
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


