
３３００１１２月６日 晴 稍重 （２０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５５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

８１６ オッキオディガット 牡２鹿 ５５
５４ ☆三浦 皇成 �キャロットファーム 国枝 栄 浦河 有限会社

松田牧場 ４５２＋ ２１：１１．８ ２．４�

２４ ストレートイン 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５００＋１４１：１２．０１� １２．４�
１２ スティルバイト 牡２鹿 ５５ 松岡 正海水谷 精吾氏 伊藤 伸一 新冠 武田 寛治 ４３８－ ８１：１２．７４ １７．６�
１１ リネンピュア 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４４０－ ４１：１２．９１� ３４．９�
４８ ケイズゴールド 牡２鹿 ５５ 中舘 英二 IHR 田村 康仁 浦河 高岸 順一 B４２２＋ ２１：１３．７５ ３．４�
７１４ マルサンアツヒメ 牝２鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎松井三千年氏 小林 常泰 新ひだか 増本 良孝 ４６４＋ ４ 〃 クビ ３７１．７�
３５ イーサンバブル 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一国本 勇氏 沢 峰次 日高 白瀬 明 ４８４± ０１：１３．８� ７．２	
６１２ ニットウサンサン 牝２鹿 ５４ 石橋 脩�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 ４６０－ ８１：１３．９� １０４．７

６１１ スノーレーザー 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司 �ワイ・アール・シー 郷原 洋行 三石 三石橋本牧場 ５２８± ０１：１４．０� ６．１�
７１３ ガイアディーヴァ 牝２鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介千葉 正人氏 清水 英克 新ひだか 白井 吉美 ４１６－ ２１：１４．３１� ７３．１
８１５ オースチンエブリン 牝２青鹿５４ 高山 太郎�テンジン 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４３６－ ２１：１４．５１� ３３８．２�
５９ インディアンボス 牡２鹿 ５５

５４ ☆田中 博康矢城辰之助氏 浅野洋一郎 日高 中川 浩典 ４７４± ０１：１４．６� ２８２．５�
２３ シルクエスポワール 牡２栗 ５５ 大庭 和弥有限会社シルク大和田 稔 日高 加藤牧場 ４７４＋ ４１：１４．８１� １１４．８�
５１０ トゥーフォータイム 牝２栗 ５４ 木幡 初広石瀬 浩三氏 牧 光二 様似 小田 誠一 ４２４－１６１：１５．１１� １２３．４�
３６ コナンインプレス 牡２鹿 ５５ 武士沢友治楠本 勝美氏 保田 一隆 新ひだか 小野 秀治 ４５０± ０１：１５．８４ ２１０．１�
４７ セカンドフラッシュ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人 �キャロットファーム 伊藤 圭三 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２０－ ６１：１６．５４ ５３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１６７，３００円 複勝： ２５，８７４，２００円 枠連： １５，６４７，１００円

普通馬連： ５９，７４５，０００円 馬単： ５０，５６９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９５５，０００円

３連複： ７０，８６９，７００円 ３連単： １０８，７７９，６００円 計： ３７０，６０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １６０円 � ４００円 � ３８０円 枠 連（２－８） １，９２０円

普通馬連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ２，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ７６０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� ６，４２０円 ３ 連 単 ��� ２８，４８０円

票 数

単勝票数 計 １７１６７３ 的中 � ５７０７４（１番人気）
複勝票数 計 ２５８７４２ 的中 � ５８４３０（２番人気）� １４３８５（６番人気）� １５４５３（５番人気）
枠連票数 計 １５６４７１ 的中 （２－８） ６０２９（９番人気）
普通馬連票数 計 ５９７４５０ 的中 �� ２１７５２（９番人気）
馬単票数 計 ５０５６９４ 的中 �� １２６４３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９５５０ 的中 �� ９３３５（６番人気）�� ７２７１（９番人気）�� ２８８８（１８番人気）
３連複票数 計 ７０８６９７ 的中 ��� ８１５０（２２番人気）
３連単票数 計１０８７７９６ 的中 ��� ２８１９（８３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．０―１２．１―１２．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３３．９―４６．０―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オッキオディガット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．７．１９ 新潟６着

２００６．４．１７生 牡２鹿 母 スプリンターキャット 母母 My Cherie Amour ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セカンドフラッシュ号は，平成２１年１月６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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ベルモントダンク号・メジロイーティー号・ローズブリット号
（非抽選馬） ３頭 ケイオーキング号・チリトテシャン号・トーアランラン号



３３００２１２月６日 晴 稍重 （２０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）

若手騎手，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
１：５２．０

良

不良

８１５ ニューパワー �２栗 ５５
５４ ☆三浦 皇成井高 義光氏 菅原 泰夫 静内 井高牧場 B４６０± ０１：５５．７ １．６�

６１２ レオアドミラル 牡２栗 ５５ 丹内 祐次�レオ 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４８８＋１０１：５６．５５ ６．１�
４７ ビューティファイン 牝２栗 ５４

５３ ☆的場 勇人阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４９２＋ ８１：５６．９２� １１．０�
８１６ マイネルジーニアス 牡２鹿 ５５

５２ ▲丸田 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 浦河 中神牧場 ４８４＋ ６ 〃 アタマ １６．７�

２３ ローズオブゴッホ 牝２鹿 ５４
５１ ▲宮崎 北斗桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４９２－ ４１：５７．１１ ５．８�

３６ アンビュランスカー 牡２栗 ５５ 大野 拓弥丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４７２－ ６１：５７．４２ １４６．０�
１１ ハクシンアマゾーヌ 牝２鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人新井原 博氏 高橋 祥泰 新冠 川上 悦夫 ４７４－ ４１：５７．６� ２６２．８	
２４ マイネカルミア 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ３８６± ０１：５８．１３ １８５．３


５９ デステニーアロー 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 静内 岡田スタツド ４１４－１０１：５８．４１� ４７．２�
７１４ スーパーオアシス 牝２鹿 ５４ 五十嵐雄祐福島 実氏 嶋田 功 日高 沖田牧場 ４４２± ０ 〃 クビ ９２．６�
６１１ トーセンドミナス 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人島川 哉氏 中野渡清一 浦河 帰山 清貴 ４５６－ ８１：５８．８２� ７９．８�
４８ ホワイトエンジェル 牝２芦 ５４

５１ ▲草野 太郎吉田 昭一氏 鈴木 勝美 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ５１８－ ２１：５８．９� ２２６．５�

３５ トワインブルーム 牝２鹿 ５４ 小島 太一大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社
大原ファーム ４６２± ０１：５９．２２ ４５．３�

５１０ ブルーマウンテン 牝２青鹿 ５４
５１ ▲伊藤 工真�渡辺牧場 高橋 義博 新ひだか 前川牧場 ４８２－ ４２：００．１５ ３７３．１�

１２ ヒシパッション 牡２鹿 ５５ 加藤士津八阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット B５２０＋ ４ （競走中止） ３４．６�

（１５頭）
７１３ マチカネナツノジン 牝２鹿 ５４

５３ ☆田中 博康細川 益男氏 奥平 雅士 日高 待兼牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，４７０，１００円 複勝： ３８，３６１，６００円 枠連： １５，７５０，１００円

普通馬連： ５２，０３０，４００円 馬単： ４６，５４３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５１７，６００円

３連複： ５４，４９５，７００円 ３連単： ９３，０１０，６００円 計： ３３４，１７９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（６－８） ３２０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２３０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ２，２６０円

票 数

単勝票数 計 １７４７０１ 的中 � ９０８３９（１番人気）
複勝票数 計 ３８３６１６ 的中 � ２５２７３０（１番人気）� ２８６２０（３番人気）� ２４８２１（４番人気）
枠連票数 計 １５７５０１ 的中 （６－８） ３７４１３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２０３０４ 的中 �� ９８５０４（１番人気）
馬単票数 計 ４６５４３０ 的中 �� ６０９３９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５１７６ 的中 �� ２１１１５（２番人気）�� １９４２８（３番人気）�� ８１７９（５番人気）
３連複票数 計 ５４４９５７ 的中 ��� ４８３６７（２番人気）
３連単票数 計 ９３０１０６ 的中 ��� ３０３９０（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３７．２―５０．９―１：０４．０―１：１６．６―１：２９．４―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．１
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ニューパワー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００８．７．２７ 新潟６着

２００６．３．７生 �２栗 母 ユニオンワラダー 母母 ワ ラ ダ ー ７戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔出走取消〕 マチカネナツノジン号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
〔発走状況〕 トワインブルーム号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔競走中止〕 ヒシパッション号は，発走後まもなく前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ヒシパッション号の騎手加藤士津八は，発走後まもなくの御法（前の馬に接触した）について過怠金１０，０００円。

レオアドミラル号の騎手丹内祐次は，向正面で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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 オリオンザサクセス号・ノボビクトリー号



３３００３１２月６日 晴 稍重 （２０中山５）第１日 第３競走 ��１，６００�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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

３５ サマーアドバンス 牝２鹿 ５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 天間 昭一 三石 松本 俊博 ４７４－ ４１：３５．７ ２．３�

６１２ サトノロマネ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ １２．０�
２４ リ ュ シ オ ル 牝２鹿 ５４ 横山 典弘吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４５０± ０１：３６．１２� ５．８�
４７ アルストリスタン 牡２栗 ５５

５４ ☆三浦 皇成池田 正孝氏 河野 通文 新冠 大栄牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ５．６�
１２ レオタイムリー 牡２青鹿５５ 大野 拓弥�レオ 田子 冬樹 新冠 平山牧場 ４５４－ ４１：３６．６３ ６９．７�
２３ ミラクルフルーツ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ４９２－１０ 〃 クビ ４．９�
４８ ゴールドアカデミー 牡２栗 ５５ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４８４＋ ６１：３６．８１� １３６．５	
３６ ヤマチョウサン 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆田中 博康長谷川 彰氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム ４５２＋ ４１：３６．９� ２０２．３

７１４ マッドマックス 牡２鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ５２２＋ ８１：３７．０� １７．８�
５１０ ユキノセントウ 牡２黒鹿５５ 木幡 初広馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４３６＋ ８ 〃 クビ １８９．５�
５９ レッドジェム 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二藤岡 康男氏 柄崎 孝 新冠 北星村田牧場 ４２４＋ ２１：３７．２１� ２６．３
１１ トーアナデシコ 牝２鹿 ５４ 幸 英明東亜駿馬� 高木 登 豊浦トーア牧場 ４２８－ ４１：３７．３� ３６４．６�
８１５ ローランアンバー 牝２芦 ５４ 江田 照男斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４４２－ ６１：３７．５１� ２４６．３�
８１６ ラップミュージック 牡２栗 ５５ 田中 勝春後藤 繁樹氏 古賀 慎明 三石 木田牧場 ４６２＋ ８１：３７．６� ２４５．９�
７１３ クリールエイト 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介横山 修二氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４３２－ ２１：３７．７クビ ２２．９�
６１１ ヴィーヴァアミーコ 牡２栗 ５５ 吉田 豊芹澤 精一氏 田中 清隆 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－ ６１：３７．９１� １３０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１２６，２００円 複勝： ３３，３４２，４００円 枠連： ２１，８８６，９００円

普通馬連： ６９，０９８，４００円 馬単： ５２，７１６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０４５，２００円

３連複： ７８，６１０，８００円 ３連単： １２３，４１２，８００円 計： ４２２，２３８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ３２０円 � １９０円 枠 連（３－６） １，３４０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ３３０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ２，２９０円 ３ 連 単 ��� １１，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２０１２６２ 的中 � ６９３８８（１番人気）
複勝票数 計 ３３３４２４ 的中 � １０１１１１（１番人気）� １９７２８（５番人気）� ４２１５３（４番人気）
枠連票数 計 ２１８８６９ 的中 （３－６） １２０６６（６番人気）
普通馬連票数 計 ６９０９８４ 的中 �� ３３１２４（７番人気）
馬単票数 計 ５２７１６２ 的中 �� １７８６３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０４５２ 的中 �� ９０４８（７番人気）�� １９４７３（３番人気）�� ６１００（１１番人気）
３連複票数 計 ７８６１０８ 的中 ��� ２５３９６（５番人気）
３連単票数 計１２３４１２８ 的中 ��� ７７５９（３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．３―３４．９―４７．３―５９．９―１：１２．２―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サマーアドバンス �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 パークリージエント デビュー ２００８．１１．１５ 東京２着

２００６．２．１４生 牝２鹿 母 オンワードセーマ 母母 オンワードユース ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 ヴィーヴァアミーコ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 トウショウライド号・ノアブレイク号
（非抽選馬） ２頭 サマーヒロイン号・シルキーモモ号



３３００４１２月６日 晴 稍重 （２０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

８１５ チャーミングオーラ 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：１１．８ ５．１�

５９ アポロクリード 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 門別 高柳 隆男 ５１２ ―１：１２．８６ ６．６�
２３ ワイルドイマージュ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成�グランド牧場 上原 博之 新ひだか グランド牧場 ４６４ ―１：１３．２２� ４．３�
２４ トクトイムスメ 牝２栗 ５４ 吉田 豊�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 ４８２ ―１：１４．０５ １２１．１�
６１１ トリプルスレット 牝２青 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４６４ ― 〃 クビ ４．３�
４８ トウショウクロノス 牡２鹿 ５５ 中舘 英二トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８４ ―１：１４．１クビ １５．０	
５１０ ニシノココロ 牝２青鹿５４ 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ５１６ ―１：１４．３１� ４８．５

１１ ブライティアピア 牝２鹿 ５４ 横山 典弘小林 昌志氏 鈴木 康弘 平取 コアレススタッド ４５６ ―１：１４．９３� ４．２�
８１６ レオハヤカゼ 牡２栗 ５５ 江田 照男�レオ 杉浦 宏昭 浦河 日の出牧場 B４８４ ―１：１５．１１� ２８．７�
１２ コメットシャワー 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一関 駿也氏 高橋 義博 新冠 八木 常郎 ４６８ ―１：１５．３１� ２０３．４
４７ アイティヤマト 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新ひだか 加野牧場 ５３２ ―１：１５．５１� ２２．４�
７１３ フロムチューリヒ 牝２栗 ５４

５１ ▲丸田 恭介平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４４８ ―１：１５．９２� ２１８．４�
３５ サチノモナリザ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春佐藤 幸彦氏 水野 貴広 むかわ 片山 幹雄 ４０６ ―１：１６．９６ １３９．６�
７１４ ア プ ラ オ ス 牡２鹿 ５５ 鷹野 宏史柴原 壽光氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５２ ―１：１７．１１� ４８１．４�
３６ ウィンウィン 牝２栗 ５４ 吉田 隼人田畑 憲士氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：１７．２� ８２．７�
６１２ デルマアテン 牡２鹿 ５５

５２ ▲草野 太郎浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム ４７４ ―１：１７．３クビ ３４２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９５７，９００円 複勝： ２３，０１４，１００円 枠連： １９，４５４，２００円

普通馬連： ６０，９５１，４００円 馬単： ４５，３７８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４０６，３００円

３連複： ６２，４１８，８００円 ３連単： ９４，３３０，５００円 計： ３４１，９１１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（５－８） １，５６０円

普通馬連 �� １，９９０円 馬 単 �� ３，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ４７０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，３４０円 ３ 連 単 ��� １７，８１０円

票 数

単勝票数 計 １７９５７９ 的中 � ２７９２８（４番人気）
複勝票数 計 ２３０１４１ 的中 � ３３５６３（４番人気）� ２６１４７（５番人気）� ４３２４９（２番人気）
枠連票数 計 １９４５４２ 的中 （５－８） ９２１６（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６０９５１４ 的中 �� ２２６４７（９番人気）
馬単票数 計 ４５３７８３ 的中 �� ８６８１（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４０６３ 的中 �� ５７１０（１０番人気）�� １００３８（６番人気）�� １０１６１（５番人気）
３連複票数 計 ６２４１８８ 的中 ��� １９７２０（７番人気）
３連単票数 計 ９４３３０５ 的中 ��� ３９０９（５５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１２．４―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．８―４７．２―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．０
３ １５（８，９）（１，３）－４－（１１，１６）－２（１０，１３）７－１２（６，１４）５ ４ １５－９（１，８，３）－（１１，４）－１６，１０，１３，２＝７，１２－（５，６）－１４

勝馬の
紹 介

チャーミングオーラ �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Quiet American 初出走

２００６．２．１８生 牝２黒鹿 母 オ ー ラ 母母 Charmed Aura １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サチノモナリザ号・アプラオス号・ウィンウィン号・デルマアテン号は，平成２１年１月６日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アイファーラスカル号・コアレスソアラ号・タマモコロナ号



３３００５１２月６日 晴 稍重 （２０中山５）第１日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０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

１：４８．２
１：４６．７

良

良

２４ シングンレジェンド 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４４８ ―１：５３．４ １７．０�

８１５ レオウィザード 牡２鹿 ５５
５４ ☆的場 勇人�レオ 的場 均 浦河 酒井牧場 ４７８ ―１：５３．５� ８．７�

１１ アオゾラペダル 牝２黒鹿５４ M．デムーロ小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：５３．８１� ６．８�
（伊）

４８ リックパッショーン 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一斎木 隆男氏 清水 英克 新冠 三村 卓也 ４６２ ―１：５４．０１ ４４．９�
４７ メイマドンナ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４ ―１：５４．２１� ５９．９�
２３ フサイチナガラガワ 牡２栗 ５５ O．ペリエ 関口 房朗氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４７０ ― 〃 ハナ ３．５�

（仏）

３６ プロミスウェル 牝２黒鹿５４ 松岡 正海吉田 和子氏 斎藤 誠 浦河 杵臼牧場 ４５８ ―１：５４．３� ７．８	
３５ ヤマニンバッスル 牡２鹿 ５５ 横山 典弘土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４８２ ―１：５４．６１� ５．６

５１０ プ レ ゼ ピ オ 牡２栗 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４６８ ― 〃 アタマ ４．８�
７１３ スズマーシャル 牡２栗 ５５ 吉田 隼人小紫 芳夫氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４８０ ―１：５４．８１� ８９．０
６１２ ヴィーヴァマンボ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊芹澤 精一氏 阿部 新生 三石 片山牧場 ４５２ ―１：５５．４３� ３９．１�
１２ トーセンルヴァン 牝２栗 ５４ 木幡 初広島川 �哉氏 稲葉 隆一 新冠 ハシモトフアーム ４８２ ― 〃 クビ ２７０．１�
８１６ ブルーベリル 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド ４５４ ―１：５６．２５ ２８．２�
６１１ ジ ャ ン ジ ー 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介坂田 行夫氏 西塚 安夫 静内 池田牧場 ４５８ ― 〃 アタマ １５９．７�
７１４ テイエムアーバン 牡２黒鹿５５ 武士沢友治竹園 正繼氏 加藤 和宏 門別 テイエム牧場門別分場 ４２８ ―１：５６．４１� １３５．９�
５９ ム コ ド ノ 牡２栗 ５５ 二本柳 壮江川 伸夫氏 武市 康男 日高 川上 武志 ４４８ ―１：５６．５� １５０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３２８，３００円 複勝： ２６，８９９，９００円 枠連： ２４，２４３，２００円

普通馬連： ６８，３０２，７００円 馬単： ５１，１２４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１６２，９００円

３連複： ７３，６７９，９００円 ３連単： １１１，８９２，２００円 計： ３９６，６３３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ４６０円 � ２９０円 � ２６０円 枠 連（２－８） １，０２０円

普通馬連 �� ５，４９０円 馬 単 �� １１，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１３０円 �� １，３８０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� １５，５８０円 ３ 連 単 ��� １１８，６５０円

票 数

単勝票数 計 １９３２８３ 的中 � ９０１０（７番人気）
複勝票数 計 ２６８９９９ 的中 � １４０２２（７番人気）� ２５３３５（６番人気）� ３０１０９（４番人気）
枠連票数 計 ２４２４３２ 的中 （２－８） １７６６２（５番人気）
普通馬連票数 計 ６８３０２７ 的中 �� ９１９０（２２番人気）
馬単票数 計 ５１１２４８ 的中 �� ３２０４（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１６２９ 的中 �� ２４２０（２４番人気）�� ３８２０（１８番人気）�� ３８９５（１６番人気）
３連複票数 計 ７３６７９９ 的中 ��� ３４９１（４５番人気）
３連単票数 計１１１８９２２ 的中 ��� ６９６（３０６番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．２―１３．５―１３．６―１３．３―１３．４―１２．２―１０．８―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．３―３８．８―５２．４―１：０５．７―１：１９．１―１：３１．３―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３４．３
１
３
４，７（２，８）（３，１５）１０（１，５，６）１３（１２，１１）（９，１４）１６・（４，７，８）（２，３，１５，１０）６，１（５，１３）１２，１１（９，１４，１６）

２
４

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

シングンレジェンド �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 ラ ム タ ラ 初出走

２００６．２．２６生 牡２鹿 母 ピ ロ ッ ト 母母 ウィーンコンサート １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 テイエムアーバン号の騎手加藤士津八は，第２競走での落馬負傷のため武士沢友治に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ロードカイザー号
※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。



３３００６１２月６日 晴 稍重 （２０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

４８ ステイドリーム 牡３青 ５６ 吉田 豊�ターフ・スポート佐々木亜良 門別 ナカノファーム ５２０＋ ４１：５２．４ ３．７�

１２ アバレダイコ 牡３栗 ５６ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５２４± ０１：５３．１４ ２．０�
７１４ ダイワライトニング 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹大城 敬三氏 松山 康久 早来 吉田牧場 B４７８＋ ２１：５３．２� ２１．６�
２４ メイスンファースト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 ４８８＋１０１：５３．８３� ２２．７�
３６ 	 バイタリティー 牡３芦 ５６ 中舘 英二水上 行雄氏 平井 雄二 浦河 笠松牧場 ４９８＋ ２ 〃 クビ ８８．６�
４７ マイネルビスタ 牡４栗 ５７ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４６８＋ ４ 〃 アタマ ８．９	
３５ 
 エーシンカマンダー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ４９０＋１２１：５３．９クビ １１．３

７１３	 エーブダンシング 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆田中 博康 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 B４７０＋１０ 〃 クビ ６３．３�

８１５ シンボリプロキオン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０６＋ ４ 〃 アタマ ２９．３�
６１１	 エクロジオン 牡５栗 ５７ 蛯名 正義吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ５００＋ ８１：５４．１� １０９．８
６１２	 ダノンギムレット 牡４青鹿５７ M．デムーロ�ダノックス 小島 太 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ４１：５４．３１ １０．７�

（伊）

５１０	 パ パ ノ エ ル 牡４栗 ５７ 柴山 雄一齊藤四方司氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４７０＋２４１：５４．４� ３３８．７�
５９ 	 オンワードオウガ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲丸田 恭介�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４５２＋ ８１：５５．１４ ４４０．５�
８１６ セントラルボーイ 牡４青鹿５７ 安藤 光彰玉井 英夫氏 岩城 博俊 門別 有限会社

飯田牧場 ５１６＋２８１：５５．７３� ５０２．７�
１１ ミラクルハニー 牝４黒鹿５５ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４３２－ ６１：５５．８クビ ６９．９�
２３ 	 カシノベガスター 牡４鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真柏木 務氏 二本柳俊一 門別 前川ファーム ５００＋ ８１：５６．８６ ４４２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１３４，１００円 複勝： ３８，５２６，６００円 枠連： ２５，８３１，１００円

普通馬連： ８５，２２９，０００円 馬単： ６２，１２１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８４３，９００円

３連複： ８９，８０６，２００円 ３連単： １４６，０１０，０００円 計： ４９６，５０２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ３９０円 枠 連（１－４） ２１０円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� １，１９０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� ８，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２２１３４１ 的中 � ４７７６２（２番人気）
複勝票数 計 ３８５２６６ 的中 � ６９９８５（２番人気）� １６８１６９（１番人気）� １２８７３（８番人気）
枠連票数 計 ２５８３１１ 的中 （１－４） ９４７０７（１番人気）
普通馬連票数 計 ８５２２９０ 的中 �� ２００２４８（１番人気）
馬単票数 計 ６２１２１４ 的中 �� ６２５２１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８４３９ 的中 �� ５３１０３（１番人気）�� ４５２５（１５番人気）�� ７１１８（９番人気）
３連複票数 計 ８９８０６２ 的中 ��� ３０９９２（６番人気）
３連単票数 計１４６０１００ 的中 ��� １２２９９（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．８―３７．３―４９．７―１：０１．７―１：１３．８―１：２６．５―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．６
１
３
８，１４（１，１６）（２，５，１３）（７，１０，４，１１，１５）１２－９，６－３
８，１４（１，５）（２，１３）（１６，１５）（７，１１，１２）４（６，９）１０＝３

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

勝馬の
紹 介

ステイドリーム �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．１．１３ 中山１着

２００５．３．１３生 牡３青 母 クロッサンドラ 母母 シクレノンビオス ５戦２勝 賞金 １８，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アイノカゼ号・ウインペイシェント号・ハイデフィニション号
※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。



３３００７１２月６日 晴 良 （２０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 （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

３５ ダイワシークレット 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４６６＋１０１：０８．６ ６．２�

２４ � エーシンエフダンズ 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-
ter Farm ５０４＋ ４ 〃 アタマ ６．４�

８１５ キヲウエタオトコ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４５６－ ４ 〃 クビ ５．２�
７１４� ワンダークラフティ 牡５鹿 ５７ 石橋 脩山本 信行氏 松永 幹夫 米 Takao Zako ５４４－ ２１：０８．７クビ １４．０�
３６ � ワンダータバスコ 牡５栗 ５７ 松田 大作山本 信行氏 羽月 友彦 三石 米田牧場 ４８８－ ２１：０８．８	 ３５．３�
１１ テイクザホーク 牡４鹿 ５７ 横山 典弘水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４７６＋ ２ 〃 アタマ ３０．２�
２３ ナチュラルウィン 牡５青鹿 ５７

５４ ▲草野 太郎吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム B４９０＋ ２１：０９．０１
 １５．４�
６１１ ノボディーヴォ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信	LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４８４＋ ４ 〃 ハナ ９２．５

４７ イーサンラヴ 牝４青鹿５５ 藤田 伸二国本 勇氏 松山 将樹 門別 新井 弘幸 ４４２－ ４１：０９．１	 ４０．０�
６１２ メジロガストン 牡３青鹿５６ 吉田 豊メジロ商事	 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４８８＋１０ 〃 アタマ ７１．３�
５１０ カシノリボン 牝３栗 ５４ 吉田 隼人柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山牧場 ４７０－１０１：０９．３１
 ２０．２
４８ ギンザマスタング 牡３鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人有馬 博文氏 的場 均 三石 土田 扶美子 ５０４＋ ６１：０９．５１
 １２７．２�
１２ サクライダテン 牡３青鹿 ５６

５５ ☆三浦 皇成	さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４６０－ ６ 〃 クビ ３．０�
５９ タケデンサンバ 牝５栗 ５５ 嘉藤 貴行武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４８０＋ ４１：０９．７１ ２８８．２�
８１６ ゴールデンリング 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�日進牧場 中野 隆良 様似 スイートフアーム B４６４＋１０１：０９．９１
 ３３．５�
７１３� サウスヒューマー 牝４鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真南波 壽氏 高橋 祥泰 米 WinStar
Farm, LLC ４６６－ ４１：１０．０	 １３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，５０９，４００円 複勝： ４０，１３１，４００円 枠連： ２８，８７４，７００円

普通馬連： １０２，０２１，７００円 馬単： ６２，８１１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，４７７，７００円

３連複： １０３，０２５，６００円 ３連単： １６９，８７０，５００円 計： ５６１，７２２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２４０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（２－３） １，４６０円

普通馬連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ８８０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ４，３５０円 ３ 連 単 ��� ２８，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２３５０９４ 的中 � ３０３１１（３番人気）
複勝票数 計 ４０１３１４ 的中 � ４１０９８（４番人気）� ５３８２４（３番人気）� ７１８５０（２番人気）
枠連票数 計 ２８８７４７ 的中 （２－３） １４６５７（７番人気）
普通馬連票数 計１０２０２１７ 的中 �� ３１９８３（７番人気）
馬単票数 計 ６２８１１５ 的中 �� ９６７２（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１４７７７ 的中 �� ９６９８（５番人気）�� ８６２０（６番人気）�� １５７８６（３番人気）
３連複票数 計１０３０２５６ 的中 ��� １７４９０（８番人気）
３連単票数 計１６９８７０５ 的中 ��� ４４２３（６０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．０―１１．６―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．３―４４．９―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワシークレット �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２００７．７．８ 福島２着

２００５．４．６生 牡３栗 母 パ ー レ イ 母母 Sister Aggie ２０戦３勝 賞金 ５７，５８６，０００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 ウルトラボルケーノ号・エフテーストライク号・オールタイムベスト号・セイウンバリュー号・

セフティバーニング号・ターニングポイント号・トキノムテキ号・レンデフルール号



３３００８１２月６日 晴 稍重 （２０中山５）第１日 第８競走 ��
��１，２００�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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１３ ファイナルスコアー 牡３栗 ５６
５５ ☆三浦 皇成 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８８－ ６１：１０．８ ２．５�

１１ ジェイケイボストン �５黒鹿５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５２２± ０ 〃 ハナ ４５．２�
５９ � アグネスカルミア 牝４黒鹿５５ M．デムーロ渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Fred M. Allor B４７４－ ６１：１０．９	 １９．７�

（伊）

２４ スナークユーチャン 牡４黒鹿５７ 吉田 豊杉本仙次郎氏 嶋田 潤 静内 見上牧場 B４７４－ ２１：１１．２１	 ３．０�
３５ グレイスサンセット 牝３鹿 ５４ 横山 典弘松岡 雅昭氏 加藤 和宏 門別 インターナショ

ナル牧場 ４８４－ ４１：１１．４	 ２４．８�
３６ スパーブスピリット �５鹿 ５７

５４ ▲草野 太郎みの商事� 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８０＋１０ 〃 ハナ ７．３�
７１４ ポートジェネラル 牡５栃栗５７ 幸 英明水戸眞知子氏 西園 正都 新冠 前川 隆範 B４８６－１２１：１１．６１
 ４１．０	
６１１� エ イ ワ ナ ギ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５２８± ０１：１１．９２ ２４．３

６１２� ラビットマン 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也井上 修一氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ５３０－ ４１：１２．４３ ３２９．６�
１２ コスモランゲル 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４２８－ ４１：１２．６１
 １１５．９�
８１６ ソリッドラヴ �６鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４７４－ ２ 〃 クビ ４５．２
４７ ティムガッド 牡４鹿 ５７

５６ ☆田中 博康伊達 敏明氏 上原 博之 門別 サンシャイン
牧場 ４９４－ ２１：１２．７クビ １２．９�

８１５� クレムリンエッグ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell
Farm ４８０＋ ２ 〃 クビ ５２．４�

２３ ハ ナ パ ッ ク 牝５鹿 ５５ 鷹野 宏史小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 静内 タイヘイ牧場 ５０８－ ２１：１２．９	 ４１．３�
５１０ マグネティックマン 牡８青鹿５７ 高橋 智大�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４７４＋ ４１：１３．０� ３３１．７�
４８ ニシノオニテツマル 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二西山 茂行氏 土田 稔 鵡川 西山牧場 B５２８＋ ８１：１３．７４ １９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，７６５，８００円 複勝： ３９，３９５，９００円 枠連： ２９，３８０，０００円

普通馬連： １０９，９２７，４００円 馬単： ７１，２５２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５９６，８００円

３連複： １０８，７０８，０００円 ３連単： １８１，６６３，４００円 計： ５９７，６８９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ６９０円 � ６００円 枠 連（１－７） ３，１５０円

普通馬連 �� ３，９７０円 馬 単 �� ５，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ９７０円 �� ６，３１０円

３ 連 複 ��� ２１，８９０円 ３ 連 単 ��� ９０，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２６７６５８ 的中 � ８５９８６（１番人気）
複勝票数 計 ３９３９５９ 的中 � １０４１３０（１番人気）� １１７０６（９番人気）� １３６２０（７番人気）
枠連票数 計 ２９３８００ 的中 （１－７） ６８９５（１１番人気）
普通馬連票数 計１０９９２７４ 的中 �� ２０４６７（１６番人気）
馬単票数 計 ７１２５２４ 的中 �� ９８０６（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５９６８ 的中 �� ６０２２（１５番人気）�� ８０００（６番人気）�� １１４８（５３番人気）
３連複票数 計１０８７０８０ 的中 ��� ３６６５（６６番人気）
３連単票数 計１８１６６３４ 的中 ��� １４８９（２５６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．２―１２．２―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．８―４６．０―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３７．０
３ ・（１，３）（８，１３）－（５，７，９）（６，１１）（４，１５，１６）１４，１２，２，１０ ４ １（３，１３）８（５，９）（７，６）（４，１１）１４（１５，１６）（２，１２）１０

勝馬の
紹 介

ファイナルスコアー �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 O’Reilly デビュー ２００８．３．１６ 中山２着

２００５．５．２３生 牡３栗 母 ファイナルデスティネーション 母母 Logical Lady ７戦３勝 賞金 ２６，５００，０００円
〔制裁〕 ハナパック号の騎手鷹野宏史は，最後の直線コースで外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１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 アンテリオール号・エイダイタカラブネ号・カイテキネオ号・ガッサンルーブル号・カフェリバティー号・

コウジンアルス号・スイートフィズ号・ダイワディライト号・テイエムゼネラル号・ファインセンテンス号・
ブルーチェイサー号・フレンチムスメ号・ミキノモナコ号・レッドスポーツカー号・ローランバーク号

※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６日 晴 良 （２０中山５）第１日 第９競走 ��３，５７０�イルミネーションジャンプステークス
発走１４時１０分 （ 芝 ）

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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円

コースレコード なし

２４ マルカラスカル 牡６黒鹿６３ 西谷 誠河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４９４－１２４：００．６ 基準タイム １．３�

６１１ ヘンリーゴンドーフ �４栗 ６０ 横山 義行 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４－ ４４：０５．２大差 １４．１�
６１２ ジュラナスリング 牡８鹿 ６０ 宗像 徹 �サンデーレーシング 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４５４± ０４：０５．３クビ ５５．６�
８１６ クールジョイ 牡１０栗 ６０ 金折 知則菱田 健氏 松元 茂樹 浦河 久保 時夫 ４７４－ ２ 〃 クビ １５．４�
５１０ ホットビスティー 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐ビスティーズホース

ユニオン 藤原 辰雄 浦河 高昭牧場 ５０２＋ ２４：０５．４クビ ４３．８�
２３ ジ ュ レ ッ プ �７鹿 ６０ 柴田 未崎 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４７０－ ６ 〃 アタマ ４９．９	
１２ ネヴァートルネード 牡６鹿 ６０ 平沢 健治�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４７２－ ４４：０５．６１� ９５．８

４８ サンエンタティナー �４青鹿６０ 山本 康志加藤 信之氏 岩戸 孝樹 浦河 安藤牧場 ４５４＋ ２４：０６．３４ ５０．６�
１１ ユウタービスケット 牡４芦 ６０ 蓑島 靖典上山 利広氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４９８＋ ８ 〃 クビ ２７．８�
７１４ トウカイマジック �６鹿 ６０ 穂苅 寿彦内村 正則氏 後藤 由之 三石 谷山 和喜 ４７８＋１０４：０７．１５ ４９．０
４７ � ヒ シ バ ト ル �６鹿 ６０ 大庭 和弥阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 浦河 中村 敏明 ４５８＋ ４４：０８．６９ ８３．９�
５９ ローランアントレ 牝５鹿 ５８ 江田 勇亮斉藤 敏博氏 水野 貴広 青森 諏訪牧場 ５０４＋ ４４：０９．０２� ８４．６�
３６ ストロングザイオン 牡５鹿 ６０ 金子 光希村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４９０＋１２４：２７．５大差 ４２．６�
３５ テンジンムサシ 牡７鹿 ６０ 浜野谷憲尚�テンジン 矢野 照正 幕別 ダービースタツド ５１０＋ ４ （競走中止） １０．１�
７１３ パルティアシチー 牡５黒鹿６０ 北村 浩平 �友駿ホースクラブ 田所 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６４－１２ （競走中止） ５４．４�
８１５ ファストソニック 牡４鹿 ６０ 柴田 大知平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４９６＋１６ （競走中止） １３２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，４２３，０００円 複勝： ５３，８３６，０００円 枠連： ２９，３０８，５００円

普通馬連： ８６，８９２，４００円 馬単： ８１，３６５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，３５４，１００円

３連複： ９４，００３，７００円 ３連単： ２２３，３８８，２００円 計： ６２３，５７１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � ８１０円 枠 連（２－６） ５５０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，０１０円 �� ２，８３０円

３ 連 複 ��� ６，４８０円 ３ 連 単 ��� １３，８００円

票 数

単勝票数 計 ２７４２３０ 的中 � １７５６０１（１番人気）
複勝票数 計 ５３８３６０ 的中 � ３７５３２７（１番人気）� ２８４０３（３番人気）� ５５７７（１１番人気）
枠連票数 計 ２９３０８５ 的中 （２－６） ３９９１２（２番人気）
普通馬連票数 計 ８６８９２４ 的中 �� ８３０６１（３番人気）
馬単票数 計 ８１３６５４ 的中 �� ６９１４４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７３５４１ 的中 �� ２０９６１（３番人気）�� ６４３８（１１番人気）�� ２１７８（３０番人気）
３連複票数 計 ９４００３７ 的中 ��� １０７１８（２２番人気）
３連単票数 計２２３３８８２ 的中 ��� １１９５２（３５番人気）

上り １マイル １：４７．２ ４F ５１．４－３F ３８．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルカラスカル �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．１０．２３ 京都３着

２００２．５．３生 牡６黒鹿 母 トレアンサンブル 母母 ダイナアクトレス 障害：９戦７勝 賞金 ２６４，９８４，０００円
〔競走中止〕 ファストソニック号は，１周目１号障害〔水ごう〕着地時に転倒したため競走中止。

パルティアシチー号は，３周目５号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
テンジンムサシ号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



３３０１０１２月６日 晴 良 （２０中山５）第１日 第１０競走 ��
��２，０００�

は ぼ た ん

葉 牡 丹 賞
発走１４時４５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 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

３３ トーセンジョーダン 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７６－ ４２：００．５ ４．６�
（仏）

８８ セイクリッドバレー 牡２栗 ５５ 吉田 隼人吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４７６± ０２：００．７１� ８．６�
８９ ロイヤルダリア 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二田中 由子氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５１８＋１０２：０１．４４ ６．０�
４４ テーオーストーム 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 門別 ヤナガワ牧場 ４８０± ０２：０１．５� ４．４�
７７ バックハウス 牡２栗 ５５ M．デムーロ池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４５０－ ４ 〃 アタマ ２６．２�

（伊）

２２ ミヤビリュウオー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４６４± ０ 〃 アタマ １３．０�
１１ メジロワーロック 牡２栗 ５５ 蛯名 正義	メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４９８－ ２２：０１．７１� ４．８

５５ ピサノシンボル 牡２鹿 ５５ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４２：０２．７６ １０．９�
６６ メジロポッター 牡２鹿 ５５ 中舘 英二	メジロ牧場 奥平 雅士 門別 戸川牧場 ５０８＋ ４２：０３．９７ ８．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３５，８０７，７００円 複勝： ５５，８０３，５００円 枠連： ３１，５２９，７００円

普通馬連： １５４，６２５，０００円 馬単： １１０，０６７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，９５０，０００円

３連複： １２７，１４５，８００円 ３連単： ３４２，５６４，０００円 計： ８９２，４９３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ２００円 枠 連（３－８） ８７０円

普通馬連 �� ２，６００円 馬 単 �� ４，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ５４０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ４，９１０円 ３ 連 単 ��� ２７，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３５８０７７ 的中 � ６２０１９（２番人気）
複勝票数 計 ５５８０３５ 的中 � ８９３４７（３番人気）� ５３３２３（５番人気）� ７６２６０（４番人気）
枠連票数 計 ３１５２９７ 的中 （３－８） ２６７７３（３番人気）
普通馬連票数 計１５４６２５０ 的中 �� ４３９０７（１３番人気）
馬単票数 計１１００６７３ 的中 �� １６７６９（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４９５００ 的中 �� ９８６４（１３番人気）�� １６６７９（６番人気）�� ９９３８（１１番人気）
３連複票数 計１２７１４５８ 的中 ��� １９１３０（２４番人気）
３連単票数 計３４２５６４０ 的中 ��� ９３５９（１２２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．９―１２．３―１２．５―１２．３―１２．７―１２．２―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．４―３５．３―４７．６―１：００．１―１：１２．４―１：２５．１―１：３７．３―１：４８．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンジョーダン 
�
父 ジャングルポケット 

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．１ 京都６着

２００６．２．４生 牡２鹿 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ ３戦２勝 賞金 １５，２０３，０００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。



３３０１１１２月６日 晴 良 （２０中山５）第１日 第１１競走 ��
��３，６００�第４２回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス（ＪｐｎⅡ）

発走１５時２０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，１９．１２．１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，１９．１１．３０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 １，１９０，０００円 ３４０，０００円 １７０，０００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
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

３：４１．６
３：４１．６

良

良

２４ エアジパング �５鹿 ５７ 横山 典弘 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４４４± ０３：４８．１ １１．９�

７１４ フローテーション 牡３栗 ５５ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８４± ０ 〃 クビ ３．８�
１２ トウカイエリート 牡８黒鹿５７ 上村 洋行内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４８０－ ８３：４８．５２� ３５．４�
６１１ ベンチャーナイン 牡３鹿 ５５ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ５００＋１８ 〃 クビ ７．９�
３５ ドラゴンファイヤー 牡４栗 ５７ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７２＋ ４３：４８．６� １０．０�
４７ マキハタサイボーグ �６鹿 ５８ 吉田 豊�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ４９８－ ４３：４８．９１	 １６．６	
２３ ビエンナーレ 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成松本 俊廣氏 河野 通文 静内 神垣 道弘 ４０８＋ ８３：４９．２１	 １４．４

５１０ トウカイトリック 牡６鹿 ５７ 幸 英明内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４４４＋ ２３：４９．３	 ５．４�
５９ レッドアゲート 牝３黒鹿５３ 中舘 英二ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３２＋ ２３：４９．４クビ ３４．４�
４８ メイショウクオリア 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４５６－１０３：４９．５� １７．６
３６ 
 トレオウオブキング 牡７鹿 ５７ 江田 照男千葉 正人氏 清水 英克 門別 浜本 幸雄 ４７２＋１０３：４９．６� １６３．９�
８１５ ゴーウィズウィンド 牡９黒鹿５７ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 国枝 栄 新冠 オートファー

ム �渡 B４６８± ０ 〃 クビ ２４４．３�
８１６ メイショウカチドキ 牡８鹿 ５７ 田中 勝春松本 好雄氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４８２± ０３：５０．３４ ５２．０�
６１２ ニシノデュー 牡７青鹿５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 奥平 雅士 鵡川 西山牧場 ４８４＋ ８ 〃 クビ １６０．０�
７１３ ナ イ ア ガ ラ 牡５芦 ５７ O．ペリエ 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２３：５０．４クビ ４．８�
（仏）

１１ メジロコルセア 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二メジロ商事� 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 B４９０＋１４３：５５．６大差 ７７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８２，６４２，２００円 複勝： １０３，３０３，４００円 枠連： １１０，２１２，８００円

普通馬連： ５２９，８４５，０００円 馬単： ２８８，４３８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１２，１９９，８００円

３連複： ５３８，９６０，５００円 ３連単： １，１０１，５５０，６００円 計： ２，８６７，１５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ３８０円 � １８０円 � ７２０円 枠 連（２－７） ７００円

普通馬連 �� ３，４２０円 馬 単 �� ８，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� ４，５５０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� ３５，２３０円 ３ 連 単 ��� ２３３，６１０円

票 数

単勝票数 計 ８２６４２２ 的中 � ５４９３８（６番人気）
複勝票数 計１０３３０３４ 的中 � ６５９６５（５番人気）� １９７６７２（１番人気）� ３０９５８（１０番人気）
枠連票数 計１１０２１２８ 的中 （２－７） １１６５０９（２番人気）
普通馬連票数 計５２９８４５０ 的中 �� １１４３５５（１５番人気）
馬単票数 計２８８４３８１ 的中 �� ２４４１０（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１２１９９８ 的中 �� ２０３５６（１７番人気）�� ５９５２（４９番人気）�� １２８８２（２８番人気）
３連複票数 計５３８９６０５ 的中 ��� １１２９３（１１１番人気）
３連単票数 計１１０１５５０６ 的中 ��� ３４８０（６４４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１３．７―１３．２―１２．６―１２．７―１２．１―１２．８―１３．２―１４．１―１３．７―１３．５―１２．４―１１．９―１２．１―１１．９
―１１．４―１２．３

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�
１３．０―２４．５―３８．２―５１．４―１：０４．０―１：１６．７―１：２８．８―１：４１．６―１：５４．８―２：０８．９―２：２２．６―２：３６．１

２，６００� ２，８００� ３，０００� ３，２００� ３，４００�
―２：４８．５―３：００．４―３：１２．５―３：２４．４―３：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」 上り４F４７．７―３F３５．６
�
�
１４（１３，１２）（４，３，１５）（８，１０）（２，６）７－（１，５）１６（１１，９）
１４（１３，１２）（４，３，１５，１０）（２，８，７）（６，５）（１１，９）１，１６

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

勝馬の
紹 介

エアジパング �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Halo デビュー ２００５．９．３ 札幌４着

２００３．３．２７生 �５鹿 母 エアパッション 母母 Shelia Dacre １６戦６勝 賞金 １３３，８５１，０００円
※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。
（非抽選馬） ６頭 エプソムアルテマ号・エーシンダードマン号・セタガヤフラッグ号・ドットコム号・ヒカルカザブエ号・

ボランタス号
※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。



３３０１２１２月６日 晴 良 （２０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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４８ � モルトグランデ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I
Bloodstock ４８２± ０１：０８．１ ２．８�

１２ レッドビームシチー 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豊浦 飯原牧場 B４９２± ０１：０８．３１� ２７．７�
６１１ ウエスタンヒート 牡４鹿 ５７ 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４７２± ０１：０８．４	 ４．６�
３５ エネルマオー 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 B４７０＋ ２ 〃 クビ ８．７�
１１ メジロシリング 牡５栗 ５７ M．デムーロ�メジロ牧場 北出 成人 洞爺 メジロ牧場 B５１０－１４１：０８．５クビ １９．３�

（伊）

２４ ハッピービーチ 牝４黒鹿５５ 幸 英明青山 洋一氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ２７．０	
２３ ウインイージス 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成�ウイン 佐々木晶三 浦河 笹地牧場 ５３０＋１０ 〃 ハナ ２３．９

５９ テーオーギャング 牡４黒鹿５７ 松田 大作小笹 公也氏 松永 幹夫 新冠 ビッグレッドファーム ５０４－ ４１：０８．７１� １８．５�
８１５� オーヴェール 牡６鹿 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 浅見 秀一 英 Tigerland Ltd ５３８± ０ 〃 ハナ １２２．０�
４７ ブライティアミラ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド B４６４－ ６ 〃 クビ ４７．４
７１３ アキノパンチ 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 松田 三千雄 ４９２± ０１：０８．８クビ ６１．９�
３６ � コスモラナップ 牡５栗 ５７ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Gainsborough
Stud（Austra-
lia）Pty Ltd

B４９８＋１２１：０９．４３	 １８１．３�
６１２ リキサンファイター 牡４栗 ５７ 蛯名 正義 �ハイパワー商事 高木 登 青森 オオタ牧場 ４７４＋ ４ 〃 ハナ ６．３�
８１６ ナンゴクプラネット 牝４黒鹿５５ O．ペリエ 渡 義光氏 武 宏平 鵡川 六角牧場 ４７６－１０ 〃 クビ ２０．２�

（仏）

７１４ メイビリーヴ 牝３栗 ５４ 松岡 正海千明牧場 松山 康久 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：０９．６１	 １２．６�
５１０ マリンフェスタ 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 B４７６－１０１：０９．９２ ９２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，５９５，９００円 複勝： ７３，８６７，４００円 枠連： ５７，７９４，９００円

普通馬連： ２２５，１６６，３００円 馬単： １３０，９８７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，２４０，９００円

３連複： ２２１，１４４，８００円 ３連単： ４７０，６０５，２００円 計： １，２８２，４０３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � ５４０円 � １７０円 枠 連（１－４） ２，１３０円

普通馬連 �� ６，４９０円 馬 単 �� １０，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ２５０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� ７，９５０円 ３ 連 単 ��� ４９，９７０円

票 数

単勝票数 計 ４４５９５９ 的中 � １２７２０８（１番人気）
複勝票数 計 ７３８６７４ 的中 � ２３９８８８（１番人気）� ２１８９５（１０番人気）� １１６１９５（２番人気）
枠連票数 計 ５７７９４９ 的中 （１－４） ２００４１（１１番人気）
普通馬連票数 計２２５１６６３ 的中 �� ２５６２８（２１番人気）
馬単票数 計１３０９８７９ 的中 �� ９６３０（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８２４０９ 的中 �� １０４２４（１３番人気）�� ６９８３５（１番人気）�� ５８９９（２６番人気）
３連複票数 計２２１１４４８ 的中 ��� ２０５３２（２１番人気）
３連単票数 計４７０６０５２ 的中 ��� ６９５１（１３９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１０．７―１１．３―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．１―３２．８―４４．１―５５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モルトグランデ �
�
父 War Chant �

�
母父 Capote デビュー ２００６．１１．１８ 東京３着

２００４．２．１７生 牡４鹿 母 New Dice 母母 Get Lucky １８戦５勝 賞金 １０８，５３９，０００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。
（非当選馬） １頭 ニシノプライド号
※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。



（２０中山５）第１日 １２月６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３１９，４２０，０００円
３，３８０，０００円
９，７５０，０００円
３，１４０，０００円
３５，１１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，５０９，０００円
５，８２７，２００円
１，８５８，４００円

勝馬投票券売得金
３５４，９２７，９００円
５５２，３５６，４００円
４０９，９１３，２００円
１，６０３，８３４，７００円
１，０５３，３７５，７００円
４２２，７５０，２００円
１，６２２，８６９，５００円
３，１６７，０７７，６００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 ９，１８７，１０５，２００円

総入場人員 ２９，６６１名 （有料入場人員 ２５，４７９名）




