
３３０１３１２月２日 晴 良 （１９中山５）第２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

８１２ サンクスヘヴン 牡２黒鹿５５ 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 門別 目黒牧場 ４６８＋ ２１：１３．３ ２１．２�

８１３� サンターナズギフト 牡２黒鹿５５ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４６２＋ ２ 〃 クビ ３．６�
６９ � クレムリンエッグ 牡２栗 ５５ 吉田 隼人�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm ４６６＋ ８１：１３．５１� ２．８�
２２ � モンテタキオン 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 毛利 喜昭氏 田村 康仁 門別 里深 牧場 ４５０＋ ２１：１３．７１ ４．５�

（仏）

６８ �	 ナ ス ザ ン 牡２鹿 ５５
５３ △的場 勇人小山田兼敏氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ４９６＋ ８１：１３．９１� ６．９�

４４ � ショウナンカザン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４６６－ ６１：１４．１１� １３．９�
７１１ コパノパニック 
２黒鹿 ５５

５３ △田中 博康小林 祥晃氏 上原 博之 静内 伊藤 敏明 ４８２± ０１：１５．０５ １６５．６	
５７ 	 コ ロ ネ ッ ト 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一浅田 次郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４４４＋ ４１：１５．１� １４．４

７１０ ローレルウェンス 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 ４６０－ ２１：１５．３１� ７９．７�
１１ オンワードフィール 牡２栗 ５５ 武士沢友治�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ４８２＋ ２１：１５．５１ １５７．７�
３３ オンワードエーデル 牡２鹿 ５５ 江田 照男�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 B４８２－ ８１：１５．９２� ３３．５
４５ ベルグラスカル 牡２鹿 ５５ 小林 淳一山田 俊一氏 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４２６± ０１：１６．１� ２７２．７�
５６ �	 カシノシンケン 牡２鹿

５５
５２ ▲千葉 直人柏木 務氏 二本柳俊一 門別 サンバマウン

テンファーム ４６８－ ６１：１６．８４ ４８５．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，６００，６００円 複勝： ２１，０３０，１００円 枠連： １７，８２４，６００円

普通馬連： ６６，９２７，２００円 馬単： ６７，７８３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６７７，４００円

３連複： ９６，４２４，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３０３，２６７，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２，１２０円 複 勝 � ３７０円 � １６０円 � １２０円 枠 連（８－８） ３，０３０円

普通馬連 �� ３，１１０円 馬 単 �� ６，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ８９０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ２，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４６００６ 的中 � ５４４０（７番人気）
複勝票数 計 ２１０３０１ 的中 � ９６５４（７番人気）� ３６４９５（２番人気）� ６３４５８（１番人気）
枠連票数 計 １７８２４６ 的中 （８－８） ４３５５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６６９２７２ 的中 �� １５９０２（１３番人気）
馬単票数 計 ６７７８３２ 的中 �� ７３２０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６７７４ 的中 �� ４２１６（１６番人気）�� ４５６５（１４番人気）�� ２６８９３（１番人気）
３連複票数 計 ９６４２４１ 的中 ��� ２７５０９（９番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．１―１１．５―１２．４―１２．８―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２３．０―３４．５―４６．９―５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３８．８
３ ・（１２，１３）（８，９，１０）－（２，４，１１）－３，５－（６，７）１ ４ １２，１３（８，９，１０）（２，４）１１－（５，３）（１，７）６

勝馬の
紹 介

サンクスヘヴン �
�
父 デ ィ ア ブ ロ �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー ２００７．１１．１７ 東京９着

２００５．５．１３生 牡２黒鹿 母 エンゼルニシキ 母母 マーベラスメロン ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０１４１２月２日 晴 良 （１９中山５）第２日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０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

１：５２．７
１：５２．５

良

不良

７７ マイネルアベニール 牡２栗 ５５ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋ ６１：５６．９ ８．２�

４４ タマモシンドバット 牡２鹿 ５５ 松岡 正海タマモ� 手塚 貴久 静内 前田牧場 ５１２＋ ６１：５７．８５ １．５�
６６ キョウエイフウジン 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 静内 藤平 和実 ５２０＋１４１：５８．５４ ５３．１�
１１ � マイネルアンジェロ 牡２栗 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 静内 荒谷 英俊 ５２８± ０１：５８．８２ ３２．０�
２２ � ヨイチノース 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 ワールドファーム ４５８－ ６１：５８．９クビ ３．３�
３３ テ ル モ ピ レ 牝２黒鹿 ５４

５２ △田中 博康�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４９０－ ４１：５９．０� ２５．２	

７８ ゴールドピアザ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人木浪 巖氏 斎藤 誠 静内 西川富岡牧場 ４６８－ ８１：５９．７４ １０６．０

８１０ ベートーヴェン 牡２鹿 ５５ 田面木博公重松 國建氏 蛯名 信広 浦河 冨岡牧場 ４８２＋ ４１：５９．９� ２７．５�
８９ � タヤスアカヤネ 牡２栗 ５５ 江田 照男横瀬 俊三氏 星野 忍 浦河 不二牧場 ４４６＋ ２２：００．６４ １０２．５�
５５ スーパーワンダー 牡２青鹿 ５５

５３ △的場 勇人保手浜弘規氏 阿部 新生 浦河 大柳ファーム ４９２－１２２：０１．５５ １８１．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，９１０，０００円 複勝： １４，０５５，１００円 枠連： １６，３２６，６００円

普通馬連： ５８，２０４，４００円 馬単： ８１，４２２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３４１，４００円

３連複： ８５，９００，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２９０，１６０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ４９０円 枠 連（４－７） ３９０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ２，１３０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ４，４８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７９１００ 的中 � １７２２０（３番人気）
複勝票数 計 １４０５５１ 的中 � １４２２４（３番人気）� ６３５７１（１番人気）� ４０６１（７番人気）
枠連票数 計 １６３２６６ 的中 （４－７） ３１０９９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５８２０４４ 的中 �� ８５３８４（２番人気）
馬単票数 計 ８１４２２６ 的中 �� ３６７５２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３４１４ 的中 �� １７４１９（２番人気）�� １６８１（２０番人気）�� ４４７３（９番人気）
３連複票数 計 ８５９００３ 的中 ��� １４１７２（１２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１３．３―１３．６―１３．４―１２．７―１２．７―１３．０―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３７．９―５１．５―１：０４．９―１：１７．６―１：３０．３―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．３
１
３
４，６，８（２，１０）７－５，９＝３－１
４（６，７）（２，１０）８，５（１，９）－３

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

勝馬の
紹 介

マイネルアベニール �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．８．１２ 札幌９着

２００５．３．２３生 牡２栗 母 マイネカトリーヌ 母母 マイネミレー ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 タマモシンドバット号の騎手松岡正海は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。



３３０１５１２月２日 晴 良 （１９中山５）第２日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時４５分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

２２ マイネルファルケ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５１８－ ８２：０２．９ １．３�

５５ �� レッズフィールド 牡２鹿
５５
５３ △田中 博康中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４７２± ０２：０３．８５ ４．８�

８８ �� コスモスパロウ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 中野 隆良 門別 佐々木牧場 ４６８± ０２：０３．９� １０．４�
４４ � ポコアポコフォルテ 牝２栗 ５４ 江田 照男�テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４１６－ ６２：０４．５３	 １５．８�
３３ � ミカヅキカムイ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一小� 芳男氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４３６± ０２：０４．６� ２１．１�
６６ �� ド リ ー ブ 牝２青鹿 ５４

５２ △的場 勇人平本 敏夫氏 根本 康広 静内 カントリー牧場 ４０２－ ４２：０５．６６ ３６．１	
７７ �� クリンゲルラング 牝２栗 ５４ 横山 義行�ヒダカファーム加賀 武見 静内 塚尾牧場 ４１４－ ４ 〃 クビ １７３．２

８９ � キリシマセブン 
２栗 ５５

５２ ▲千葉 直人土屋 君春氏 二本柳俊一 宮崎 土屋牧場 ４２２＋ ２２：０６．８７ １２９．０�
１１ ココロノマド 牝２鹿 ５４ 水出 大介江川 伸夫氏 矢野 進 新冠 川上 悦夫 ４４０＋ ２２：０６．９	 ２３８．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２１，８１８，１００円 複勝： １８，１１１，５００円 枠連： １７，８２５，２００円

普通馬連： ６２，１８３，８００円 馬単： １１２，９９１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２８８，６００円

３連複： ９７，２８１，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３５０，４９９，７００円

払 戻 金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １００円 � １３０円 枠 連（２－５） １９０円

普通馬連 �� １９０円 馬 単 �� ２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� １７０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８１８１ 的中 � １３８７１５（１番人気）
複勝票数 計 １８１１１５ 的中 � ８８９７４（１番人気）� ４３３９８（２番人気）� １９３０８（３番人気）
枠連票数 計 １７８２５２ 的中 （２－５） ６９８８９（１番人気）
普通馬連票数 計 ６２１８３８ 的中 �� ２５１０３１（１番人気）
馬単票数 計１１２９９１１ 的中 �� ３２９１１０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２８８６ 的中 �� ６２７９２（１番人気）�� ２６８５９（２番人気）�� １５９７９（４番人気）
３連複票数 計 ９７２８１４ 的中 ��� ２３２９３１（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．６―１３．０―１２．８―１２．５―１２．２―１１．７―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．０―３６．６―４９．６―１：０２．４―１：１４．９―１：２７．１―１：３８．８―１：５０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルファルケ 
�
父 ムタファーウエク 

�
母父 パークリージエント デビュー ２００７．１１．１８ 東京２着

２００５．４．７生 牡２鹿 母 ビンゴハナコ 母母 ビンゴストーク ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円



３３０１６１２月２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９中山５）第２日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時１５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

２２ � ローレルハンバーバ 牡４黒鹿６０ 金子 光希 �ローレルレーシング 矢野 進 静内 橋谷 折 ４８０± ０３：１７．６ ２．４�

８１４� ウォータートリトン 牡４鹿 ６０ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 門別 ファーミングヤナキタ ４４６＋１０ 〃 クビ １９．４�
１１ �� ヒ シ バ ト ル �５鹿 ６０ 山本 康志阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 浦河 中村 敏明 ４５８－ ４３：１８．３４ ４．８�
７１１� ダイワアスカロン 牡４鹿 ６０ 鈴木 慶太大城 敬三氏 中野渡清一 三石 大塚牧場 ４５０＋ ２３：１８．４� １５８．２�
８１３� オースミダンスイン 牡５鹿 ６０ 大庭 和弥�オースミ 菅原 泰夫 門別 本間牧場 ５４６－ ４３：１８．５クビ ３５．３�
３３ ワイズタイクーン 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５２２＋ ８ 〃 ハナ １８．１�
５７ � トーセンエタニティ 牡７鹿 ６０ 水出 大介島川 	哉氏 斎藤 宏 静内 石川 栄一 ５４０＋ ４３：１８．７１	 ４５．２

４５ � トウショウズシオウ 牡３黒鹿５８ 林 満明トウショウ産業� 坪 憲章 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８８－ ６３：１９．３３� ３．９�
５８ ラドランファーマ 牝５鹿 ５８ 横山 義行村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 ４８６－ ４３：１９．９３� １０．０�
４６ � プレンティスピード 牡５栗 ６０ 宗像 徹鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 ビツグレツドフアーム ４５０＋１０３：２０．０
 １６．５
７１２ スズカザゴールド 牡４青鹿６０ 田中 剛永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４８２＋ ８３：２０．７４ ５６．７�
６１０� レオブライト �４鹿 ６０ 高野 和馬田中 博之氏 田子 冬樹 三石 土田 扶美子 ４７４＋ ４３：２１．８７ １９７．０�
３４ ビコーウエル 牡５鹿 ６０ 江田 勇亮�レジェンド 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４７８－ ６３：２３．６大差 １３７．９�
６９ � スギノウルフ �５青鹿６０ 浜野谷憲尚杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４５２± ０３：２６．２大差 １１７．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，４９７，５００円 複勝： １８，６４４，０００円 枠連： ２４，１９３，９００円

普通馬連： ６８，１２７，３００円 馬単： ７８，５３１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６２１，０００円

３連複： １０８，４８４，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３３４，０９８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ４１０円 � １７０円 枠 連（２－８） １，４７０円

普通馬連 �� １，８９０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ３２０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７４９７５ 的中 � ５９７２１（１番人気）
複勝票数 計 １８６４４０ 的中 � ６３５３２（１番人気）� ７４９０（７番人気）� ２６４７１（３番人気）
枠連票数 計 ２４１９３９ 的中 （２－８） １２２０９（６番人気）
普通馬連票数 計 ６８１２７３ 的中 �� ２６６４０（７番人気）
馬単票数 計 ７８５３１１ 的中 �� １９２６８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６２１０ 的中 �� ７２４０（５番人気）�� １６０２５（２番人気）�� ３４８７（１５番人気）
３連複票数 計１０８４８４０ 的中 ��� ２５５２６（１０番人気）

上り １マイル １：４９．３ ４F ５３．０－３F ３９．８
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→�」
１
�

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

勝馬の
紹 介

�ローレルハンバーバ �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 サクラシヨウリ デビュー ２００５．７．３ 福島３着

２００３．５．３生 牡４黒鹿 母 サクラソフテイー 母母 サクラタニマサ 障害：５戦１勝 賞金 １８，７００，０００円
〔騎手変更〕 オースミダンスイン号の騎手五十嵐雄祐は，負傷のため大庭和弥に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 オレンジアロマ号・ジャンピングスター号・ジンデンバリュー号・スガノロイヤル号・レオスターライト号
（非抽選馬） １頭 エイシンランシング号



３３０１７１２月２日 晴 良 （１９中山５）第２日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時０５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

１：５２．７
１：５２．５

良

不良

２３ ド ッ ト コ ム 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７４ ―１：５８．５ １．７�
（仏）

７１２ レオアヴァロン 牡２栗 ５５ 吉田 隼人�レオ 中川 公成 浦河 江谷 重雄 ５０８ ―１：５８．７１� ５．２�
１１ � トライバルジャパン 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 静内 佐竹 学 ４５４ ―１：５９．４４ １９．１�
３５ レオプラズマ 牡２芦 ５５ 武士沢友治�レオ 的場 均 平取 二風谷ファーム ５００ ―１：５９．６１� １１１．１�
５９ グランドセキトバ 牡２栗 ５５ 石橋 脩�グランド牧場 柴田 政人 静内 グランド牧場 ４７６ ―１：５９．７クビ ８２．２�
２２ � メジロフォーナ 牝２栗 ５４ 木幡 初広�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５１８ ―１：５９．９１� ９．９	
７１３ スプリングアンリ 牡２栗 ５５ 菊沢 隆徳加藤 春夫氏 斎藤 誠 様似 宮本 一輝 B５１４ ―２：００．１１� １８９．８

６１１� ドリームブレイド 牡２黒鹿５５ 鮫島 良太セゾンレースホース� 上原 博之 三石 坂本牧場 ４３６ ―２：００．７３� ４７．３�
８１４� フェイクスパ 牡２黒鹿 ５５

５３ △田中 博康山上 和良氏 中川 公成 浦河 谷口牧場 ５００ ―２：００．８� ４９．７�
６１０�� ヒシクローザー 牡２青 ５５ 加藤士津八阿部雅一郎氏 加藤 和宏 静内 谷岡 正次 ５３０ ―２：００．９� ３４．４
４７ �� スガノビクトリー 牡２鹿 ５５ 江田 照男菅原光太郎氏 大和田 稔 浦河 佐々木 恵一 ４２０ ―２：０１．０クビ ２９．５�
５８ � スカーレットバード 牝２栃栗５４ 柴山 雄一芹澤 精一氏 相沢 郁 三石 下屋敷牧場 ４９２ ― 〃 ハナ ２０．４�
８１５ ナイスコマンダー 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 ４５６ ―２：０３．０大差 ６３．２�
４６ アカテブクロ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海栗山 良子氏 武市 康男 浦河 大野牧場 ４９２ ―２：０３．３２ １１．８�
３４ スプリングプラハ 牡２栗 ５５ 柄崎 将寿加藤 春夫氏 古賀 慎明 様似 堀 弘康 ５０４ ―２：０８．６大差 ２１．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，８８３，１００円 複勝： １８，５０３，０００円 枠連： ２６，０６８，３００円

普通馬連： ７７，０５３，６００円 馬単： ８７，２７９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６０６，６００円

３連複： １０１，５６３，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３４８，９５７，８００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ３２０円 枠 連（２－７） ４３０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ５３０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８８８３１ 的中 � ８８１８１（１番人気）
複勝票数 計 １８５０３０ 的中 � ６３９４０（１番人気）� ２８６１５（２番人気）� ９６８５（６番人気）
枠連票数 計 ２６０６８３ 的中 （２－７） ４５０６０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７７０５３６ 的中 �� １０８７５８（１番人気）
馬単票数 計 ８７２７９７ 的中 �� ８３５８１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６０６６ 的中 �� ２２５３２（１番人気）�� ８７２０（５番人気）�� ３２５９（１４番人気）
３連複票数 計１０１５６３５ 的中 ��� ３１０９９（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．０―５１．６―１：０５．５―１：１８．６―１：３１．６―１：４４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F３９．９
１
３
１（６，７）（１４，１５）（１０，８，１２）（３，４）－５（２，１３）－９＝１１・（１，６，７，１３）（１０，８，９）（１５，１２）－５，３（１４，１１）（２，４）

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

勝馬の
紹 介

ド ッ ト コ ム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

２００５．４．１６生 牡２鹿 母 ビューチフルドラマ 母母 ビューチフルロマン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングプラハ号は，平成２０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。



３３０１８１２月２日 晴 良 （１９中山５）第２日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５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

４４ � ペガサスフォート 牡２栗 ５５ O．ペリエ 広尾レース� 藤沢 和雄 米 Gaines－Gentry
Throughbreds ５１２ ―２：０７．１ １．５�

（仏）

２２ ドリームエレメンツ 牡２栗 ５５
５３ △田中 博康セゾンレースホース� 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４７０ ―２：０７．７３� ７．１�

５５ �	 ハギノトップクラス 牡２青鹿５５ 吉田 隼人日隈 良江氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５０８ ―２：０７．８� １３．９�
７７ スウィープザシーズ 牡２黒鹿５５ 松岡 正海吉田 照哉氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５３４ ―２：０８．５４ ４．８�
３３ ブランデンブルグ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広 �ローレルレーシング 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４７６ ―２：０８．６� ３４．０�
１１ �	 ナッシュビル 牝２黒鹿５４ 鮫島 良太吉橋 計氏 戸田 博文 門別 白瀬 明 ４８２ ―２：０８．９１
 ３８．３�
８９ � レオフロンティア 牡２鹿 ５５ 江田 照男�レオ 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 ４８０ ― 〃 ハナ ４９．０	
８８ �	 スズヨコンコルド 牝２鹿

５４
５２ △的場 勇人鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 三石 タツヤファーム ４５２ ―２：０９．１１� １０４．０


６６ � トレノヘイロー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５０２ ―２：１０．９大差 ２１．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２２，４８６，０００円 複勝： １７，８０４，４００円 枠連： １７，８８４，４００円

普通馬連： ６０，２６５，９００円 馬単： ９７，８８７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２３８，４００円

３連複： ８８，５９７，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３２２，１６３，７００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � １７０円 � ２１０円 枠 連（２－４） ４１０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ３００円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，２００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２４８６０ 的中 � １２５６４１（１番人気）
複勝票数 計 １７８０４４ 的中 � ７８７３２（１番人気）� ２０３６０（３番人気）� １４０４１（４番人気）
枠連票数 計 １７８８４４ 的中 （２－４） ３２３６８（２番人気）
普通馬連票数 計 ６０２６５９ 的中 �� １０４１８７（２番人気）
馬単票数 計 ９７８８７４ 的中 �� １３３８９１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２３８４ 的中 �� ２４４７２（２番人気）�� １４２８２（３番人気）�� ５０７１（１１番人気）
３連複票数 計 ８８５９７２ 的中 ��� ５４５４４（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１３．０―１４．４―１４．２―１２．８―１３．１―１２．１―１１．９―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．１―３７．１―５１．５―１：０５．７―１：１８．５―１：３１．６―１：４３．７―１：５５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

�ペガサスフォート �

父 Fusaichi Pegasus �


母父 Irish River 初出走

２００５．５．４生 牡２栗 母 Shy Princess 母母 Shy Dawn １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 マックリーン号（疾病〔右前球節炎〕のため）
※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。



３３０１９１２月２日 晴 良 （１９中山５）第２日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時０５分 （芝・右・外）

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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

３３ ダイワマックワン 牡２鹿 ５５ 武士沢友治大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２１：０９．１ ２．５�

７９ � アポロフェニックス 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４７４± ０１：０９．２� ４．４�
４４ � マイネアルデュール 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋ ４ 〃 クビ １０．３�
６７ レイクエルフ 牡２黒鹿５５ 菊沢 隆徳 �ルーラル・オカダ 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４０＋１４１：０９．４１� ５．７�
６８ スイートカルタゴ 牝２栗 ５４ 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４７６＋ ２１：０９．５� ３８．３�
２２ � トーセンジークレフ 牡２黒鹿５５ 石橋 脩島川 	哉氏 斎藤 宏 静内 小倉 光博 ５０２＋ ４１：０９．８１	 １７．５

５５ �� オリヒメチャーム 牝２鹿

５４
５２ △田中 博康臼田 浩義氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４３８± ０１：１０．１１	 ６９．４�

８１１
 エスペシアル 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ １００．６�
７１０ マルタカラッキー 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人高橋 義和氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４５６－ ２１：１０．２� ４．４
５６ 
 アルペンリリー 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹栗本 博晴氏 石毛 善彦 門別 白井牧場 ４３０－ ６１：１０．４１� ２１８．５�
１１ � ハピネスデスネ 牝２鹿 ５４ 張田 京小高 裕樹氏 山浦 武 新冠 八木農場 ４７２± ０１：１０．５	 １３９．４�

（船橋） （船橋）

８１２� タケデンスキップ 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人武市 進吾氏 小林 常泰 浦河 安藤牧場 ４２６－ ４１：１１．２４ ２７１．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，９１９，６００円 複勝： ３１，３５１，５００円 枠連： ２９，５６９，７００円

普通馬連： １０６，４２７，８００円 馬単： １０６，８４４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１５６，９００円

３連複： １３２，１６６，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４５７，４３６，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ２５０円 枠 連（３－７） ２８０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ３８０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，２６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４９１９６ 的中 � ８０３８５（１番人気）
複勝票数 計 ３１３５１５ 的中 � ９３５５８（１番人気）� ５８４４２（２番人気）� ２３３６１（５番人気）
枠連票数 計 ２９５６９７ 的中 （３－７） ７８９９９（１番人気）
普通馬連票数 計１０６４２７８ 的中 �� １５８８４１（１番人気）
馬単票数 計１０６８４４２ 的中 �� ８６４０６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１５６９ 的中 �� ３３６３６（１番人気）�� １６４０４（５番人気）�� ９２４４（９番人気）
３連複票数 計１３２１６６４ 的中 ��� ７７９１５（４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．２―１１．６―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．８―４５．４―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワマックワン �
�
父 Langfuhr �

�
母父 Smart Strike デビュー ２００７．６．１７ 福島１着

２００５．１．２６生 牡２鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar ６戦２勝 賞金 ２８，５２９，０００円
※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。



３３０２０１２月２日 晴 良 （１９中山５）第２日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３５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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

２４ ディスパーロ 牡４鹿 ５７
５４ ▲小島 太一 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B４９８－ ２１：１１．９ ８．９�

３５ � ダノンブライアン 牡３鹿 ５６ O．ペリエ �ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０８－ ６１：１２．２１� １．９�
（仏）

７１３� ホ ト ダ ー 牡５栗 ５７ 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４９４＋ ４１：１２．４１	 ９．４�
５９ 
 セイヴィングス 牝４鹿 ５５

５２ ▲池崎 祐介松平 恭司氏 武市 康男 門別 松平牧場 ４７６＋ ２１：１２．５	 １９．１�
４８ � マルターズマガン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人藤田与志男氏 勢司 和浩 米 Darrell Brown

& Lendy Brown ４７６＋１２１：１２．６	 ３９．８�
５１０ カラベルラティーナ 牝３鹿 ５４

５２ △田中 博康 �キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４３８－ ２１：１２．７クビ ３．６	
８１５
 アンダンテシチー 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 門別 富川田中牧場 ４４４＋ ４１：１２．９１� ７５．５

４７ � スマートフレンズ 牡４鹿 ５７

５５ △的場 勇人大川 徹氏 栗田 博憲 門別 野島牧場 ４６２－ ２１：１３．１１� ３８．３�
６１２ ナンヨーウエスト 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４３６－ ４１：１３．３１	 １０２．４�
１１ � ピンクバンサー 牡３栗 ５６ 松岡 正海榮 義則氏 森 秀行 米 Brereton

C. Jones ４９４＋１０１：１３．４� １２．７
８１６
 ヨイチトレジャー 牝４鹿 ５５ 木幡 初広加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 鮫川 啓一 ４５２－ ８１：１３．７１� ２０６．２�
６１１ サンマルミシル 牡３芦 ５６ 張田 京相馬 勇氏 蛯名 信広 静内 由利 徳之 ４７２－１４１：１３．８	 １０３．８�

（船橋）

１２ 
 トウカイマックス 牡３鹿
５６
５３ ▲千葉 直人内村 正則氏 成島 英春 浦河 岡部牧場 ４３６－ ２１：１４．０１� ５４８．４�

２３  オードリーローズ 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次�小林牧場 高橋 祥泰 浦河 浦河小林牧場 ４３８－ ２１：１４．３１� ４０７．５�
３６ � ステファニーモモ 牝４栗 ５５ 岩部 純二吉澤 克己氏 中川 公成 米 Stoneworth

Farm ５０４＋１８１：１４．８３ ３３７．５�
７１４
 ミヤコタイガー 牡４栗 ５７ 柄崎 将寿吉田喜代司氏 古賀 慎明 青森 明成牧場 ４９８＋１０１：１５．２２	 ３０１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，１８１，９００円 複勝： ３０，２３６，４００円 枠連： ３１，７１３，７００円

普通馬連： １２３，２５０，３００円 馬単： １２８，２４２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，７５３，４００円

３連複： １６５，２０３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ５３８，５８０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２４０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（２－３） ７４０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� ２，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ９６０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８１８１９ 的中 � ２５１８１（３番人気）
複勝票数 計 ３０２３６４ 的中 � ２４５２２（４番人気）� １０７５５１（１番人気）� ３３２１４（３番人気）
枠連票数 計 ３１７１３７ 的中 （２－３） ３１９４４（２番人気）
普通馬連票数 計１２３２５０３ 的中 �� １１９７４８（２番人気）
馬単票数 計１２８２４２０ 的中 �� ４２１２１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１７５３４ 的中 �� ２４２３８（３番人気）�� ７３３３（１１番人気）�� ２４３４５（２番人気）
３連複票数 計１６５２０３０ 的中 ��� ６８４６３（５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．８―１２．１―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３５．１―４７．２―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディスパーロ �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Alydar デビュー ２００６．３．５ 中山９着

２００３．５．１９生 牡４鹿 母 ステラマドリッド 母母 My Juliet １６戦３勝 賞金 ２４，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 フリーアディション号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３３０２１１２月２日 晴 良 （１９中山５）第２日 第９競走 ��１，８００�
ま い は ま

舞 浜 特 別
発走１４時０５分 （ダート・右）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４８ ペディクラリス 牝４栗 ５５ O．ペリエ �社台レースホース藤沢 和雄 平取 稲原牧場 B４６６＋ ２１：５２．７ ２．３�
（仏）

２３ ゴットザビート 牝５栗 ５５ 張田 京 �社台レースホース栗田 博憲 白老 白老ファーム ４７６＋ ４１：５３．０１� １５．８�
（船橋）

７１４ ダイワオンディーヌ 牝４芦 ５５ 柴田 善臣大城 敬三氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ４１：５３．８５ １１．３�
８１６� メジロレント 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹�メジロ牧場 菊川 正達 洞爺 メジロ牧場 ４７６± ０１：５４．０１� ３８．１�
８１５� サンマルセイコー 牝４黒鹿５５ 的場 勇人相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８２－ ４１：５４．２� ３０．１�
１１ � ワルキューレ 牝３青 ５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 ４８４＋ ２１：５４．４１� １０．５�
５９ レオティアラ 牝３鹿 ５４ 江田 照男	レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 B４９４＋ ６１：５４．５� １９．５

１２ ラ ン タ ナ 牝５栗 ５５ 木幡 初広永野千枝子氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４４２－ ２１：５４．７１� ５７．３�
２４ パープルプローズ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４８６＋ ６ 〃 ハナ ４．８�
６１１

�
	

 フローレストウブ 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥真部 晴�氏 佐藤 吉勝 新冠 新冠橋本牧場 ４６４＋ ８１：５４．８クビ １１４．８

７１３�	 クロカンブッシュ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４２８＋ ６１：５４．９� １６．１�
４７ サ ム タ イ ム 牝５青鹿５５ 鮫島 良太渡辺 典六氏 嶋田 潤 静内 大典牧場 ５００－ ６１：５５．３２� ７６．４�
３５ � ローリーポーリー 牝６黒鹿５５ 石橋 脩加藤 信之氏 菊川 正達 浦河 安藤牧場 ４６８＋ ８ 〃 ハナ ２４．９�
６１２ エイダイタカラブネ 牝４芦 ５５ 田中 博康�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ４２．９�
５１０� チャイニーズフレア 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳 �サンデーレーシング 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ２１：５６．６８ １１．８�
３６ �
 ツルマイクィーン 牝６栗 ５５ 柴山 雄一平岩 健一氏 菊川 正達 三石 平岩牧場 B４５８－ ２１：５６．７� ２６０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，４９９，１００円 複勝： ３８，８７９，３００円 枠連： ４４，９５８，６００円

普通馬連： １７６，６０６，１００円 馬単： １１６，０３３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，４４９，８００円

３連複： １５３，２８６，６００円 ３連単： ３６１，４７６，１００円 計： ９６０，１８９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ３５０円 � ３２０円 枠 連（２－４） ４５０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ２，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ５４０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� ４，１００円 ３ 連 単 ��� １５，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２８４９９１ 的中 � ９９５０２（１番人気）
複勝票数 計 ３８８７９３ 的中 � １１３９４７（１番人気）� ２２５８８（６番人気）� ２５６１９（３番人気）
枠連票数 計 ４４９５８６ 的中 （２－４） ７４２５９（１番人気）
普通馬連票数 計１７６６０６１ 的中 �� ７７４２９（６番人気）
馬単票数 計１１６０３３８ 的中 �� ３５６３４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０４４９８ 的中 �� １５６１５（５番人気）�� １９６３３（３番人気）�� ４７６９（２２番人気）
３連複票数 計１５３２８６６ 的中 ��� ２７６４８（９番人気）
３連単票数 計３６１４７６１ 的中 ��� １７０１２（２９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．３―１２．７―１２．４―１２．８―１３．０―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．６―４９．３―１：０１．７―１：１４．５―１：２７．５―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

ペディクラリス �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Royal Academy デビュー ２００５．１０．２２ 東京６着

２００３．３．９生 牝４栗 母 マチカネベニザクラ 母母 Doff the Derby １８戦４勝 賞金 ４８，４３６，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※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。
（非当選馬） １頭 ノンコ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３３０２２１２月２日 晴 良 （１９中山５）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

いちかわ

市川ステークス
発走１４時４０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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１１ テンイムホウ 牝５鹿 ５５ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６２＋ ２１：０８．３ ６３．９�

２３ ピサノグラフ 牝５鹿 ５５ O．ペリエ 市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 シンコーファーム ４８０± ０１：０８．５１� ４．６�
（仏）

１２ ス パ イ ン 牡５鹿 ５７ 江田 照男西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ
アーム ４７６＋ ６ 〃 クビ １８．６�

５１０� アドマイヤカリブ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ８１：０８．６クビ ３．７�
３６ ダンディーズケア 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ ３．４�
４７ � ブランシュネージュ 牝５芦 ５５ 柴山 雄一 �キャロットファーム 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：０８．７クビ ２０９．０�
２４ �	 エフテーストライク 牝３青鹿５４ 武士沢友治深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 斉藤 正男 ４２０－ ２ 〃 クビ ４５．９	
６１２
 コンゴウリュウオー 牡３黒鹿５６ 武 英智金岡 久夫氏 山内 研二 米 Runnymede

Farm Inc et al ４９０－ ２１：０８．８� ８．０

４８ �� ハネダテンシ 牝４鹿 ５５ 田中 博康鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４９６＋ ６１：０９．０１� １２．６�
７１４ チャームダイヤ 牝５栗 ５５ 木幡 初広タマモ� 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４５２－１４１：０９．２１� ３０．１
８１６
 オーヴェール 牡５鹿 ５７ 張田 京 �サンデーレーシング 浅見 秀一 英 Tigerland Ltd ５６２＋ ４１：０９．３クビ ７１．０�

（船橋）

７１３ コマノルカン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海長谷川芳信氏 鮫島 一歩 静内 西川富岡牧場 ４９８－ ２１：０９．６１ １４．０�
８１５� プレミアムボックス 牡４鹿 ５７ 菊沢 隆徳 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５１４－１０１：０９．７� ３４．１�
６１１� ステラディクオーレ 牡４青鹿５７ 石橋 脩諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６ 〃 アタマ ５８．６�
５９ � レオカーディナル 牡７黒鹿５７ 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 静内 千代田牧場 B５１０＋１４１：０９．８クビ ２３５．７�
３５ コウセイカズコ 牝３鹿 ５４ 吉永 護杉安浩一郎氏 中野 栄治 鹿児島 杉安牧場 ４３８± ０１：１１．７大差 ２８７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，１０４，７００円 複勝： ５３，４９７，９００円 枠連： ４５，８３５，６００円

普通馬連： ２２９，５９２，３００円 馬単： １４１，２６３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，１８２，７００円

３連複： ２００，５９５，１００円 ３連単： ４７９，５８２，８００円 計： １，２３７，６５４，５００円

払 戻 金

単 勝 � ６，３９０円 複 勝 � １，２９０円 � ２３０円 � ５００円 枠 連（１－２） ３，４７０円

普通馬連 �� ２０，１９０円 馬 単 �� ４７，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３９０円 �� ９，０４０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ６３，８４０円 ３ 連 単 ��� ５４７，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３７１０４７ 的中 � ４５７６（１２番人気）
複勝票数 計 ５３４９７９ 的中 � ９３４９（１１番人気）� ７５７６１（３番人気）� ２６９４９（７番人気）
枠連票数 計 ４５８３５６ 的中 （１－２） ９７５２（１６番人気）
普通馬連票数 計２２９５９２３ 的中 �� ８３９６（４６番人気）
馬単票数 計１４１２６３４ 的中 �� ２１９３（９９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０１８２７ 的中 �� ２７８４（４４番人気）�� １３４０（６１番人気）�� ９３６６（１５番人気）
３連複票数 計２００５９５１ 的中 ��� ２３１９（１３４番人気）
３連単票数 計４７９５８２８ 的中 ��� ６４７（８９２番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１０．９―１１．３―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．２―４４．５―５５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３５．１
３ ・（２，５，３）（８，９，１０，１２）（１，６，１５，１６）１３（１１，１４）７，４ ４ ・（２，３）１（８，９）１０（７，５，６，１２）（１１，１３，１５，１６）（４，１４）

勝馬の
紹 介

テンイムホウ �
�
父 ラ ム タ ラ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００５．２．１３ 東京１着

２００２．３．１８生 牝５鹿 母 ラッキーダイアリー 母母 ダイナシユペール ２３戦５勝 賞金 ８１，１６８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウセイカズコ号は，平成２０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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アップルサイダー号・ウインレックス号・エアニックス号・エイシンイッキ号・エネルマオー号・タイキシルバー号・

ペニーホイッスル号・メジロシリング号・メジロモーガン号・モエレアドミラル号・レッドビームシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３３０２３１２月２日 晴 良 （１９中山５）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�ターコイズステークス

発走１５時２０分 （芝・右・外）

牝，３歳以上，１８．１２．２以降１９．１１．２５まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
賞 品

本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

７１２�� コスモマーベラス 牝５栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 中村 均 三石 中村 和夫 ４５０＋ ２１：３３．４ ９．８�

７１３� ザ レ マ 牝３栗 ５２ 柴田 善臣吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２２－ ４１：３３．５クビ ８．９�
３４ � カタマチボタン 牝３黒鹿５３ 石橋 脩諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：３３．７１� ７．４�
２３ �� ハロースピード 牝３栗 ５２ 小林 淳一福島 実氏 相沢 郁 三石 山際牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ １１．６�
４７ � ラ ン ペ イ ア 牝３栗 ５１ 鮫島 良太 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４６４－ ８１：３３．８� ５．５�
６１１� マイネカンナ 牝３栗 ５０ 田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４３０＋ ２１：３３．９クビ ２７．６	
２２ � ユキノマーメイド 牝４栗 ５１ 武士沢友治井上 基之氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 ４６８－ ４１：３４．０� ２７．１

１１ �� ナリタシークレット 牝５栗 ５２ 木幡 初広�オースミ 木原 一良 門別 白井牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ７３．８�
３５ � ヤマニンメルベイユ 牝５栗 ５３ 勝浦 正樹土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４８４＋１４１：３４．１クビ １４．１�
４６ ナスノフィオナ 牝５鹿 ４９ 生野 賢一須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ １０６．５�
６１０ タイキマドレーヌ 牝４栗 ５４ 吉田 隼人�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４３８－ ６１：３４．２クビ ７．２�
５８ レ ヴ リ 牝５黒鹿５０ 田面木博公井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４３８＋ ２ 〃 クビ １４２．５�
８１４�� キストゥヘヴン 牝４鹿 ５６．５ O．ペリエ 吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４３２＋ ４１：３４．５２ ３．３�

（仏）

５９ ラ イ ラ プ ス 牝５栗 ５４ 菊沢 隆徳 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４６０＋ １１：３４．８１	 ７０．４�
８１５� コアレスパティオ 牝６鹿 ４９ 千葉 直人小林 昌志氏 成島 英春 平取 清水牧場 ４６８± ０１：３５．２２� ９６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５９，７６６，５００円 複勝： ８３，５９２，７００円 枠連： ９１，３９６，２００円

普通馬連： ４６５，４９７，０００円 馬単： ２５３，０９１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ８６，８１４，１００円

３連複： ４０２，９０６，７００円 ３連単： ８９３，１６５，５００円 計： ２，３３６，２３０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２７０円 � ２８０円 � ２３０円 枠 連（７－７） ３，３５０円

普通馬連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ６，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� １，０３０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ８，０００円 ３ 連 単 ��� ４９，６３０円

票 数

単勝票数 計 ５９７６６５ 的中 � ４８２３５（６番人気）
複勝票数 計 ８３５９２７ 的中 � ７９６１４（５番人気）� ７５６４１（６番人気）� １０５０１１（２番人気）
枠連票数 計 ９１３９６２ 的中 （７－７） ２０１６８（１６番人気）
普通馬連票数 計４６５４９７０ 的中 �� １０７２０９（１８番人気）
馬単票数 計２５３０９１７ 的中 �� ２９４０８（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８６８１４１ 的中 �� １８８９９（１９番人気）�� ２０８５０（１６番人気）�� ２１９１４（１４番人気）
３連複票数 計４０２９０６７ 的中 ��� ３７２１３（３７番人気）
３連単票数 計８９３１６５５ 的中 ��� １３２８４（２１７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．６―１１．８―１１．７―１１．７―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．１―４６．９―５８．６―１：１０．３―１：２１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．８

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

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

�
�
コスモマーベラス �

�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００４．１０．３０ 福島１着

２００２．６．７生 牝５栗 母 ロ モ ー ラ 母母 Single Blade ２８戦７勝 賞金 ２０９，１１４，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０２４１２月２日 晴 良 （１９中山５）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００分 （芝・右・外）

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４４ � テイエムポイント 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人竹園 正繼氏 羽月 友彦 新冠 的場牧場 ４９０－ ２１：０８．５ １８．３�

２２ � グレイトフルタイム 牡３鹿 ５６ 張田 京 �社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム B５２０－ ４１：０８．７１	 ４．８�
（船橋）

３３ タケデンノキボー 牡６鹿 ５７ 田中 剛武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ５１０－ ２ 〃 クビ ８７．１�
７９ ゴールドクラウン 牡６栗 ５７ 松岡 正海千明牧場 松山 康久 門別 千明牧場 ４８０＋ ８１：０８．８クビ ８．１�
６７ 
 サウスヒューマー 牝３鹿 ５４

５２ △田中 博康南波 壽氏 高橋 祥泰 米 WinStar
Farm, LLC ４５８－ ２１：０８．９� ５４．８�

５６ � バルバレスコ 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７８－ ２１：０９．０� １２．０�
７１０ イーサンラヴ 牝３青鹿５４ 柴山 雄一国本 勇氏 高橋 裕 門別 新井 弘幸 ４４６－ ２ 〃 ハナ ２９．０	
８１１� センザイイチグウ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 鵡川 平岡牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ ４０．０

８１２
 ダノンムロー 牡３黒鹿５６ O．ペリエ �ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４６８＋ ８ 〃 ハナ １．７�
（仏）

５５ � コスモミール 牝４鹿 ５５ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 根本 康広 三石 城地 清満 ４７４± ０１：０９．２１� ２３．０
６８ コアレスソニック ４黒鹿 ５７

５５ △的場 勇人小林 昌志氏 和田 正道 門別 ビラトリファーム B４５２＋ ８１：０９．５２ ３６．８�
１１ ヤクモオーカン 牡４鹿 ５７ 石橋 脩�山崎牧場 杉浦 宏昭 八雲 山崎牧場 B４６６＋ ６１：０９．７１	 ４８．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４２，２０５，４００円 複勝： ４５，０７３，０００円 枠連： ５０，４１４，９００円

普通馬連： ２０２，２２４，３００円 馬単： １７５，２６９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，２００，６００円

３連複： １５８，１５８，０００円 ３連単： ４６９，３１１，７００円 計： １，１８８，８５７，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，８３０円 複 勝 � ４３０円 � ２５０円 � １，５３０円 枠 連（２－４） ４，５３０円

普通馬連 �� ４，３９０円 馬 単 �� １２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� ８，６７０円 �� ３，８１０円

３ 連 複 ��� ４１，８４０円 ３ 連 単 ��� ３１４，５８０円

票 数

単勝票数 計 ４２２０５４ 的中 � １８２４９（５番人気）
複勝票数 計 ４５０７３０ 的中 � ２７０４４（５番人気）� ５６２０７（２番人気）� ６６２４（１２番人気）
枠連票数 計 ５０４１４９ 的中 （２－４） ８２２８（１４番人気）
普通馬連票数 計２０２２２４３ 的中 �� ３４０５３（１３番人気）
馬単票数 計１７５２６９７ 的中 �� １０４６７（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６２００６ 的中 �� ８３４５（１２番人気）�� １２８７（５８番人気）�� ２９６３（３４番人気）
３連複票数 計１５８１５８０ 的中 ��� ２７９０（９６番人気）
３連単票数 計４６９３１１７ 的中 ��� １１０１（５６８番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．２―１１．４―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３３．９―４５．３―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テイエムポイント �
�
父 ウォーニング �

�
母父 Danzig デビュー ２００４．８．７ 小倉３着

２００１．５．６生 牡６鹿 母 トネスボウス 母母 So She Sleeps ３０戦４勝 賞金 ６４，６０２，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（１９中山５）第２日 １２月２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５７頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２７，５００，０００円
１２，２８０，０００円
１，１００，０００円
１，６４０，０００円
２４，８２０，０００円
５７，８５８，５００円
４，７５６，８００円
１，５８５，７００円

勝馬投票券売得金
３３３，８７２，５００円
３９０，７７８，９００円
４１４，０１１，７００円
１，６９６，３６０，０００円
１，４４６，６３９，９００円
３９２，３３０，９００円
１，７９０，５６６，３００円
２，２０３，５３６，１００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 ８，６６８，０９６，３００円

総入場人員 ３６，８５０名 （有料入場人員 ３３，０２６名）




