
３３００１１２月２日 晴 良 （１８中山５）第１日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走９時５０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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

６１２ アポロパトリオット 牡２栗 ５５
５４ ☆吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 石栗 龍彦 新冠 上井農場 ４５０＋ ２１：１４．１ ９７．５�

７１３ キングオーサム 牡２鹿 ５５ 伊藤 直人�宮内牧場 小林 常泰 浦河 宮内牧場 ４８２± ０１：１４．２� ２８．２�
４８ サフラントウショウ 牝２栗 ５４ 吉田 豊トウショウ産業� 奥平 真治 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４４８－ ２１：１４．３� ２８０．２�
１２ � コスモハナコ 牝２栗 ５４ 北村 宏司 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 米 Brereton C. Jones

& Fred Trainor ４８０＋ ４１：１４．５１� １４．２�
５９ 	 ハイフェイム 牡２芦 ５５ O．ペリエ �社台レースホース河野 通文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋１２１：１４．６クビ ４３．９�
（仏）

７１４ マジカルビューティ 牝２栗 ５４ 小林 淳一ディアレスト 斎藤 誠 浦河 松田 次郎 ４００－ ２１：１４．９１� １２４．６	
８１６� サウスヒューマー 牝２鹿 ５４ C．ルメール 南波 壽氏 高橋 祥泰 米 WinStar

Farm, LLC ４７４＋ ４１：１５．０
 １．４

（仏）

５１０	 ピエネヴェーレ 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７０＋１０１：１５．１� １４．９�
６１１� マルターズドーラ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣藤田与志男氏 尾形 充弘 米 Yoshio Fujita ４５４－ ２１：１５．４１� １１．８�
８１５ トーセンアポロン 牡２栗 ５５ 郷原 洋司島川 哉氏 保田 一隆 静内 増本 良孝 ４１８－ ２１：１５．５� １２７．６�
３６ 	 ケイアイチアフル 牝２黒鹿５４ 武 幸四郎亀田 守弘氏 和田 正道 新冠 新冠橋本牧場 ４０８－ ４１：１５．６クビ ２５．４�
２４ スキャットナンバー 牝２鹿 ５４ 高山 太郎富岡 喜平氏 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４３０＋１８１：１５．７
 ４５０．６�
１１ エットウツバメ 牝２鹿 ５４

５２ △塚田 祥雄加藤 信之氏 水野 貴広 平取 広川牧場 ４２０＋ ４１：１６．０２ １２１．１�
３５ � ケイアイスキャット 牡２栗 ５５ 蛯名 正義亀田 守弘氏 松山 康久 米 Mereworth

Farm ４９８＋ ２１：１６．５３ ７．５�
２３ トーホウツヨシ 牡２鹿 ５５

５２ ▲高野 和馬東豊物産� 武藤 善則 門別 竹島 幸治 B４４８－ ６１：１６．７１� ３１８．３�
４７ � プリンセスジェイ 牝２栗 ５４ 武士沢友治松尾 正氏 西塚 安夫 ア Darley ４０６－ ４１：１７．８７ ６９０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６３９，１００円 複勝： １９，８５０，５００円 枠連： ２０，３６１，６００円

普通馬連： ６５，３３０，９００円 馬単： ６８，５７９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１０４，８００円

３連複： ８１，４４３，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２９２，３０９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ９，７５０円 複 勝 � ３，０６０円 � ６３０円 � ５，７６０円 枠 連（６－７） ７，４３０円

普通馬連 �� ４９，３００円 馬 単 �� １０８，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３，９２０円 �� ３９，５００円 �� ２０，９６０円

３ 連 複 ��� １，６６９，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６６３９１ 的中 � １３４６（９番人気）
複勝票数 計 １９８５０５ 的中 � １６５７（１１番人気）� ８８８２（６番人気）� ８６８（１３番人気）
枠連票数 計 ２０３６１６ 的中 （６－７） ２０２５（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６５３３０９ 的中 �� ９７８（４６番人気）
馬単票数 計 ６８５７９１ 的中 �� ４６７（９３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１０４８ 的中 �� ３５６（５３番人気）�� １２５（８４番人気）�� ２３６（６８番人気）
３連複票数 計 ８１４４３４ 的中 ��� ３６（３９４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．６―１２．６―１３．４―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３４．２―４６．８―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロパトリオット �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１１．４ 福島１０着

２００４．５．１４生 牡２栗 母 グリーンフレイア 母母 ミムズアゲイン ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 コスモハナコ号の騎手内田博幸は，病気のため北村宏司に変更。
〔発走状況〕 ピエネヴェーレ号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アタゴコマンダー号・キングエルドラド号・クリールボルケーノ号・スイートスティッチ号・デザインシチー号
（非抽選馬） ４頭 チョウライライ号・ニシノタマテバコ号・ホワイトアロー号・レインボールシファ号
※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。



３３００２１２月２日 晴 良 （１８中山５）第１日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

１：５２．７
１：５２．５

良

不良

６１１� ニシノフジヤマ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ４９６＋ ６１：５６．２ １．７�

１１ シャドウブルース 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 飯塚 知一氏 河野 通文 追分 追分ファーム ４８０＋ ４ 〃 クビ １５．４�
（仏）

８１６� ヒシポラリス 牡２鹿 ５５ 松岡 正海阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 富本 茂喜 B４９０＋ ６ 〃 クビ ３１．８�
３６ � ベルグミサイル 牡２芦 ５５ 武士沢友治山田 俊一氏 斎藤 誠 静内 グランド牧場 ４５６＋ ４１：５８．３大差 ３６８．２�
５１０� ブルーメンリッター 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝山上 和良氏 菊川 正達 門別 ナカノファーム ５２０＋１０１：５８．４� ８．０�
５９ � ケイアイコンテンツ 牡２栗 ５５ 吉田 豊亀田 守弘氏 尾形 充弘 新冠 新冠橋本牧場 ４３０± ０１：５８．６� ９１．３�
３５ � ヒットミーアゲイン 牡２栗 ５５ C．ルメール�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４８４± ０ 〃 クビ ２１．７	

（仏）

４８ � ミヤギカリスマ 牡２栗 ５５ 木幡 初広菅原 光博氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 ４７４＋ ６１：５８．７� １４３．０

４７ � スズライトアップ 牡２栗 ５５ 二本柳 壮サン・ファーム� 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４４２－ ４１：５８．８� ７５．３�
７１３� サンワードブル 牡２栗 ５５

５４ ☆吉田 隼人古谷 敏明氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４３８＋ ２ 〃 クビ ２３．１
８１５� トップオブボス 牡２栗 ５５ 北村 宏司横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４９０＋ ８１：５８．９クビ ３３．６�
７１４ ナンヨーサウス 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣中村 �也氏 奥平 雅士 浦河 梅田牧場 ４３８± ０１：５９．６４ ６．９�
６１２ プレザントアフェア 牡２黒鹿５５ 田面木博公水谷八重子氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ５３０－ ６２：００．３４ １０２．０�
２４ � クリールアトラス 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 水上 習孝 ４４８＋ ８２：００．５１ １２６．１�
１２ � クリーンクルー 牡２鹿 ５５ 田中 勝春石橋 和夫氏 蛯名 信広 鵡川 桑原牧場 ５０６＋ ４２：００．８２ ３１．９�
２３ イメージボックス 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎大原 詔宏氏 土田 稔 静内 田中 裕之 ４８６－ ４ 〃 クビ １１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６１３，５００円 複勝： ２２，２８０，９００円 枠連： ２１，６７１，３００円

普通馬連： ７３，７４８，６００円 馬単： ５７，２７５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０５４，６００円

３連複： ８１，３０１，０００円 ３連単： 発売なし 計： ２９２，９４４，９００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １３０円 � ２８０円 � ５６０円 枠 連（１－６） ７３０円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� １，０２０円 �� ３，７９０円

３ 連 複 ��� ８，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７６１３５ 的中 � ８４２５５（１番人気）
複勝票数 計 ２２２８０９ 的中 � ６６１３８（１番人気）� １７８２１（５番人気）� ７５１０（１０番人気）
枠連票数 計 ２１６７１３ 的中 （１－６） ２２１７３（３番人気）
普通馬連票数 計 ７３７４８６ 的中 �� ４５１６２（４番人気）
馬単票数 計 ５７２７５０ 的中 �� ２４７４３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０５４６ 的中 �� ９８７４（４番人気）�� ４５８３（１１番人気）�� １１６１（３８番人気）
３連複票数 計 ８１３０１０ 的中 ��� ７１１９（２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３７．５―５０．９―１：０４．０―１：１６．７―１：２９．５―１：４２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ニシノフジヤマ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００６．１０．１５ 東京２着

２００４．４．１１生 牡２栗 母 クランチーカ 母母 Carniola ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔騎手変更〕 イメージボックス号の騎手内田博幸は，病気のため武幸四郎に変更。
※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 オープンバッハ号・シーズアレディ号
※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。



３３００３１２月２日 晴 良 （１８中山５）第１日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時５０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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

８１５� サクラゼウス 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹�さくらコマース藤原 辰雄 静内 新和牧場 ５０８＋ ４１：０８．６ ５．５�

６１１ マルタカエンペラー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊高橋 義和氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４３２－ ４１：０９．１３ ２．７�
３５ � プレジデンツカップ 牡２栗 ５５ 小野 次郎今 秀幸氏 水野 貴広 三石 萩澤 泰博 ４７０＋ ２１：０９．８４ ２．６�
４７ アッソルート 牡２黒鹿５５ C．ルメール 荒井 壽明氏 和田 正道 門別 サンシャイン

牧場 ４８６－ ４１：０９．９� １３．２�
（仏）

４８ � フェアリースポット 牝２鹿 ５４
５２ △大野 拓弥 �グリーンファーム 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：１０．１１� ２９．２�

２４ プリズンガール 牝２青鹿５４ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 柴田 政人 門別 川島 貞二 ４３６－ ８１：１０．２クビ ２２．６�
１２ � テイエムアイガテ 牝２栗 ５４

５２ △塚田 祥雄竹園 正繼氏 石栗 龍彦 鹿児島 テイエム牧場 ４１８＋ ２ 〃 アタマ １０８．２	
５１０ ブロードアロー 牝２鹿 ５４ 穂苅 寿彦 
スピードファーム 和田 正道 三石 元茂 義一 ４５２－１０１：１０．５１� ３５．８�
２３ � コスモビートアウト 牝２栗 ５４ 田中 勝春 
ビッグレッドファーム 矢野 進 新冠 ビッグレッドファーム ４０４± ０１：１０．６� ５６．８�
１１ リンガスサクセス 牝２鹿 ５４ 木幡 初広伊藤 巖氏 境 征勝 新冠 斉藤 安行 ４０２－ ２ 〃 アタマ ４８．４
７１３� ソ ー ニ ョ 牝２鹿 ５４

５１ ▲水出 大介江川 伸夫氏 矢野 進 浦河 信岡牧場 ４０２－ ８１：１０．８１	 １３６．６�
８１６ ル チ ェ ー レ 牡２鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人藤田 孟司氏 柄崎 孝 鵡川 貞広 賢治 ４８０＋ ８ 〃 クビ １７．１�
６１２ セイサムシング 牝２芦 ５４ 田面木博公柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４５８－ ４１：１０．９� ２９１．９�
７１４ エスケーグレイス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治エスケー貿易� 小桧山 悟 三石 萩澤 泰博 ４５８－ ２１：１１．６４ ３４６．６�
３６ シンゲッティー 牡２黒鹿５５ 高山 太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 静内 井高牧場 ４８４－ ６１：１１．８１	 １８４．４�
５９ �
 コウジンキンキ 牡２栗

５５
５２ ▲小島 太一加藤 興一氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４５０＋１２ 〃 クビ １４８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１４９，８００円 複勝： ２１，０８９，６００円 枠連： ２６，０１０，４００円

普通馬連： ７０，３８３，９００円 馬単： ６７，１４５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，００７，７００円

３連複： ９３，０３４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３１６，８２１，７００円

払 戻 金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（６－８） ５２０円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ２９０円 �� １３０円

３ 連 複 ��� ５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７１４９８ 的中 � ２４７９４（３番人気）
複勝票数 計 ２１０８９６ 的中 � ２４５８８（３番人気）� ４９６９７（２番人気）� ６６８４６（１番人気）
枠連票数 計 ２６０１０４ 的中 （６－８） ３７２２９（２番人気）
普通馬連票数 計 ７０３８３９ 的中 �� ５０５５０（３番人気）
馬単票数 計 ６７１４５５ 的中 �� ２１３４５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２００７７ 的中 �� １２２１６（３番人気）�� １５３６９（２番人気）�� ６２６４１（１番人気）
３連複票数 計 ９３０３４８ 的中 ��� １２３８７９（１番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．４―１１．６―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．７―４５．３―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．９
３ １５（１，１０）１１（７，９）（４，８）（２，６，１６，５）３，１２－１３－１４ ４ １５（１，１０）１１（４，７）（８，９）（２，５）６，３，１６，１２－１３＝１４

勝馬の
紹 介

�サクラゼウス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００６．７．２ 福島６着

２００４．３．９生 牡２鹿 母 サクラブラッサム 母母 Aly Sangue ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 ルチェーレ号の騎手内田博幸は，病気のため吉田隼人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンゲッティー号・コウジンキンキ号は，平成１９年１月２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。
（非抽選馬） ３頭 カネスラファール号・コスモノーティー号・コスモフトゥーロ号
※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。



３３００４１２月２日 晴 良 （１８中山５）第１日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時２０分 （ダート・右）

新馬；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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

３５ � ダノンムロー 牡２黒鹿５５ C．ルメール�ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４５４ ―１：１３．９ ７．２�

（仏）

２３ � シアトルタコマ 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 米 Takashi
Watanabe ４６４ ―１：１４．０� ６．４�

７１２� ダイワウイザード 牡２黒鹿 ５５
５４ ☆吉田 隼人大城 敬三氏 池上 昌弘 浦河 向別牧場 ４４０ ― 〃 クビ ８４．７�

４６ トキノミスオース 牝２鹿 ５４
５２ △大野 拓弥田中 久續氏 小笠 倫弘 平取 木村 二三夫 ５２８ ―１：１４．３１� １７１．５�

２２ 	 コスモタロウ 牡２栗 ５５ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 奥山 喜義 ４５８ ―１：１５．０４ ２３．９�
５８ � ケイコティアラ 牝２鹿 ５４ 小野 次郎小林けい子氏 柴田 政人 門別 ヤナガワ牧場 ４３６ ―１：１５．４２
 １３．９	
６１０ エアセラヴィ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �ラッキーフィールド国枝 栄 静内 藤原牧場 ５０６ ― 〃 クビ ２．１

４７ アタックフォー 牡２栗 ５５

５３ △塚田 祥雄根本 勝氏 矢野 照正 様似 長田 操 ４７２ ―１：１５．７１� ８８．４�
８１４ サ ム ラ イ 牡２黒鹿５５ 松岡 正海新井原 博氏 中島 敏文 新冠 川上 悦夫 ４６８ ―１：１５．９１� ４０．６�
６１１ スターバースト 牡２鹿 ５５ 南田 雅昭�鳥海商事 南田美知雄 青森 ワールドフアーム ４２８ ― 〃 クビ ２７２．５
５９ � ジェイケイバクシン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５０４ ―１：１６．１１
 １０．３�
１１ � ブライティアエルフ 牝２芦 ５４ 後藤 浩輝小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４６６ ―１：１６．２
 ５．１�
３４ ベルモントパンドラ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４５２ ―１：１６．３クビ ６７．７�
７１３	 スガノハイライズ 牡２鹿 ５５

５２ ▲的場 勇人菅原光太郎氏 大和田 稔 浦河 一珍棒牧場 ４３６ ―１：１６．６２ ３４１．３�
８１５� コウギョウボス 牡２鹿 ５５ 石神 深一菊地 捷士氏 加藤 和宏 鵡川 六角牧場 ４４０ ―１：１７．９８ ２９６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，０１３，６００円 複勝： ２０，３４０，７００円 枠連： ２４，８３６，４００円

普通馬連： ６９，０７５，５００円 馬単： ７１，９０２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５９２，５００円

３連複： ７９，３７６，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３０３，１３７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２５０円 � ２３０円 � １，４９０円 枠 連（２－３） １，３３０円

普通馬連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ４，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ５，２６０円 �� ５，５６０円

３ 連 複 ��� ４１，１７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９０１３６ 的中 � ２１０６６（４番人気）
複勝票数 計 ２０３４０７ 的中 � ２３２９８（４番人気）� ２７０２０（２番人気）� ２８６４（１０番人気）
枠連票数 計 ２４８３６４ 的中 （２－３） １３８７０（６番人気）
普通馬連票数 計 ６９０７５５ 的中 �� ２３１２９（９番人気）
馬単票数 計 ７１９０２２ 的中 �� １１７４２（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５９２５ 的中 �� ６５７８（８番人気）�� ８４３（３７番人気）�� ７９７（３９番人気）
３連複票数 計 ７９３７６７ 的中 ��� １４２３（７６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．８―１２．９―１２．５―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．８―４７．７―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダノンムロー �
�
父 Gone West �

�
母父 O’Reilly 初出走

２００４．５．２生 牡２黒鹿 母 Final Destination 母母 Logical Lady １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ブライティアエルフ号の騎手内田博幸は，病気のため後藤浩輝に変更。
※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。



３３００５１２月２日 晴 良 （１８中山５）第１日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時５０分 （芝・右）

新馬；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

１：５９．９
１：５９．９

良

良

１１ � トウカイオスカー 牝２鹿 ５４
５３ ☆吉田 隼人内村 正則氏 後藤 由之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４ ―２：０６．５ ７．３�

４４ � ダイワバリオス 牡２芦 ５５ 松岡 正海大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２８ ―２：０６．７１� １０．４�
２２ � アレドラバン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣吉田 勝己氏 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４２４ ―２：０６．９１� ７．４�
７１１ エーブサフロン 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 ４４４ ―２：０７．１１� ５３．９�
７１０� ローランデザート 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己鈴木 可一氏 佐藤 吉勝 新冠 ハシモトフアーム ５０８ ―２：０７．３１� ３．８�
８１３�� マイネルカタロス 牡２青 ５５ 田中 勝春 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 門別 佐々木 直孝 ４６８ ―２：０７．４	 ２２．３�
４５ � パリスフレンズ 牡２黒鹿 ５５

５３ △塚田 祥雄 	ビッグレッドファーム 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６４ ―２：０８．０３	 ２．８

５６ モリノカントリー 牡２黒鹿５５ 木幡 初広森田 一夫氏 大和田 稔 門別 川島 貞二 ５０４ ―２：０８．２１� １８６．５�
６８ � スズガバナンス 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ５１０ ―２：０８．５２ ３７．３�
６９ エプソムラヴソング 牝２鹿 ５４ 武 幸四郎 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 根本 康広 静内 田原橋本牧場 ４００ ― 〃 クビ １３７．１
５７ � ア ト ミ ッ ク 牡２鹿 ５５ 北村 宏司宮崎 利男氏 坂本 勝美 新冠 柳谷 正 ４５２ ―２：０８．６クビ ９．１�
３３ マ イ ジ ョ ウ 牝２黒鹿５４ C．ルメール 河内 孝夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４７６ ―２：０８．９２ ９６．０�

（仏）

８１２� カイシュウリバー 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 飯村 孝男氏 田中 清隆 門別 新井 弘幸 ５１２ ―２：０９．０	 ２４．８�
（仏）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，６３７，１００円 複勝： ２４，２０８，８００円 枠連： ２３，７８１，４００円

普通馬連： ７２，９２２，２００円 馬単： ７５，２３２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９２２，２００円

３連複： ８２，８９９，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３１７，６０３，７００円

払 戻 金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２２０円 � ３３０円 � ２３０円 枠 連（１－４） ７３０円

普通馬連 �� ３，８１０円 馬 単 �� ７，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� ７４０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ６，６２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９６３７１ 的中 � ２１４８６（３番人気）
複勝票数 計 ２４２０８８ 的中 � ３１９５６（３番人気）� １７８２８（６番人気）� ２９０４６（４番人気）
枠連票数 計 ２３７８１４ 的中 （１－４） ２４１８２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７２９２２２ 的中 �� １４１４０（１６番人気）
馬単票数 計 ７５２３２５ 的中 �� ７３４５（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９２２２ 的中 �� ３４９７（１６番人気）�� ６４５０（９番人気）�� ４６３０（１３番人気）
３連複票数 計 ８２８９９５ 的中 ��� ９２５２（２１番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１３．９―１４．１―１３．９―１２．７―１２．５―１１．７―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．９―３８．８―５２．９―１：０６．８―１：１９．５―１：３２．０―１：４３．７―１：５５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�トウカイオスカー �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 リアルシヤダイ 初出走

２００４．５．１生 牝２鹿 母 ブリリアントミスト 母母 ミスタイモア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 パリスフレンズ号の騎手内田博幸は，病気のため塚田祥雄に変更。
※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。



３３００６１２月２日 晴 良 （１８中山５）第１日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４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
１：４８．４

重

重

２４ � シャコーミリオン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義グレイドレーシング組合 勢司 和浩 浦河 惣田 英幸 ４９４＋ ２１：５４．９ ４．９�

８１５ ラヴサンシャイン 牡４黒鹿５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 佐々木亜良 三石 谷山 和喜 ５２２－ ２ 〃 クビ ３．５�
６１２ キングアーサー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５４２－ ６１：５５．２１� ６．５�
８１６� ギャラクシーキッド 牡３芦 ５６ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４５６＋ ６１：５５．３� ３０．３�
７１３ ワンダータイガー 牡４黒鹿５７ 吉田 豊山本 信行氏 加賀 武見 えりも 能登 浩 ４８２± ０ 〃 クビ ３１．２�
３６ 	 エイワヴァージニア 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝永井公太郎氏 松山 康久 愛 Tower

Bloodstock ４９６＋１１１：５５．４
 ２０．０�
２３ � シルバーデューク 牡５芦 ５７ 郷原 洋司新木 鈴子氏 郷原 洋行 平取 有限会社中

田牧場 ５０４＋ ６１：５６．２５ １３３．９	
１２ 	 ダノンスイショウ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己
ダノックス 加藤 征弘 米 Shadai Farm ４８２－１８１：５６．６２
 １３．８�
４７ カナハラグロリア 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹寺内 正光氏 山田 要一 門別 谷川畜産 ５１０± ０１：５６．７クビ １３．８�
３５ � レフトシート 牡６黒鹿５７ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４８４＋ ２１：５７．１２
 ７５．５
５１０� カオリエスペランサ 牡４鹿 ５７

５５ △大野 拓弥川畑 �司氏 松山 康久 青森 大須賀牧場 B５４８－ ２１：５７．７３
 ５３．７�
４８ 	 エヒテンヴィーゼ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４５６＋ ８１：５７．８クビ ８３．０�
１１ � ライブリチチカカ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治加藤 哲郎氏 沢 峰次 厚真 大川牧場 B４６４＋２４１：５８．０１
 ２１８．４�
５９ レ フ ォ ル マ 牡４青鹿５７ O．ペリエ �社台レースホース石毛 善彦 千歳 社台ファーム ５２０＋１０１：５８．１クビ ３．８�

（仏）

７１４� ヒカルミキティ 牝３青鹿５４ 田中 勝春高橋 光氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５１４± ０２：００．０大差 ３２．６�
６１１�� ダークフィールド 牡５鹿

５７
５４ ▲的場 勇人加藤 徹氏 松永 勇 静内 静内酒井牧場 ４３２＋１４２：０２．０大差 ２３２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３７０，８００円 複勝： ３０，２１５，２００円 枠連： ２８，３４５，５００円

普通馬連： １０６，７３４，８００円 馬単： ８６，５８６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２７７，３００円

３連複： １１７，３９７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４１６，９２７，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（２－８） ６７０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ６９０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０３７０８ 的中 � ３２８８１（３番人気）
複勝票数 計 ３０２１５２ 的中 � ４５０１２（３番人気）� ７１１９８（１番人気）� ２９８４４（４番人気）
枠連票数 計 ２８３４５５ 的中 （２－８） ３１３９２（２番人気）
普通馬連票数 計１０６７３４８ 的中 �� ９６８５２（２番人気）
馬単票数 計 ８６５８６４ 的中 �� ３５７３６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２７７３ 的中 �� １８３９９（２番人気）�� ９３１４（８番人気）�� １２６０３（４番人気）
３連複票数 計１１７３９７３ 的中 ��� ４１０５５（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．２―３６．９―５０．４―１：０３．２―１：１５．９―１：２８．６―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シャコーミリオン �
�
父 メジロライアン �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００４．９．１９ 中山５着

２００２．４．３０生 牡４鹿 母 ヤシマローマン 母母 ナルタキグロリー １６戦３勝 賞金 ３４，８２１，０００円
〔騎手変更〕 レフォルマ号の騎手内田博幸は，病気のためO．ペリエに変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒカルミキティ号・ダークフィールド号は，平成１９年１月２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。



３３００７１２月２日 晴 良 （１８中山５）第１日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

８１５ ハ ナ パ ッ ク 牝３鹿 ５４ 小林 久晃小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 静内 タイヘイ牧場 ５０８－ ４１：１２．７ ２３．０�

３５ � カマーバンド 牝３芦 ５４ 田中 勝春水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B４７４－ ４１：１３．４４ １５７．２�
５１０ シュウザンアイ 牝４栗 ５５ 二本柳 壮平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ４３．８�
１２ � ベ ネ ザ プ レ 牝５鹿 ５５ 高橋 智大�ミルファーム 菊川 正達 浦河 酒井 源市 ４６４＋ ４ 〃 アタマ ５２．３�
８１６ リメンバードリーム 牝４青 ５５

５２ ▲水出 大介 �社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：１３．５クビ ３．２�
７１４ エスティメーション 牝５鹿 ５５ 武士沢友治吉田 勝己氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ６ 〃 クビ ４０．３�
２３ � ケイアイステルス 牝７黒鹿 ５５

５３ △大野 拓弥亀田 守弘氏 南田美知雄 静内 佐竹 哲 B４６４－ ８ 〃 アタマ ４９．３	
４７ ガ イ ヤ ー ル 牝５芦 ５５ 武 幸四郎 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 門別 豊洋牧場 ４６８± ０１：１３．６クビ １７．９�
４８ サザンシーラ 牝４鹿 ５５

５３ △塚田 祥雄 H.J．スィニー氏 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム ４６４＋１０ 〃 同着 ３３．６�

６１１ チャームダンス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣タマモ
 伊藤 圭三 静内 前田牧場 ４６２＋１２１：１３．７� ６．８
２４ ウィストラム 牝４鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：１３．８クビ ３．２�
３６ ケイビイスパイダー 牝７鹿 ５５ 木幡 初広菊池 昭雄氏 奥平 真治 新冠 競優牧場 ４６４＋２０ 〃 クビ ２１．４�
６１２� ミンナシアワセ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一神山 幸男氏 土田 稔 門別 北海牧場 ４７０－ ４１：１３．９� ３５．９�
１１ キョウエイシンファ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲的場 勇人インターナシヨナル
ホース
 的場 均 門別 インターナシヨナル牧場 B４５６＋ ４ 〃 クビ ６．９�

７１３ ザップトウショウ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海トウショウ産業
 土田 稔 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４９４＋ ４１：１４．０� ９４．８�

５９ カネスベネフィット 牝５栗 ５５ 小野 次郎杉澤 光雄氏 根本 康広 浦河 福田牧場 ４７４＋ ８１：１４．１クビ ３１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８８２，１００円 複勝： ２６，４４９，３００円 枠連： ２９，２８０，６００円

普通馬連： １０８，２０７，６００円 馬単： ８７，３５６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５２２，６００円

３連複： １２０，７１５，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４１８，４１４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２，３００円 複 勝 � ８８０円 � ３，８８０円 � １，０４０円 枠 連（３－８） ２，８８０円

普通馬連 �� ２３２，１５０円 馬 単 �� ５９６，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６，３３０円 �� １１，５００円 �� ５８，２７０円

３ 連 複 ��� １，６４９，７９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８８８２１ 的中 � ６４７３（７番人気）
複勝票数 計 ２６４４９３ 的中 � ８１２６（８番人気）� １７２２（１６番人気）� ６８１９（１０番人気）
枠連票数 計 ２９２８０６ 的中 （３－８） ７５１３（１３番人気）
普通馬連票数 計１０８２０７６ 的中 �� ３４４（１１７番人気）
馬単票数 計 ８７３５６１ 的中 �� １０８（２３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５２２６ 的中 �� １２０（１１８番人気）�� ５９１（８１番人気）�� １１６（１１９番人気）
３連複票数 計１２０７１５７ 的中 ��� ５４（５４６番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．７―１２．２―１２．０―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．０―３４．７―４６．９―５８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３８．０
３ １５（８，１４）（６，７）（２，１，４，１６）３（９，１３）１０，１２（５，１１） ４ １５－８（１４，７）（２，１，６，１６）４（３，１３）（１０，９）１２，５，１１

勝馬の
紹 介

ハ ナ パ ッ ク �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Danzig デビュー ２００６．４．９ 福島１着

２００３．３．７生 牝３鹿 母 ウインクアットデエンジャー 母母 Tilt My Halo ９戦３勝 賞金 ２６，８００，０００円
〔制裁〕 ハナパック号の騎手小林久晃は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。

ケイビイスパイダー号の騎手木幡初広は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
※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 アップルマティーニ号・スクリーマー号・ハニーハント号・モアマイガール号・モンプティクール号・

レオフォーレンス号



３３００８１２月２日 晴 良 （１８中山５）第１日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４８ � フサイチギガダイヤ 牡３鹿 ５６ C．ルメール 関口 房朗氏 森 秀行 米 ClassicStar ４６８－ ８１：５４．３ ２．１�
（仏）

５９ スズノマグマ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣小紫 芳夫氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６１：５４．５１� ３．８�
６１２	 トップガンマン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝小河 一�氏 国枝 栄 門別 渡辺 芳一 ４６４＋２０１：５４．８１
 ７．８�
３６ 	 ナスケンウインド 牡４栗 ５７ 二本柳 壮那須 猛氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４９４＋ ６１：５５．０１� ３７．３�
５１０ エドノドリーム 牡５鹿 ５７ 小林 淳一遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４５８＋１４１：５５．１� １０１．６�
１１ ゼンノマルビナス 牡３芦 ５６ O．ペリエ 大迫久美子氏 池江 泰寿 白老 白老ファーム ５０２＋１０ 〃 ハナ ８．９�

（仏）

７１３� ウインプログレス 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎	ウイン 浅見 秀一 白老 白老ファーム ４６４± ０１：５５．３１� ３７．７

４７ 	 アポロイレヴン 牡５鹿 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ４１：５５．４� １３．１�
６１１ ノースベアハート 牡３鹿 ５６ 松岡 正海北村実地子氏 斎藤 宏 三石 タガミファーム ４９２＋ ８ 〃 アタマ ２８．７
７１４ トレンツリアード 牡４栗 ５７

５５ △塚田 祥雄市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 シンコーファーム B５２０＋ ８１：５５．５クビ ４６．９�
８１５ シルクミッドナイト 牡５黒鹿５７ 小野 次郎有限会社シルク伊藤 伸一 新冠 赤坂 光夫 ５１６＋２０１：５５．６クビ ２１３．８�
８１６	 フェスティブシャン 牝６黒鹿５５ 大庭 和弥 �カタオカファーム高橋 義博 静内 カタオカフアーム ４７０－ ４ 〃 ハナ ３１０．７�
３５  ニシノグレイシャ 牡６青鹿 ５７

５５ △大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８２＋１２ 〃 ハナ １０７．３�
１２ � シルキーオメガ 牝４鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人有限会社シルク奥平 雅士 米 Classic-
Star, LLC ４４８－ ７１：５５．７� ５４．２�

２４ メジロカール 牝４黒鹿５５ 伊藤 直人�メジロ牧場 伊藤 圭三 伊達 メジロ牧場 B４９６± ０１：５６．４４ ７４．５�
２３ 	� ゼ ッ ツ ー 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義青山 洋一氏 平田 修 静内 西村 和夫 ５００－１８１：５６．８２� ３１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，４２６，０００円 複勝： ３６，７６９，５００円 枠連： ３６，７０６，０００円

普通馬連： １４０，９４１，６００円 馬単： １１１，７１０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，５５９，３００円

３連複： １５４，７０４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５４４，８１７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（４－５） ３４０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２８０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８４２６０ 的中 � １０９０２３（１番人気）
複勝票数 計 ３６７６９５ 的中 � １１０１７０（１番人気）� ６４４８１（２番人気）� ４３８９２（３番人気）
枠連票数 計 ３６７０６０ 的中 （４－５） ７９９６６（１番人気）
普通馬連票数 計１４０９４１６ 的中 �� ２１２００７（１番人気）
馬単票数 計１１１７１０４ 的中 �� １００１６９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５５５９３ 的中 �� ４９０７５（１番人気）�� ３２３５７（２番人気）�� １４５３０（５番人気）
３連複票数 計１５４７０４９ 的中 ��� ９３９３０（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．７―４９．６―１：０２．３―１：１５．１―１：２７．９―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

�フサイチギガダイヤ �
�
父 Storm Cat �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００５．１２．２５ 阪神２着

２００３．３．２４生 牡３鹿 母 Bless 母母 Angel Fever ８戦３勝 賞金 ３１，６５４，０００円
〔騎手変更〕 シルキーオメガ号の騎手内田博幸は，病気のため吉田隼人に変更。
〔発走状況〕 ゼンノマルビナス号は，枠入り不良。

シルクミッドナイト号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 ウルフボーイ号・エスケーアパッチ号・オンワードミシェル号・グランドハリケーン号・グランドホイッスル号・

コパノニキータ号・スーパーブレーブ号・セイウンタイヨウ号・セレスケイ号・パピヨンシチー号・
フィールドオアシス号・ミヤマガリバー号・ユーワハリケーン号

※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。



３３００９１２月２日 晴 良 （１８中山５）第１日 第９競走 ��３，３５０�イルミネーションジャンプステークス
発走１４時１５分 （芝・外）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・
GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 １８，０００，０００円 ７，２００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，８００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード３：４０．８良

５７ � クールジョイ 牡８栗 ６０ 金折 知則菱田 健氏 松元 茂樹 浦河 久保 時夫 ４７８－ ４３：４６．６ １６．８�

１１ � ノボリハウツー 牡５栗 ６０ 西谷 誠原田 豊氏 瀬戸口 勉 門別 日高大洋牧場 ４９８－ ８３：４６．７� ２．６�
２２ � ワンモアディネロ 牡７鹿 ６０ 蓑島 靖典松井 一三氏 佐藤 吉勝 門別 浜本牧場 ５１６－ ２３：４６．９１� ７７．３�
６９ � テレジェニック 	６鹿 ６０ 金子 光希 �社台レースホース矢野 進 追分 追分ファーム ４６８± ０３：４７．２２ ２．６�
６１０ チアズシャイニング 牡７鹿 ６０ 山本 康志北村キヨ子氏 藤沢 則雄 門別 長田ファーム ４７８－ ８ 〃 アタマ １６．０�
８１３ ローレルデフィー 牝６鹿 ５８ 浜野谷憲尚 �ローレルレーシング 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４９０＋１８ 〃 アタマ ２２．３	
３３ アドマイヤホープ 牡５栗 ６０ 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４５２± ０３：４７．６２� ７．９

４６ キャピタルゲイン 牝６鹿 ５８ 大庭 和弥飯田 正剛氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ６４．０�
３４ �� ジェイケイテイオー 	８鹿 ６０ 平沢 健治小谷野次郎氏 坂本 勝美 白老 白老ファーム ４４０－ ４３：４７．９１
 ４２．３�
５８ カナハラコマンダー 牡４鹿 ６０ 柴田 大知寺内 正光氏 山田 要一 門別 谷川畜産 ４９２－ ２ 〃 クビ ６８．９
４５ � メジロアービン 牡７鹿 ６０ 嘉堂 信雄�メジロ牧場 北出 成人 伊達 メジロ牧場 ４９４＋ ８３：４８．７５ ４８．８�
７１１� ストームセイコー 牡５栗 ６０ 穂苅 寿彦竹國 弘氏 増沢 末夫 米 Peter Van

Andel ５０４＋１８３：４９．７６ １０．３�
８１４ ホリディオンワード 牝５栗 ５８ 伊藤 直人樫山 ハル氏 郷原 洋行 浦河 オンワード牧場 ４９２± ０ （競走中止） ２１８．０�
７１２�� サテライトエース 	８鹿 ６０ 高野 和馬山口 博司氏 小桧山 悟 三石 サテライト

ファーム ４８８＋ ２ （競走中止） １８６．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，０８０，０００円 複勝： ２３，４９０，８００円 枠連： ３２，４１１，３００円

普通馬連： １０８，２０６，０００円 馬単： ８９，６８７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６２３，３００円

３連複： ９６，２４４，２００円 ３連単： ２４６，６３２，０００円 計： ６４２，３７５，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，６８０円 複 勝 � ３３０円 � １４０円 � １，１９０円 枠 連（１－５） １，５９０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ４，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ６，２１０円 �� ２，４００円

３ 連 複 ��� ３４，０２０円 ３ 連 単 ��� ２０６，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２００８００ 的中 � ９４６９（６番人気）
複勝票数 計 ２３４９０８ 的中 � １６０８４（５番人気）� ６５１１２（１番人気）� ３６７４（１０番人気）
枠連票数 計 ３２４１１３ 的中 （１－５） １５０５５（７番人気）
普通馬連票数 計１０８２０６０ 的中 �� ４９１５２（６番人気）
馬単票数 計 ８９６８７６ 的中 �� １３３３０（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６２３３ 的中 �� ９８６４（７番人気）�� ９７４（４３番人気）�� ２５６８（２４番人気）
３連複票数 計 ９６２４４２ 的中 ��� ２０８８（７２番人気）
３連単票数 計２４６６３２０ 的中 ��� ８８３（３６７番人気）

上り １マイル １：４５．０ ４F ５１．０－３F ３８．０
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→
→�」
�
�

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

勝馬の
紹 介

�クールジョイ �
�
父 ナグルスキー �

�
母父 ロングフアスト デビュー ２００１．４．２２ 福島４着

１９９８．４．２５生 牡８栗 母 グランソブリン 母母 ホースメンリボー 障害：２３戦４勝 賞金 １７２，０９８，０００円
〔競走中止〕 サテライトエース号・ホリディオンワード号は，１周目１号障害〔水ごう〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 シャフツベリー号・ファインピーク号
（非抽選馬） ２頭 エイシンペキン号・リキアイガイセン号



３３０１０１２月２日 晴 良 （１８中山５）第１日 第１０競走 ��
��２，０００�

は ぼ た ん

葉 牡 丹 賞
発走１４時５０分 （芝・右）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

６９ �� マイネルアナハイム 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 静内 前谷 武志 ４８２＋ ４２：０３．２ １１．８�

２２ � メルシーゴールド 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人原口 輝昭氏 小島 茂之 三石 三石ファーム B５００± ０ 〃 アタマ ４５．９�
３３ � センギョウシュフ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春�橋 信博氏 高橋 義博 門別 ヤナガワ牧場 ４３２－１０２：０３．５２ ５５．９�
５６ � サンアイブライト 牝２鹿 ５４ 木幡 初広福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４７６± ０２：０３．７１	 ３３．９�
７１０
 シーレイダース 牡２鹿 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Lynch Bages And

Ocean Bloodstock ４６０＋ ２ 〃 ハナ ３．５�
８１３ ニシノコンドコソ 牡２栗 ５５ 吉田 豊西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ４９４－ ４２：０３．９� ４．０�
５７ � キープユアアイズ 牡２栗 ５５ O．ペリエ 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 新冠 パカパカ
ファーム ５１８－ ２ 〃 クビ ３．９	

（仏）

７１１� ジャックレイホウ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治�千早クラブ 伊藤 正徳 門別 古川 優 ４８８＋ ２２：０４．１１� １５９．９

１１ �� マイネヴェロナ 牝２青鹿５４ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 三石 山際牧場 ４７４＋１０ 〃 クビ ６．４�
４４ � アイスバレエ 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己中島 稔氏 久保 与造 門別 沖田牧場 ４２４－ ４２：０４．２クビ １１７．３�

（大井）

６８ �� マイネルハーバード 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 伊達 宮井 孝典 ４３６＋１６ 〃 クビ ６０．６

４５ � コウヨウアイリーン 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４８８－ ８２：０４．４１ ８．７�
８１２� ライフプラン 牡２栗 ５５ 小野 次郎沖田 正憲氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ４８４＋ ２２：０５．７８ １６０．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，３８１，１００円 複勝： ４６，４３１，６００円 枠連： ３９，０６５，９００円

普通馬連： １９８，６９２，７００円 馬単： １４３，４８９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，４５４，４００円

３連複： １４１，８９９，６００円 ３連単： ３５６，０９４，３００円 計： ９９５，５０８，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ３８０円 � １，２５０円 � １，５５０円 枠 連（２－６） １７，２６０円

普通馬連 �� ２４，３１０円 馬 単 �� ４２，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，３００円 �� ４，１８０円 �� １０，５８０円

３ 連 複 ��� １４３，０７０円 ３ 連 単 ��� ９５９，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３２３８１１ 的中 � ２１７５７（６番人気）
複勝票数 計 ４６４３１６ 的中 � ３６２４３（６番人気）� ９２６６（８番人気）� ７４２９（９番人気）
枠連票数 計 ３９０６５９ 的中 （２－６） １６７１（２８番人気）
普通馬連票数 計１９８６９２７ 的中 �� ６０３３（３９番人気）
馬単票数 計１４３４８９２ 的中 �� ２４７１（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７４５４４ 的中 �� １４６４（４２番人気）�� ２２２０（３３番人気）�� ８６７（５４番人気）
３連複票数 計１４１８９９６ 的中 ��� ７３２（１５１番人気）
３連単票数 計３５６０９４３ 的中 ��� ２７４（９０４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．３―１３．６―１３．０―１３．１―１２．６―１１．９―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．５―３５．８―４９．４―１：０２．４―１：１５．５―１：２８．１―１：４０．０―１：５１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
マイネルアナハイム �

�
父 メジロライアン �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００６．８．６ 新潟２着

２００４．４．１１生 牡２鹿 母 エンジェルライト 母母 ボヘミアグラス ４戦２勝 賞金 １８，１０８，０００円
〔騎手変更〕 アイスバレエ号の騎手内田博幸は，病気のため安藤勝己に変更。
〔発走状況〕 サンアイブライト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サンアイブライト号は，発走調教再審査。
※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。



３３０１１１２月２日 晴 良 （１８中山５）第１日 第１１競走 ��
��３，６００�第４０回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス（ＧⅡ）

発走１５時２５分 （芝・右・内２）
３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減，１７．１２．３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，１７．１２．２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）

スポーツニッポン新聞社賞（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
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

３：４１．６
３：４１．６

良

良

５６ � アイポッパー 牡６栗 ５７ O．ペリエ �サンデーレーシング 清水 出美 早来 ノーザンファーム ４５２－ ２３：４３．４ １．７�
（仏）

８１１ トウカイトリック 牡４鹿 ５７ C．ルメール 内村 正則氏 松元 省一 三石 土田 扶美子 ４３４－ ２３：４３．９３ ３．８�
（仏）

２２ � チェストウイング 牡５黒鹿５７ 北村 宏司臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４４４－ ２３：４４．５３� １０．５�
５５ グラスポジション 牡７鹿 ５７ 蛯名 正義半沢� 尾形 充弘 門別 碧雲牧場 ４５４＋ ６３：４４．６� ２５．８�
１１ � チ ャ ク ラ 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４７２－ ６ 〃 アタマ ３０．５�
７９ � メジロコルセア 牡４鹿 ５７ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 B４８４－ ２３：４４．９１	 ６７．０	
３３ ゴーウィズウィンド 牡７黒鹿５７ 松岡 正海岡田 牧雄氏 国枝 栄 新冠 オートファー

ム 
渡 ４７０＋ ８３：４５．６４ ２０５．１�
８１２� ファストタテヤマ 牡７鹿 ５７ 武 幸四郎辻 幸雄氏 安田伊佐夫 新冠 秋田牧場 ４６８＋ ８３：４５．７	 ６．１�
４４ 
 ラヴァリージェニオ �７鹿 ５７ 吉田 隼人村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 安達 洋生 ５１０＋ ６３：４５．９１� ８４．５
７１０� ブリットレーン 牡７黒鹿５７ 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加賀 武見 浦河 昭和牧場 ４８８－ ４３：４６．６４ １０３．２�
６７ � シンハルカジョウ 牝３鹿 ５３ 大野 拓弥西村新一郎氏 松山 康久 別海 野付ライディ

ングファーム ４５２＋ ６３：４６．７� ７６．９�
６８ � ルーベンスメモリー 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４７２－ ６３：４７．１２� ４２．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ８３，７９５，８００円 複勝： ９５，７３１，８００円 枠連： １０１，７９８，９００円

普通馬連： ５４８，６０６，３００円 馬単： ４１３，６３４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １１１，５６１，３００円

３連複： ４７７，５４１，６００円 ３連単： １，３６２，５９１，５００円 計： ３，１９５，２６１，８００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １８０円 枠 連（５－８） １９０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ２４０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� １，６７０円

票 数

単勝票数 計 ８３７９５８ 的中 � ３９００２７（１番人気）
複勝票数 計 ９５７３１８ 的中 � ３５１７０８（１番人気）� ２０２１０９（２番人気）� ９４１９０（４番人気）
枠連票数 計１０１７９８９ 的中 （５－８） ４１４７６４（１番人気）
普通馬連票数 計５４８６０６３ 的中 �� １３５０３９１（１番人気）
馬単票数 計４１３６３４６ 的中 �� ６６１１６９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１１５６１３ 的中 �� ２２８０１３（１番人気）�� １０７５７３（３番人気）�� ５３３９９（５番人気）
３連複票数 計４７７５４１６ 的中 ��� ５２６７３７（２番人気）
３連単票数 計１３６２５９１５ 的中 ��� ６０４６５２（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．６―１２．３―１２．５―１２．７―１２．４―１２．９―１２．６―１２．７―１２．９―１２．７―１２．４―１２．３―１２．５―１２．１
―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．８―２４．１―３６．７―４９．０―１：０１．５―１：１４．２―１：２６．６―１：３９．５―１：５２．１―２：０４．８―２：１７．７―２：３０．４

２，６００� ２，８００� ３，０００� ３，２００� ３，４００�
―２：４２．８―２：５５．１―３：０７．６―３：１９．７―３：３１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アイポッパー �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００３．６．２２ 函館２着

２０００．３．２１生 牡６栗 母 サンデーアイ 母母 ヒ コ ２２戦７勝 賞金 ３０９，０３０，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔騎手変更〕 ブリットレーン号の騎手内田博幸は，病気のため田中勝春に変更。
※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。



３３０１２１２月２日 晴 良 （１８中山５）第１日 第１２競走 ��
��１，２００�

いちかわ

市川ステークス
発走１６時００分 （芝・右・外）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
市川市長賞（１着）

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

２３ スピニングノアール 牡５栗 ５７ 蛯名 正義畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７６＋ ４１：０８．４ ６．１�

８１４�� シンボリウエスト 	６黒鹿５７ 北村 宏司シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro
Wada B５０４± ０１：０８．５
 ２．８�

４６ � エムオーウイナー 牡５黒鹿５７ 田中 勝春大浅 貢氏 服部 利之 門別 門別牧場 ５０８－ ２ 〃 ハナ ５．１�
２２ � アポロノサトリ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Robert Low &

Lawana Low ４４８＋ ２ 〃 ハナ ７．３�
３５ ヨイチサウス 牡５栗 ５７ 柴田 善臣加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 一山牧場 ４７６＋１６１：０８．６クビ ５７．７�
４７ � タケショウレジーナ 牝５黒鹿５５ 松岡 正海�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４７６－ ４ 〃 アタマ ２６．５�
７１２� ヒシフェアレディ 牝６鹿 ５５ 二本柳 壮阿部雅一郎氏 小林 常泰 早来 ノーザンファーム ４８０－ ２１：０８．８１ ３７．９	
５９ � メジロハンター 牡４鹿 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 吉田 隆 ５０８－ ２１：０８．９クビ １０．０

６１０�� ラガーリーダー 牡６栗 ５７ 田中 剛奥村 啓二氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ５０８＋１２ 〃 アタマ ３００．２�
１１ ケイエスアイ 牝６鹿 ５５ 大西 直宏キヨシサービス� 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ４８６－ ２１：０９．１１� １６０．０
５８ � フラワリングバンク 牡４鹿 ５７ 生野 賢一吉田 勝己氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４４８－ ８１：０９．３１ ７．９�
３４ � ナンヨーノサガ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎中村 �也氏 池上 昌弘 浦河 笹島 政信 ４４４± ０１：０９．６２ １８．６�
６１１ プラチナローズ 牝３芦 ５４ 武士沢友治杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４７８± ０１：０９．７クビ １８９．１�
７１３� マイノチカラ 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹�ミキハウス 森 秀行 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２ 〃 アタマ ４６．２�
８１５� トーヨーエーピー 牡３芦 ５６ 木幡 初広�トーヨークラブ 成島 英春 米

David Houchin, Mrs. J.
G. Jones Sr. & Eleanor
Drake Rose Trust

４９４＋ ４１：１０．２３ ２２９．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４２，８５１，１００円 複勝： ６７，６９３，５００円 枠連： ６６，０４４，３００円

普通馬連： ２６４，０５１，４００円 馬単： １５７，２３３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，１２９，３００円

３連複： １９６，５３４，７００円 ３連単： ４９０，８７７，８００円 計： １，３３９，４１５，８００円

払 戻 金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（２－８） ３９０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ５５０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，２６０円 ３ 連 単 ��� ７，８５０円

票 数

単勝票数 計 ４２８５１１ 的中 � ５６１１７（３番人気）
複勝票数 計 ６７６９３５ 的中 � ９５５４８（２番人気）� １９５８４９（１番人気）� ９２８０７（３番人気）
枠連票数 計 ６６０４４３ 的中 （２－８） １２７２６３（１番人気）
普通馬連票数 計２６４０５１４ 的中 �� ２７６５６７（１番人気）
馬単票数 計１５７２３３７ 的中 �� ６９１８９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４１２９３ 的中 �� ５６２８１（１番人気）�� ２１９７１（５番人気）�� ３８０４３（２番人気）
３連複票数 計１９６５３４７ 的中 ��� １１５４５３（１番人気）
３連単票数 計４９０８７７８ 的中 ��� ４６１９４（１０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．２―１１．３―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．０―４５．３―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピニングノアール �
�
父 スピニングワールド �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００３．１２．６ 阪神５着

２００１．２．２生 牡５栗 母 オーシャンドリーム 母母 Prance ３７戦６勝 賞金 １４５，９７６，０００円
※出走取消馬 ブランシュネージュ号（疾病〔左肩跛行〕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 アドマイヤカリブ号・シベリアンメドウ号・ダイワフォーチュン号・レオニダス号



（１８中山５）第１日 １２月２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

３１９，４２０，０００円
３，３６０，０００円
１４，０８０，０００円
１，８６０，０００円
２４０，０００円
２，６４０，０００円
３４，１４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，５０８，０００円
５，５０６，８００円
１，７９７，８００円

勝馬投票券売得金
３３６，８４０，０００円
４３４，５５２，２００円
４５０，３１３，６００円
１，８２６，９０１，５００円
１，４２９，８３２，３００円
４１７，８０９，３００円
１，７２３，０９３，４００円
２，４５６，１９５，６００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 ９，０７５，５３７，９００円

総入場人員 ２９，５２４名 （有料入場人員 ２６，５５５名）




