人気）�� ５０６２（２０番人気）
３連複票数 計１０４０６４１ 的中 ��� １０６５９（２４番人気）
３連単票数 計１７３５６９６ 的中 ��� ５２４９（７４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．４―１３．０―１３．７―１２．９―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．５―３６．９―４９．９―１：０３．６―１：１６．５―１：２７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．６―３F３５．９

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーシャイン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１２．１．２９ 東京３着

２００９．４．１５生 牡３鹿 母 ペ ト ラ 母母 ド レ ス デ ン ２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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ラグジュリア号

０５０１８ ２月２６日 曇 重 （２４中山２）第２日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５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

７１４� アンアヴェンジド 牝３黒鹿５４ 福永 祐一�大樹ファーム 藤沢 和雄 米
Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

５１０ ―２：０８．９ ３．４�

１２ ストレイバード 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠吉田 和美氏 木村 哲也 浦河 小倉牧場 ４７２ ―２：０９．１１� ６．０�
５９ ディサイファ 牡３鹿 ５６ 武 豊 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 ４６６ ―２：０９．２� １．９�
２４ ヒシサマウマ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気阿部雅一郎氏 牧 光二 新冠 カミイスタット ４６２ ―２：０９．５１� ５６．４�
２３ キタサンゴゼン 牡３栗 ５６ 江田 照男�大野商事 藤原 辰雄 平取 稲原牧場 ５０６ ―２：０９．９２	 ５７．０�
３５ ハクサンフォレスト 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝河� 五市氏 木村 哲也 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５１４ ― 〃 クビ ２３．７�
６１２ サーストンモンタナ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士齊藤 宣勝氏 大久保洋吉 新冠 ラツキー牧場 ４２０ ―２：１０．２１� ５７．７	
８１５ アートカフェ 牡３青鹿５６ 大野 拓弥吉田 和美氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 ５５２ ―２：１０．３	 ８０．６

３６ アルマネーレーイス 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４３６ ―２：１０．４	 ８３．８�
１１ ピュアサクセス 牝３青鹿５４ 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４５８ ―２：１０．５	 ５７．９�
５１０ ナカヤマアラシ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ４６８ ―２：１０．９２	 ３０．２
６１１ スーパードリーム 牝３黒鹿５４ 武士沢友治水谷 精吾氏 栗田 徹 新ひだか 田原橋本牧場 ４２６ ―２：１１．５３	 １５０．５�
４８ ウイニフレッド 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �オリオンファーム戸田 博文 日高 オリオンファーム ４６６ ―２：１２．１３	 ２１．６�
４７ トウカイアピール 牝３黒鹿５４ 横山 義行内村 正則氏 成島 英春 日高 碧雲牧場 ４３０ ―２：１２．３１ １９１．９�
７１３ バンダムデサント 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ５１０ ―２：１２．４� ４８．６�
８１６ タヴェニエルブルー 牡３黒鹿５６ 田中 博康池谷 誠一氏 粕谷 昌央 日高 天羽 禮治 ４９４ ―２：２３．５大差 ２５８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，８６０，３００円 複勝： ４１，３４５，５００円 枠連： ２２，６５２，１００円

馬連： ６９，５５３，３００円 馬単： ５７，７５９，２００円 ワイド： ３１，６４２，１００円

３連複： ８８，８９２，５００円 ３連単： １７３，５１４，７００円 計： ５２２，２１９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（１－７） ７９０円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １７０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ４５０円 ３ 連 単 ��� ３，５１０円

票 数

単勝票数 計 ３６８６０３ 的中 � ８７５３９（２番人気）
複勝票数 計 ４１３４５５ 的中 � ８２９７３（２番人気）� ５３８４３（３番人気）� １４０７２３（１番人気）
枠連票数 計 ２２６５２１ 的中 （１－７） ２１４２０（３番人気）
馬連票数 計 ６９５５３３ 的中 �� ５５８１１（３番人気）
馬単票数 計 ５７７５９２ 的中 �� ２４７５２（５番人気）
ワイド票数 計 ３１６４２１ 的中 �� ２４２９８（３番人気）�� ５３８２７（１番人気）�� ３０９９３（２番人気）
３連複票数 計 ８８８９２５ 的中 ��� １４６９０８（１番人気）
３連単票数 計１７３５１４７ 的中 ��� ３６５００（４番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．１―１３．５―１４．０―１３．９―１３．４―１２．８―１２．１―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２５．３―３８．８―５２．８―１：０６．７―１：２０．１―１：３２．９―１：４５．０―１：５６．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アンアヴェンジド �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Known Fact 初出走

２００９．５．１８生 牝３黒鹿 母 Naughty Natisha 母母 Noble Natisha １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タヴェニエルブルー号は，平成２４年３月２６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１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 カムインハード号・クラールハイト号・サクラオルフェウス号・シャインブレイザー号・ショウナンカーメル号・

ジョウノバトラー号・ジョビジョバ号・スターノエル号・スプリングアレン号・ビスポーク号・プリンチペッサ号・
ミッキーフラッシュ号・リネンヴィヴィッド号



０５０１９ ２月２６日 曇 重 （２４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３５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

４５ ヘレナモルフォ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 ４４８－ ４１：５１．８ ７．６�

２２ ウイングドウィール 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６６＋１２１：５２．０１� １２．９�
５７ ミヤコマンハッタン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 ４８４－ ２１：５２．１� ４．９�
７１０ ブリッジクライム 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４４０－ ６ 〃 クビ ３．１�
７１１ パストフォリア 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４５０－１８１：５２．２� ４．１�
８１３ フジドリーム 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次藤田 達男氏 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４１４－１０ 〃 アタマ ８２．２	
８１２ サンキューアスク 牝３黒鹿５４ 内田 博幸廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４８４± ０１：５２．３� ８．０

３３ ウインフロレゾン 牝３黒鹿５４ 柴田 大知�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：５２．４� ２８．８�
６８ アルディートプリエ 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ５００＋ ４１：５２．５� ３５．４�
５６ タマモチャチャチャ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 ４３０± ０１：５２．６� １４３．８
１１ � チェレンコフ 牝３栗 ５４ 今野 忠成吉田 照哉氏 川島 正行 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４１：５２．８１� １０９．１�

（船橋） （川崎）

６９ アサクサウタヒメ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３６－１２１：５３．２２� ３４．８�
４４ メイショウモーレン 牝３栗 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ６１：５３．４１� ４２．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３６，３０４，５００円 複勝： ６８，０９８，６００円 枠連： ２５，７４４，５００円

馬連： １０７，６７８，１００円 馬単： ６０，７７２，１００円 ワイド： ４０，１３０，１００円

３連複： １１４，１８４，４００円 ３連単： ２１４，４１６，３００円 計： ６６７，３２８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２１０円 � ３１０円 � １８０円 枠 連（２－４） ４，１５０円

馬 連 �� ３，９４０円 馬 単 �� ７，２４０円

ワ イ ド �� ８９０円 �� ５３０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ５，３００円 ３ 連 単 ��� ３９，９８０円

票 数

単勝票数 計 ３６３０４５ 的中 � ３７７１８（４番人気）
複勝票数 計 ６８０９８６ 的中 � ９０６５４（４番人気）� ５０１２５（６番人気）� １１５０５２（３番人気）
枠連票数 計 ２５７４４５ 的中 （２－４） ４５８３（１５番人気）
馬連票数 計１０７６７８１ 的中 �� ２０２０１（１６番人気）
馬単票数 計 ６０７７２１ 的中 �� ６１９８（２８番人気）
ワイド票数 計 ４０１３０１ 的中 �� １０９０６（１３番人気）�� １９７２５（５番人気）�� １１９７３（１２番人気）
３連複票数 計１１４１８４４ 的中 ��� １５９２８（１８番人気）
３連単票数 計２１４４１６３ 的中 ��� ３９５８（１２７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．６―１３．０―１２．７―１３．０―１２．６―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３７．０―５０．０―１：０２．７―１：１５．７―１：２８．３―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．１
１
３
５，７－（６，８）（２，１０，１２）１３－（１，３）９，１１－４
５，７（６，８）１２（２，１０）（１３，３，９）１１（１，４）

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

勝馬の
紹 介

ヘレナモルフォ �
�
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 ２０１１．１０．２２ 東京４着

２００９．５．３１生 牝３鹿 母 タガノブラッサム 母母 ポリッシュプリンセス ５戦２勝 賞金 １５，１００，０００円
〔制裁〕 フジドリーム号の騎手丹内祐次は，２コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１番への進路影響）
※出走取消馬 エクソプラネット号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０５０２０ ２月２６日 曇 不良 （２４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０５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

５９ ニシノオウガイ 牡４黒鹿５６ 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４９２－ ４１：５３．４ １７．９�

１２ クレヨンロケット 牡６栗 ５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ４１：５３．７１� １．８�
３５ チャンピオンハーレ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４８６＋１２１：５３．８� ２５．７�
８１５ パ ン ジ ャ 牡４青鹿５６ 松岡 正海深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５１０－ ６１：５４．０１� ３．６�
２３ 	 ユウターウェーヴ 牡５栗 ５７ 江田 照男北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ２０２．３�
８１６
 ハヤブサエミネンス 牝５鹿 ５５ 武 豊武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm ４５２± ０１：５４．１� ６７．９�
７１４ ダイワベルベ 牡４鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６４－１０１：５４．５２� ５６．４	
２４ ケイアイアポロン 牡４鹿 ５６ 内田 博幸 
啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田牧場 ５３０－１２ 〃 クビ ７．８�
４８ 	 センノデバギヤ 牡４鹿 ５６ 大庭 和弥浅野 正敏氏 清水 英克 むかわ ヤマイチ牧場 ５０６－ ６１：５４．７� １５０．７�
１１ ハシルヨミテテ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム B５２６－ ８１：５５．０２ １１．２
７１３ アイティテイオー 牡４栗 ５６ 柴山 雄一一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 B４６６＋ ２１：５５．１クビ ５６．７�
５１０	 サーストンヴィンス 牡４鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次栗嶋 豊明氏 坂本 勝美 浦河 宮内牧場 ４５０－ ７ 〃 アタマ １０２．３�
６１１ ホ ク シ ン 牡４青鹿５６ 伊藤 工真中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 B４７８＋ ２１：５５．２� ２０９．９�
３６ 	 オーミリベルター 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲高嶋 活士岩� 僖澄氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 ４８０－１０１：５５．３クビ ３９０．５�
６１２ ヴァルナビスティー 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１４＋２６１：５５．６１� ２２７．０�
４７ トーセンリョウマ 牡４青鹿５６ 柴田 善臣島川 �哉氏 清水 利章 日高 藤本ファーム ４８８＋ ４１：５６．３４ ３４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，３７７，８００円 複勝： ７６，５１６，５００円 枠連： ３１，４７９，６００円

馬連： １１３，４８２，６００円 馬単： ８１，４４７，２００円 ワイド： ４７，３５０，８００円

３連複： １３４，３５７，５００円 ３連単： ２７６，８４９，１００円 計： ８０２，８６１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７９０円 複 勝 � ３１０円 � １１０円 � ４３０円 枠 連（１－５） ９５０円

馬 連 �� １，２００円 馬 単 �� ４，１９０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ２，２４０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ５，０００円 ３ 連 単 ��� ４２，５２０円

票 数

単勝票数 計 ４１３７７８ 的中 � １８３０７（５番人気）
複勝票数 計 ７６５１６５ 的中 � ４７２１９（５番人気）� ３０１４６０（１番人気）� ３０８５９（７番人気）
枠連票数 計 ３１４７９６ 的中 （１－５） ２４４６０（３番人気）
馬連票数 計１１３４８２６ 的中 �� ７００７９（４番人気）
馬単票数 計 ８１４４７２ 的中 �� １４３６９（１３番人気）
ワイド票数 計 ４７３５０８ 的中 �� ２８０３４（３番人気）�� ４８３０（２０番人気）�� １６０３０（８番人気）
３連複票数 計１３４３５７５ 的中 ��� １９８５５（１４番人気）
３連単票数 計２７６８４９１ 的中 ��� ４８０６（１１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３７．５―５０．７―１：０３．３―１：１５．８―１：２８．６―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．６
１
３
６，７（１，１４）（４，１３）（２，１０，１１）（３，９，１６）－５（８，１５）－１２・（６，７）（１４，１３）（１，４，１１，９）（２，１６）（３，１０，５）１２（８，１５）

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

勝馬の
紹 介

ニシノオウガイ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１０．１１．２１ 東京２着

２００８．２．９生 牡４黒鹿 母 ニシノマイヒメ 母母 デユプリシト １３戦２勝 賞金 ２２，１００，０００円



０５０２１ ２月２６日 曇 重 （２４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 １４，０００，０００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

２：２９．５
２：２９．５

良

良

７９ スーサングレート 牡４栗 ５６ 丸田 恭介林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B５０４＋ ２２：３５．３ ８．５�

３３ � レオプログレス 牡７青 ５７ 田辺 裕信�レオ 木村 哲也 様似 清水 誠一 ４７０＋１０２：３６．１５ １４．３�
８１０�� ホウショウアマネ 牝７芦 ５５ 蛯名 正義芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ４８８± ０ 〃 クビ ５４．７�
１１ ルイーザシアター 牡４鹿 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４２：３６．４１	 ３．３�
４４ � ミッションモード 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４９２＋ ２２：３６．５
 ４．７�
２２ ジェイケイラン 牝６黒鹿５５ 北村 宏司小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５１２＋ ４２：３７．１３
 ６０．２	
７８ � 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 B５１６－ ８２：３７．２	 ９．１

５５ ツクバコガネオー �４栗 ５６ 吉田 隼人荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５１６－ ４ 〃 ハナ １２．４�
６６ ギムレットアイ 牡７鹿 ５７ 木幡 初広小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 B４６８－ ２２：３７．６２
 ３８．２�
６７ ヒールゼアハーツ 牡４栗 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４９８－ ４２：３８．３４ ３．９
８１１ アルジェンタム 牡４栗 ５６ 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８８－ ４２：３８．４
 ２０．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３３，７９２，１００円 複勝： ５５，４０３，９００円 枠連： ２６，９６０，８００円

馬連： １２６，５７０，３００円 馬単： ７５，７１１，８００円 ワイド： ４２，５９４，０００円

３連複： １４５，８００，５００円 ３連単： ３０３，５１８，６００円 計： ８１０，３５２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ３３０円 � ４４０円 � １，１９０円 枠 連（３－７） ３，２８０円

馬 連 �� ５，９００円 馬 単 �� １１，５１０円

ワ イ ド �� １，９４０円 �� ４，７３０円 �� ４，５２０円

３ 連 複 ��� ６８，６７０円 ３ 連 単 ��� ３７４，５８０円

票 数

単勝票数 計 ３３７９２１ 的中 � ３１６２９（４番人気）
複勝票数 計 ５５４０３９ 的中 � ４８４６４（５番人気）� ３３５８５（７番人気）� １１０２７（１０番人気）
枠連票数 計 ２６９６０８ 的中 （３－７） ６０７２（１６番人気）
馬連票数 計１２６５７０３ 的中 �� １５８３３（２３番人気）
馬単票数 計 ７５７１１８ 的中 �� ４８５８（４４番人気）
ワイド票数 計 ４２５９４０ 的中 �� ５５０４（２４番人気）�� ２２０１（４１番人気）�� ２３０６（３７番人気）
３連複票数 計１４５８００５ 的中 ��� １５６７（１１１番人気）
３連単票数 計３０３５１８６ 的中 ��� ５９８（５９０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
６．９―１８．１―２９．９―４２．６―５５．６―１：０８．５―１：２１．３―１：３４．１―１：４６．１―１：５８．２―２：１０．２―２：２２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４９．２―３F３７．１
１
�
９＝１０，４（３，８）－（１，７）（５，６）（２，１１）
９，１０，４，８，３－７，１，５，２（１１，６）

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

勝馬の
紹 介

スーサングレート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．２８ 札幌７着

２００８．４．１９生 牡４栗 母 ヴ ァ レ リ ー 母母 シ ー ク イ ン １９戦３勝 賞金 ４１，６２７，０００円

０５０２２ ２月２６日 曇 不良 （２４中山２）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�ブラッドストーンステークス

発走１５時１０分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２３ ニシオドリーム 牡４黒鹿５７ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４７２－ ６１：０９．９ ２．７�

７１３ カフェマーシャル 牡６芦 ５７ 後藤 浩輝西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５２０＋ ４ 〃 クビ ３６．６�
８１６ ダンシングマオ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：１０．０� ６．１�
３６ ノボレインボー 牝６芦 ５５ 江田 照男�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５１２＋ ４１：１０．３１� １１５．２�
８１５ シセイオウジ 牡５栗 ５７ 柴山 雄一猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５６－ ６ 〃 ハナ ２８．６�
１２ コスモケンジ 牡４栗 ５７ 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ５００－ ６１：１０．４クビ １９．１

５９ 	 エーシンリードオー 牝６黒鹿５５ 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４８４－ ２１：１０．６１ １５．５�
３５ ウ ラ ラ カ 牝６黒鹿５５ 松岡 正海 	社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：１０．７� ３１．２�
４８ デイトユアドリーム 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２１：１０．８� ６．３
５１０	 カフェレジェンド 牡７青鹿５７ 津村 明秀西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５１６－ ６１：１１．０１
 ８２．７�
６１２ ガ ン ド ッ グ �５栗 ５７ 蛯名 正義村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７８－ ２１：１１．１� ９．３�
１１ ヒシコモンズ 牡６栗 ５７ 三浦 皇成阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８６± ０１：１１．２クビ １４．０�
７１４ シュテルンターラー 牝５芦 ５５ 福永 祐一 �グリーンファーム 高野 友和 千歳 社台ファーム ４９０－ ８１：１１．４１� ８．５�
４７ アヤナルベルス 牝５鹿 ５５ 田中 勝春鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４９６－ ６ 〃 クビ ６０．０�
６１１	� ス イ レ ン 牝５鹿 ５５ 田中 博康シンボリ牧場 高橋 祥泰 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

４９８± ０１：１１．５クビ ８２．２�
２４ マイプラーナ 牝６黒鹿５５ 野元 昭嘉五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４８０－１６ 〃 クビ ２７３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５９，８１５，３００円 複勝： １０２，７６８，６００円 枠連： ４７，５７０，５００円

馬連： ２１９，４８９，６００円 馬単： １１１，９９０，８００円 ワイド： ７７，９０５，１００円

３連複： ２７５，５８１，６００円 ３連単： ４６２，８９５，３００円 計： １，３５８，０１６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ７４０円 � ２１０円 枠 連（２－７） １，２３０円

馬 連 �� ７，３３０円 馬 単 �� １１，１５０円

ワ イ ド �� ２，１００円 �� ５１０円 �� ４，１３０円

３ 連 複 ��� １５，０７０円 ３ 連 単 ��� ８２，１２０円

票 数

単勝票数 計 ５９８１５３ 的中 � １７８８９８（１番人気）
複勝票数 計１０２７６８６ 的中 � ２４０９４７（１番人気）� ２６００７（１１番人気）� １２９９８０（３番人気）
枠連票数 計 ４７５７０５ 的中 （２－７） ２８５５４（４番人気）
馬連票数 計２１９４８９６ 的中 �� ２２１０８（２６番人気）
馬単票数 計１１１９９０８ 的中 �� ７４１６（４１番人気）
ワイド票数 計 ７７９０５１ 的中 �� ８８１１（２５番人気）�� ４０８９５（２番人気）�� ４４０４（５１番人気）
３連複票数 計２７５５８１６ 的中 ��� １３５０４（４６番人気）
３連単票数 計４６２８９５３ 的中 ��� ４１６０（２６０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１０．９―１１．６―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．２―４４．８―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシオドリーム �
�
父 デビッドジュニア �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１０．１１．２１ 京都６着

２００８．４．５生 牡４黒鹿 母 ターフマジョリック 母母 ニシオマジョリック ９戦４勝 賞金 ５２，５８２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 エアティアーモ号・カホマックス号・グローリールピナス号・シルクデイブレイク号・スモールキング号・

スリーボストン号・トキノエクセレント号・トシギャングスター号・パーフェクトケン号・メトロノース号・
レッドヴァンクール号

１レース目 ３レース目



０５０２３ ２月２６日 曇 重 （２４中山２）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第８６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５５�５歳以上５６�，牝馬２�減，２３．２．２６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，２３．２．２５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 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 ８２６，０００円 ２３６，０００円 １１８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

３３ � フェデラリスト 牡５黒鹿５６ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５２８－ ４１：４７．３ ６．４�

１１ シ ル ポ ー ト 牡７鹿 ５７ 松岡 正海河� 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ５００± ０１：４７．４� １９．６�
２２ リアルインパクト 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１２＋１０１：４８．１４ １０．０�
６６ ネオヴァンドーム 牡５鹿 ５６ 内田 博幸小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：４８．３１	 ９９．０�
４４ ネオサクセス 牡５鹿 ５６ 大野 拓弥秋場 清�氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B４７２＋ ８１：４８．４
 １３２．１�
７９ フィフスペトル 牡６鹿 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２＋ ８１：４８．５� １０．８	
７８ エーブチェアマン 牡５黒鹿５６ 後藤 浩輝 
レーシングホース

ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４４８－ ２１：４８．６
 １１７．３�
８１０ ナリタクリスタル 牡６黒鹿５６ 武 豊
オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－１０ 〃 クビ ４４．７�
６７ ダイワファルコン 牡５鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B５１０－ ８１：４８．７クビ １０．９
８１１ トゥザグローリー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５３６－ ６１：４８．８� １．９�
５５ レッドデイヴィス �４鹿 ５５ 安藤 勝己 
東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ６１：４９．２２
 ５．６�

（１１頭）

売 得 金
単勝： ２５８，２０６，２００円 複勝： ３１６，８２８，６００円 枠連： １２８，２０２，５００円 馬連： ８２１，９６２，８００円 馬単： ５６２，３１７，８００円

ワイド： ２７３，４６１，１００円 ３連複： ９７１，９０７，１００円 ３連単： ２，６５８，４７５，３００円 ５重勝： １，０３４，８４０，４００円 計： ７，０２６，２０１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２１０円 � ５７０円 � ３２０円 枠 連（１－３） ７，１３０円

馬 連 �� ６，１７０円 馬 単 �� １３，４６０円

ワ イ ド �� ２，０８０円 �� ９４０円 �� ２，５４０円

３ 連 複 ��� １２，３６０円 ３ 連 単 ��� ９３，０９０円

５ 重 勝
対象競走：中山９R／阪神１０R／中山１０R／阪神１１R／中山１１R

キャリーオーバー なし����� １，８７１，８５０円

票 数

単勝票数 計２５８２０６２ 的中 � ３２２４５０（３番人気）
複勝票数 計３１６８２８６ 的中 � ４７１３６９（２番人気）� １２７２６０（７番人気）� ２５４８４２（６番人気）
枠連票数 計１２８２０２５ 的中 （１－３） １３２８４（１９番人気）
馬連票数 計８２１９６２８ 的中 �� ９８４６８（２０番人気）
馬単票数 計５６２３１７８ 的中 �� ３０８３５（３７番人気）
ワイド票数 計２７３４６１１ 的中 �� ３１９６４（２１番人気）�� ７４６１０（１４番人気）�� ２６０６０（２２番人気）
３連複票数 計９７１９０７１ 的中 ��� ５８０５８（３４番人気）
３連単票数 計２６５８４７５３ 的中 ��� ２１０７６（２２６番人気）
５重勝票数 計１０３４８４０４ 的中 ����� ４０８

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３６．０―４７．４―５８．７―１：１０．３―１：２２．１―１：３４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３７．０
１
３
１－９，２，１０，３（５，７）６，１１（４，８）
１＝９－（２，１０）（３，７）５（４，１１）（６，８）

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

勝馬の
紹 介

�フェデラリスト �
�
父 Empire Maker �

�
母父 サンデーサイレンス

２００７．６．６生 牡５黒鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ ８戦５勝 賞金 １４７，４０７，０００円
初出走 JRA

０５０２４ ２月２６日 曇 不良 （２４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 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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ ハッピーカオル 牡５青 ５７ 安藤 勝己芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５４＋ ４１：１０．３ ４．６�

７１３ メイショウツチヤマ 牡５鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８２－ ８ 〃 クビ ４．８�
３６ ハンマープライス 牡６栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０４± ０１：１０．４� ９．１�
６１２ ワンモアジョー 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４８４＋２６１：１０．５クビ ７．５�
２３ エイブルサクセス 牡４鹿 ５７ 内田 博幸中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ５４８－１６ 〃 クビ ６．２�
５１０� モエレデフィニット 牡５青鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 長手 猛 ４９８± ０１：１０．６� ８８．５�
５９ ラヴリードリーム 牝６青鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４８６－ ６１：１０．８１	 １６．３	
４７ クォリティシーズン 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 ４３２－ ４ 〃 クビ ６．５

７１４� ギ ガ ワ ッ ト 牡５黒鹿５７ 津村 明秀�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５３２－ ６１：１０．９� ５４．９�
３５ ローブドヴルール 牝６鹿 ５５ 伊藤 直人�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４８８＋１６１：１１．２１
 ６３．８�
２４ � モエレエンデバー 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４９２－ ６１：１１．３
 ８４．４
８１５� フジノタカワシ 牡６青鹿５７ 丸田 恭介北所 直人氏 鈴木 伸尋 新冠 赤石 久夫 ４５２－１２１：１１．５１	 １５２．９�
６１１ オ ヤ シ オ 牡４鹿 ５７

５４ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４８２－ ２１：１１．６クビ ２８５．９�
１２ オ ク ル ス 牝５鹿 ５５ 岩部 純二山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５４－ ４１：１１．７
 ８．１�
１１ ナ ス ザ ン 牡７鹿 ５７

５４ ▲横山 和生小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ４９６－ ２１：１１．８� １３９．７�
４８ ノーワンエルス 牡５芦 ５７ 今野 忠成 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B５１０－ ８１：１１．９� ５４．３�

（川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７９，２１９，３００円 複勝： １２１，５５２，３００円 枠連： ５７，８２６，６００円

馬連： ２４２，９６７，７００円 馬単： １３１，２０４，３００円 ワイド： ９４，６３４，０００円

３連複： ２９９，４９７，８００円 ３連単： ５７７，５３３，１００円 計： １，６０４，４３５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � ２７０円 枠 連（７－８） ７２０円

馬 連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ９４０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ３，７１０円 ３ 連 単 ��� １８，６８０円

票 数

単勝票数 計 ７９２１９３ 的中 � １３６９３４（１番人気）
複勝票数 計１２１５５２３ 的中 � ２０２９８７（１番人気）� １７３６６２（２番人気）� １０５４９６（７番人気）
枠連票数 計 ５７８２６６ 的中 （７－８） ６００８６（１番人気）
馬連票数 計２４２９６７７ 的中 �� １５３２３４（１番人気）
馬単票数 計１３１２０４３ 的中 �� ４０３８３（２番人気）
ワイド票数 計 ９４６３４０ 的中 �� ６１７０３（１番人気）�� ２３８０７（１７番人気）�� ２８８４６（９番人気）
３連複票数 計２９９４９７８ 的中 ��� ５９７０５（４番人気）
３連単票数 計５７７５３３１ 的中 ��� ２２８２０（１７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１０．９―１１．９―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．１―４５．０―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３７．２
３ ２，１４，１６（５，６，１２）９，１（３，１０，１３）４（１１，１５）（７，８） ４ ２－１４（５，１６）（６，１２）（１，３，９，１３）１０，４，１１，７，８，１５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハッピーカオル �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー ２００９．１０．２４ 京都４着

２００７．４．８生 牡５青 母 カムイイットー 母母 イ ツ ト ー １５戦４勝 賞金 ４７，２００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 プロスペラスマム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

５レース目



（２４中山２）第２日 ２月２６日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

２８１，５９０，０００円
２，０８０，０００円
６，２６０，０００円
２，０９０，０００円
２５，８４０，０００円
６０，６２７，０００円
４，７６３，０００円
１，６８９，６００円

勝馬投票券売得金
６９４，５２５，８００円
１，０５８，３６３，１００円
４５５，４９１，４００円
２，０７３，３９４，７００円
１，３３９，８９４，７００円
７７８，６１９，９００円
２，５１０，０３１，９００円
５，４６８，４７３，８００円
１，０３４，８４０，４００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
５ 重 勝
計 １５，４１３，６３５，７００円

総入場人員 ３０，０３７名 （有料入場人員 ２６，５９７名）


