
３３００１１２月５日 晴 重 （２１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

４８ バイナリースター 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 安平 追分ファーム ５３０± ０１：１１．２ ４．７�

３６ オ ク ル ス 牝２鹿 ５４ 田中 勝春山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５６＋ ２１：１２．１５ ３．９�
５９ ハタノディアナ 牝２栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �グッドラック・ファーム 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ５２４＋ ２１：１２．３１� １６．４�

６１２ ゴールインマーク 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹�ミルファーム 小笠 倫弘 浦河 ミルファーム ４８２＋ ４１：１２．５１� １４．６�
７１３ マイネルリファイン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新ひだか 山本 昇寿 B４５２＋ ２１：１２．６� １５．４�
８１６ ディアビリーヴ 牡２青鹿５５ 中舘 英二寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ ２．０	
２４ タイセイローザ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前川 正美 B４４６－ ６１：１２．８１� １１２．８

６１１ ギャンビット 牡２栗 ５５ 鷹野 宏史西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム ５２６＋ ８１：１３．１１� ８１．８�
１２ タマモキャンディ 牝２青鹿５４ 石橋 脩タマモ� 清水 英克 新冠 対馬 正 ４３６－ ８１：１３．２� ２２６．３�
１１ インターラーケン 牡２栗 ５５ 北村 宏司後藤 繁樹氏 古賀 慎明 新冠 競優牧場 ４８２± ０ 〃 アタマ ８１．２
２３ ク ロ ヒ ョ ウ 牝２黒鹿５４ M．デムーロ吉澤 克己氏 矢野 英一 えりも 能登 浩 ４２８＋１６１：１３．８３� ６０．９�

（伊）

３５ ナロウエスケープ 牝２鹿 ５４ 高山 太郎北所 直人氏 佐藤 全弘 新冠 隆栄牧場 ４３０－１４１：１３．９クビ ３１５．５�
７１４ ジツリキザッツワン 牡２黒鹿５５ 吉田 稔河合實貴男氏 大竹 正博 浦河 細道牧場 ４７４＋ ８ 〃 クビ ６７．０�

（愛知）

５１０ デルマコルネリア 牝２芦 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４６０＋ ４１：１４．０� ３９４．３�
８１５ イーストバード 牡２栗 ５５ 小野 次郎岩崎 銀一氏 中島 敏文 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ ３５２．１�
４７ チェンジストリーム 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝杉山 忠国氏 松山 将樹 新ひだか 明治牧場 ４７８－１０１：１４．１� ５２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６１２，５００円 複勝： ３６，２８７，１００円 枠連： １３，９５０，２００円

普通馬連： ５６，４７９，４００円 馬単： ４４，５４９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８６２，４００円

３連複： ７５，４９９，６００円 ３連単： １１６，６２４，５００円 計： ３８５，８６４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ３５０円 枠 連（３－４） ８１０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ７４０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 ��� １１，０３０円

票 数

単勝票数 計 １９６１２５ 的中 � ３３０８９（３番人気）
複勝票数 計 ３６２８７１ 的中 � ８１７１１（２番人気）� ５６６１４（３番人気）� ２０７２１（６番人気）
枠連票数 計 １３９５０２ 的中 （３－４） １２７６８（３番人気）
普通馬連票数 計 ５６４７９４ 的中 �� ５０３３７（３番人気）
馬単票数 計 ４４５４９１ 的中 �� １８６００（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８６２４ 的中 �� １６０４１（３番人気）�� ７４０９（９番人気）�� ５５７３（１２番人気）
３連複票数 計 ７５４９９６ 的中 ��� ２０７３８（９番人気）
３連単票数 計１１６６２４５ 的中 ��� ７８０６（３５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．１―１２．２―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．６―４５．８―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バイナリースター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．１ 東京１２着

２００７．３．２７生 牝２鹿 母 チャペルラヴァー 母母 ク ロ ー ズ ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ハタノディアナ号の騎手伊藤工真は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１６番への進路影響）
※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） １頭 カシノアレグロ号
（非抽選馬） １頭 ツクバグローバル号
※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。



３３００２１２月５日 晴 重 （２１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）

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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

７１４ ツクバエンジェル 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義荻原 昭二氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８２－ ４１：５６．３ ２．１�

６１１ イニモニマニモ 牝２黒鹿５４ 武士沢友治瀬谷 �雄氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 B４８０＋ ４１：５６．４� １０４．５�
２３ アマーレトウショウ 牝２栗 ５４ 池添 謙一トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４３４－ ２ 〃 クビ １０．４�
４８ ニシノキュアノス 牝２青鹿５４ 三浦 皇成西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４７４－ ２１：５６．５クビ ２．８�
６１２ ドラゴンソニック 牝２青鹿５４ 菊沢 隆徳窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０＋ ２１：５７．２４ ２６．８�
５９ サングレアズール 牝２鹿 ５４

５３ ☆宮崎 北斗青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 ４９４－ ２１：５７．６２� ６．１	
２４ ミュージーロージー 牝２栃栗５４ 村田 一誠海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：５７．８１ ３８．９

８１６ エクセレントラック 牝２鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎 �荻伏服部牧場 天間 昭一 新ひだか 小河 豊水 ４７４－ ２ 〃 アタマ ２０．８�
７１３ フラメンコスケッチ 牝２鹿 ５４ 吉田 稔長塩 豊氏 清水 英克 青森 一山育成牧場 ４５６± ０１：５８．２２� １３２．９

（愛知）

５１０ ジェイケイオペラ 牝２栗 ５４ 北村 宏司小谷野次郎氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤川フアーム ４５２－１２１：５８．８３� ４４．５�
３５ ハローハピネス 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４２２－ ６１：５９．４３� １９３．９�
１１ ヒネラウカタウリ 牝２栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 神垣 道弘 ４７８± ０１：５９．６１� ５２０．０�
１２ マウントオーヒ 牝２青鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 信広 ４８８－ ６２：００．３４ ２１６．６�
４７ オペラソング 牝２栗 ５４ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４５４－ ４２：０１．０４ １８６．７�
８１５ エ ド ヅ マ 牝２鹿 ５４ 高山 太郎�テンジン 佐藤 全弘 日高 野口牧場 ４７４－ ６２：０１．７４ ４５５．０�

（１５頭）
３６ テ ィ ア レ 牝２芦 ５４ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １６，６２８，９００円 複勝： ２５，０９３，１００円 枠連： １７，０７３，８００円

普通馬連： ４９，６２１，５００円 馬単： ３８，９６２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３２７，５００円

３連複： ６０，７７２，４００円 ３連単： １０４，０７８，６００円 計： ３３１，５５８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � １，３８０円 � ２３０円 枠 連（６－７） ２，７２０円

普通馬連 �� ８，６５０円 馬 単 �� １２，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７８０円 �� ４８０円 �� ６，６１０円

３ 連 複 ��� １８，７６０円 ３ 連 単 ��� １０５，３７０円

票 数

単勝票数 計 １６６２８９ 的中 � ６２４７４（１番人気）
複勝票数 計 ２５０９３１ 的中 � ７６４５７（１番人気）� ３０６５（９番人気）� ２６２４２（４番人気）
枠連票数 計 １７０７３８ 的中 （６－７） ４６４５（９番人気）
普通馬連票数 計 ４９６２１５ 的中 �� ４２３７（２１番人気）
馬単票数 計 ３８９６２７ 的中 �� ２２９１（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３２７５ 的中 �� １６３７（２４番人気）�� １１１３７（５番人気）�� ６７７（４０番人気）
３連複票数 計 ６０７７２４ 的中 ��� ２３９２（４７番人気）
３連単票数 計１０４０７８６ 的中 ��� ７２９（２０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．７―３７．６―５１．３―１：０４．６―１：１７．６―１：３０．３―１：４３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．７
１
３

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

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

ツクバエンジェル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１１．２２ 東京３着

２００７．５．２１生 牝２鹿 母 ウェディングハニー 母母 ヘイアンパール ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔出走取消〕 ティアレ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エドヅマ号は，平成２２年１月５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エプソムカーニバル号・トゥルーゴールド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３３００３１２月５日 晴 稍重 （２１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 ６２５，０００
６２５，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

６１１ バトルシュリイマン 牡２鹿 ５５ 的場 勇人宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４７０＋ ８１：３５．１ ７．４�

１２ ネバークイン 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成澤 洋氏 河野 通文 新ひだか マークリ牧場 ４５６± ０１：３５．９５ ３．１�
３５ マ ー ニ ー 牝２鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ３８６－ ２ 〃 クビ ４５．６�
２３ ショウナンアストン 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム ４９２＋１８１：３６．２１� ２８．６�
８１６ ロードターゲット 牡２鹿 ５５ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 須崎牧場 ４７０＋ ２ 〃 同着 ２．５�
２４ ハッピーデュランダ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義岡田 勇氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４７４＋ ６ 〃 アタマ ３３．６�
３６ ジュンノアスカ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４６０＋ ４１：３６．４１� ２６．８	
５１０ ラブキンバリー 牝２栗 ５４

５３ ☆宮崎 北斗増田 陽一氏 田島 俊明 日高 池添 安雄 ４３６＋ ６１：３６．５� １５６．１

７１４ スズカケノミチ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信武岡 雅子氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３４－ ４１：３６．７１� ４８．８�
６１２ メイショウフロリナ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 太陽牧場 ４２８－ ６ 〃 ハナ １７．３�
４８ ゴールドパンチ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４９０＋１２ 〃 ハナ ３６．６
８１５ コスモアルメリア 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 成隆牧場 ４２２－ ４１：３６．８クビ ７．３�
１１ サ コ 牝２黒鹿５４ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４５４＋ ８ 〃 クビ ２３５．５�
４７ ランバレーノ 牝２芦 ５４ 加藤士津八 �賀張中川牧場 佐々木亜良 日高 中川 浩典 ４２２－ ２１：３７．４３� ２３２．３�
５９ ネオイグザンプル 牝２鹿 ５４ 吉田 豊嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 服部 牧場 ４７２± ０１：３７．６１ １１２．２�
７１３ レイオブホープ 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司 �ワイ・アール・シー 郷原 洋行 新ひだか 三石橋本牧場 ４５８－ ２１：３９．８大差 ３５１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３３０，２００円 複勝： ２８，６７４，３００円 枠連： ２３，３４０，９００円

普通馬連： ５６，７１７，０００円 馬単： ４４，０４５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２０７，１００円

３連複： ７１，６４０，８００円 ３連単： １０９，６１６，７００円 計： ３７５，５７２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２９０円 � １６０円 � ６３０円 枠 連（１－６） ９７０円

普通馬連 �� １，３６０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ４，０３０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� １１，６００円 ３ 連 単 ��� ５８，３３０円

票 数

単勝票数 計 １７３３０２ 的中 � １８５０５（４番人気）
複勝票数 計 ２８６７４３ 的中 � ２４１５１（４番人気）� ６５８９２（２番人気）� ９１９８（８番人気）
枠連票数 計 ２３３４０９ 的中 （１－６） １７９２３（４番人気）
普通馬連票数 計 ５６７１７０ 的中 �� ３０８１９（５番人気）
馬単票数 計 ４４０４５４ 的中 �� ９２７３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２０７１ 的中 �� １０４６１（４番人気）�� １３８７（４０番人気）�� ７５２６（６番人気）
３連複票数 計 ７１６４０８ 的中 ��� ４５５９（３５番人気）
３連単票数 計１０９６１６７ 的中 ��� １３８７（１６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．１―３４．９―４７．１―５９．３―１：１１．５―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８

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

勝馬の
紹 介

バトルシュリイマン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１０．１０ 東京５着

２００７．２．２８生 牡２鹿 母 グッドポジション 母母 トップポジション ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走状況〕 メイショウフロリナ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 ラブキンバリー号の調教師田島俊明は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

メイショウフロリナ号の騎手吉田隼人は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（１３番・１４番への進路影響）
〔その他〕 レイオブホープ号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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） ２頭 オウシュウヒット号・クリアデイソング号
（非抽選馬） １頭 ボルドマキシマム号



３３００４１２月５日 曇 重 （２１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

８１１ ユ ド ロ 牡２黒鹿５５ 的場 勇人吉田 和美氏 牧 光二 新ひだか 橋本牧場 ４５２ ―１：１２．８ ２０．９�

６７ シゲルキヨマサ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩森中 蕃氏 西園 正都 新ひだか 城地 清満 ４８０ ― 〃 クビ ２．１�
２２ ダ イ キ リ ー 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成齊藤四方司氏 土田 稔 日高 下河辺牧場 ５３０ ―１：１３．２２� ３．９�
３３ ザ ハ ブ 牝２栗 ５４ 吉田 稔 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 新ひだか 服部 牧場 ５１４ ―１：１３．５２ ９．５�
（愛知）

５５ バゴプリンス 牡２鹿 ５５ A．スボリッチ 志賀加代子氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ５０４ ―１：１３．８１� ７９．１�
（独）

７９ アーティカル 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣�三嶋牧場 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ４４０ ―１：１４．５４ ４．３	
８１２� ミリオンヨハネス 牡２栗 ５５ 吉田 隼人�岡崎牧場 石毛 善彦 米

Nursery Place
& Dr. Mark S.
Rayburg

４４０ ―１：１４．８１� ２０．９�
４４ マイフェイヴァー 牡２鹿 ５５ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ４５８ ― 〃 クビ １７０．３

５６ セカンドチャーター 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真広田 伸七氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム B４４６ ―１：１５．０１� ２４．２�
６８ イーストダンデイ 牡２鹿 ５５ 鈴来 直人中山 速水氏 浅野洋一郎 日高 インターナショ

ナル牧場 ４７８ ―１：１５．７４ １３７．５�
７１０ ダイワスコーピオン 牡２黒鹿５５ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 新冠 パカパカ

ファーム ４３４ ―１：１７．３１０ ８４．９
１１ スズノホホエミ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥小紫 芳夫氏 嶋田 潤 新ひだか 小河 豊水 ４２８ ―１：１７．５１	 ７７．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，１８４，５００円 複勝： ２３，３４８，３００円 枠連： １４，９８８，３００円

普通馬連： ４８，５６４，６００円 馬単： ４１，１９２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４６７，９００円

３連複： ５４，６４０，２００円 ３連単： １００，０９３，６００円 計： ３１９，４７９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０９０円 複 勝 � ３１０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（６－８） ７７０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ５，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ７４０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� １９，９４０円

票 数

単勝票数 計 １９１８４５ 的中 � ７２３４（５番人気）
複勝票数 計 ２３３４８３ 的中 � １３０１６（５番人気）� ７０５０４（１番人気）� ４４８５９（２番人気）
枠連票数 計 １４９８８３ 的中 （６－８） １４３８１（３番人気）
普通馬連票数 計 ４８５６４６ 的中 �� ２２７３７（５番人気）
馬単票数 計 ４１１９２１ 的中 �� ５９１１（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４６７９ 的中 �� ６７４８（７番人気）�� ５１７４（１０番人気）�� ２３８７４（１番人気）
３連複票数 計 ５４６４０２ 的中 ��� ２３７１２（４番人気）
３連単票数 計１０００９３６ 的中 ��� ３７０５（６０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．５―１２．３―１２．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．７―４７．０―５９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３８．１
３ ・（５，７，１１）２，１２，９（３，６）＝４－８－１＝１０ ４ ・（５，７，１１）２－（３，９）１２－６－４－（１，８）＝１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ユ ド ロ �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 リアルシヤダイ 初出走

２００７．３．１生 牡２黒鹿 母 タイキコメット 母母 ミーティングアジョーンド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 アーティカル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



３３００５１２月５日 曇 稍重 （２１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
１：４６．６

良

良

１２ セラフィーヌ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：４９．０ １１．２�

２４ ムーンライトソード 牡２栗 ５５ C．スミヨン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：４９．１� ２．５�
（仏）

７１３ ドクトルジバゴ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４６４ ―１：４９．９５ ２．９�
（伊）

５１０ ネオヴェリーブル 牡２鹿 ５５ 田中 博康小林 仁幸氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９６ ―１：５０．３２� １７．９�

８１６ グーテデロワ 牝２黒鹿５４ 村田 一誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 ４３４ ―１：５０．７２� １４７．４�

６１１ モンテマツリ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５２２ ―１：５０．８� ８．４	
８１５ トモノスイング 牝２青 ５４ 大野 拓弥アーネストクラブ 平井 雄二 新ひだか 高橋 修 ４２２ ― 〃 クビ １１５．６

６１２ アマゾニアン 牝２青鹿５４ A．クラストゥス �広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 ４４８ ―１：５１．０１� ９３．４�

（仏）

５９ グローリースウェア 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 高橋 義博 安平 ノーザンファーム ４８８ ―１：５１．２１� １２２．０�
１１ ゲットゼアー 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成臼田 浩義氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４５８ ―１：５１．３� ３５．３
３５ カサドールバンダム 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４２０ ―１：５１．４クビ ３９．１�
４８ レオヒリュウ 牡２黒鹿５５ 江田 照男田中 博之氏 岩戸 孝樹 平取 二風谷ファーム ４５６ ―１：５１．７１� ２０．４�
２３ トーセンドンファン 牡２黒鹿５５ 松岡 正海島川 �哉氏 清水 利章 浦河 バンブー牧場 ４８８ ―１：５１．９� １４．４�
３６ カシマパステル 牝２鹿 ５４ 田中 勝春松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４５４ ― 〃 ハナ ６９．４�
４７ トミケンボヌール 牡２栗 ５５ 吉田 稔冨樫 賢二氏 和田 正道 新冠 長浜 忠 ４８８ ―１：５２．１１� ２７３．２�

（愛知）

７１４ アサクサマリンバ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２ ― 〃 ハナ １０２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３１７，３００円 複勝： ３０，３５０，６００円 枠連： ２０，０７３，５００円

普通馬連： ６１，３２５，６００円 馬単： ４９，２８７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５２７，５００円

３連複： ７３，９７５，７００円 ３連単： １１４，２４３，５００円 計： ３９４，１０１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（１－２） ７９０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ３，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ５６０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� １０，７００円

票 数

単勝票数 計 ２１３１７３ 的中 � １５１１４（４番人気）
複勝票数 計 ３０３５０６ 的中 � ２２８８７（４番人気）� ８８２８１（１番人気）� ７７３２４（２番人気）
枠連票数 計 ２００７３５ 的中 （１－２） １８８７８（２番人気）
普通馬連票数 計 ６１３２５６ 的中 �� ３４２５１（３番人気）
馬単票数 計 ４９２８７８ 的中 �� １１２３８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５２７５ 的中 �� １２８８７（２番人気）�� ８４１７（５番人気）�� ５０２６０（１番人気）
３連複票数 計 ７３９７５７ 的中 ��� ５３３９２（２番人気）
３連単票数 計１１４２４３５ 的中 ��� ７８８１（２３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．２―１３．１―１１．４―１２．１―１２．６―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３６．０―４９．１―１：００．５―１：１２．６―１：２５．２―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

セラフィーヌ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Nureyev 初出走

２００７．２．１３生 牝２鹿 母 セニョラージェ 母母 Suavite １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ムーンライトソード号の騎手C．スミヨンは，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（１４番・８番への進路影響）

ゲットゼアー号の騎手三浦皇成は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１４番への進路影響）
ネオヴェリーブル号の騎手田中博康は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１５番への進
路影響）

※ドクトルジバゴ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



３３００６１２月５日 曇 重 （２１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
１：４７．８

重

重

２３ ユニヴァースガイ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１２＋１２１：５３．４ １３．９�

３６ ヤマタケディガー 牡３栗 ５６ 三浦 皇成山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４５６＋ ６ 〃 クビ １０．３�
１１ � クールフォーマ �４鹿 ５７ 田中 勝春川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 ５２４－ ８１：５３．５	 １１．９�
４８ 
� ホウショウアマネ 牝４芦 ５５ 松岡 正海芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ４８８＋ ８１：５３．８２ ２１．９�
５９ 
 ティグフォルテ 牡４栗 ５７ 大庭 和弥�嶋 祐子氏 牧 光二 米 Boyd Lynch ４９２＋ ４１：５３．９クビ ８．２�
８１６ ウエイクアイランド 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ５００＋ ４１：５４．０	 ３．３�
１２ ニュージェットラン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩本間 茂氏 柴田 政人 浦河 野表 春雄 ４７６＋ ６ 〃 アタマ １６．４	
７１４ メジロスプレンダー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６２＋ ８ 〃 アタマ ２４．４

３５ サクラリーバポート 牡４鹿 ５７ 田中 博康�さくらコマース勢司 和浩 静内 伊藤 敏明 ４６６＋１２１：５４．４２	 ２１．３�
５１０ ダイワレギオン 牡３栗 ５６

５５ ☆丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B５０２－ ４１：５４．６１� ２７．２
６１２ ヒカルプリンス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�橋 京子氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋ ４ 〃 クビ ３．２�
２４ リ キ ュ ウ 牡５栗 ５７

５４ ▲丸山 元気中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ５１８＋２０１：５５．０２	 １９４．２�
８１５ モルフェキセキ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治並河賢一郎氏 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４７８－ ２１：５５．１� ８０．０�
７１３� トップランナー 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 水上ふじ子氏 鈴木 伸尋 浦河 笠松牧場 ５０６＋２６１：５５．２クビ １２１．４�

（仏）

４７ � リバーミラクル 牡４栗 ５７ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 道見牧場 ５３８＋１２１：５５．６２	 ４９６．５�
６１１� ヨイチラブソング 牡３青鹿５６ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 高村牧場 ４６８－１０１：５６．８７ １６８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６３２，９００円 複勝： ３５，９８６，７００円 枠連： ２５，４７３，０００円

普通馬連： ７８，５２４，６００円 馬単： ５０，４６９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，８６８，８００円

３連複： ９３，０８２，２００円 ３連単： １３６，１６９，８００円 計： ４７４，２０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ４３０円 � ３１０円 � ３６０円 枠 連（２－３） ３，８００円

普通馬連 �� ６，１５０円 馬 単 �� １１，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６９０円 �� １，８９０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� １７，３４０円 ３ 連 単 ��� １２９，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２４６３２９ 的中 � １３９９０（６番人気）
複勝票数 計 ３５９８６７ 的中 � ２１１８４（７番人気）� ３２９３５（３番人気）� ２６２０５（５番人気）
枠連票数 計 ２５４７３０ 的中 （２－３） ４９５６（１６番人気）
普通馬連票数 計 ７８５２４６ 的中 �� ９４３７（２８番人気）
馬単票数 計 ５０４６９０ 的中 �� ３３１０（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９８６８８ 的中 �� ４３３６（２２番人気）�� ３８７８（２９番人気）�� ５７２７（１６番人気）
３連複票数 計 ９３０８２２ 的中 ��� ３９６２（７２番人気）
３連単票数 計１３６１６９８ 的中 ��� ７７９（４９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．６―５１．０―１：０３．３―１：１５．７―１：２８．０―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユニヴァースガイ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２００８．１０．２５ 東京９着

２００６．２．７生 牡３栗 母 タヤスロマンス 母母 スカーレットリボン １２戦２勝 賞金 １８，２００，０００円
〔制裁〕 ヤマタケディガー号の騎手三浦皇成は，１コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
※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。
（非抽選馬） ２頭 ケンメイオウ号・デルマアルタイル号
※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５日 曇 重 （２１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）

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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４７ � グリフィンゲート 牡３鹿 ５６ 田中 勝春吉田 好雄氏 手塚 貴久 米 Summer
Wind Farm ４９０＋ ８１：１０．０ ２．５�

４８ プレンティラヴ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム B５０４＋１８１：１０．３１� ４．３�
８１６	 トーホウカラブラン 牡５青鹿５７ 田辺 裕信東豊物産� 古賀 史生 門別 竹島 幸治 ５０８＋１６１：１０．５１ ２６．８�
３５ コ ス モ オ ー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 畔高牧場 ５４６＋ ２ 〃 ハナ １１９．９�
１１ チャームキャップ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４５８＋ ４ 〃 クビ ９０．６�
３６ フェイクスター 
３栗 ５６ 後藤 浩輝山上 和良氏 菊川 正達 静内 金 宏二 ４８４± ０ 〃 ハナ ５．５	
１２ コリコパット 牡３鹿 ５６

５５ ☆宮崎 北斗吉田 照哉氏 武藤 善則 浦河 社台ファーム ４４２± ０１：１０．６クビ ３４．７

２４ アプローズヒーロー 牡５鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４６４＋ ２１：１１．０２� ３３．３�
２３ モアザンスマート 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４７６＋ ２１：１１．１� ９．９�
６１２ ゴールドエンデバー 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４９６＋１０１：１１．２クビ １７．０
５１０ スマートエッジ 
９黒鹿５７ 石神 深一大川 徹氏 佐々木亜良 浦河 ヤマダフアーム ４５２＋１２ 〃 クビ ２１８．７�
８１５ ジョウテンロマン 牡６栗 ５７ 小林 久晃田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４８８＋ ２１：１１．６２� ２０８．０�
５９ ベルモントバジル 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ４３８± ０ 〃 アタマ １２８．５�
７１３ カラベルラティーナ 牝５鹿 ５５ 吉田 稔 �キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４３６＋ ６ 〃 クビ ２１．５�

（愛知）

６１１	 フェールクークー 牝４栗 ５５ 蛯名 正義�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４５２＋ ２１：１１．８１� １１．４�
７１４� ボストンキコウシ 牡６鹿 ５７ 津村 明秀ボストンホース� 松山 康久 米 David E.

Hager, II B５００－ ６１：１２．０１� １１８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４１４，２００円 複勝： ４３，１４８，１００円 枠連： ２９，２３５，１００円

普通馬連： ９１，４９５，２００円 馬単： ５８，８６８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７７９，７００円

３連複： ９８，７５４，１００円 ３連単： １６３，３３５，８００円 計： ５４４，０３０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ４８０円 枠 連（４－４） ５４０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ７８０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ２，６４０円 ３ 連 単 ��� ７，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２６４１４２ 的中 � ８６１４３（１番人気）
複勝票数 計 ４３１４８１ 的中 � １２６７２９（１番人気）� ６９０６５（２番人気）� １５１９４（９番人気）
枠連票数 計 ２９２３５１ 的中 （４－４） ４０２６２（２番人気）
普通馬連票数 計 ９１４９５２ 的中 �� １２８９４９（１番人気）
馬単票数 計 ５８８６８２ 的中 �� ４９８９７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７７９７ 的中 �� ３９９７９（１番人気）�� ９５４８（８番人気）�� ６４７０（１３番人気）
３連複票数 計 ９８７５４１ 的中 ��� ２７６５８（６番人気）
３連単票数 計１６３３３５８ 的中 ��� １５６３９（９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．３―１１．６―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．６―４５．２―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グリフィンゲート �
�
父 Speightstown �

�
母父 Meadowlake デビュー ２００８．１２．２１ 中山９着

２００６．２．１１生 牡３鹿 母 People’s Princess 母母 Cassowary ９戦３勝 賞金 ３２，８００，０００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。



３３００８１２月５日 曇 稍重 （２１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 （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 ゼットオーラ 牡３青鹿５６ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新冠 岩見牧場 ４９６－ ２１：０７．９ ３．５�

６１０� レイザーバック 牡７青鹿５７ 中舘 英二岡部 益周氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ４９８＋１０１：０８．１１� ２９．３�
５９ エイシンフェアリー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４３８－１２１：０８．３１� １４．９�
８１４	 ナイキアプロード 
５黒鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真小野 誠治氏 古賀 史生 米
Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

B４７４－ ６ 〃 ハナ ２．６�
２３ カレンナサクラ 牝５栗 ５５ 吉田 隼人北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６６－ ２１：０８．４クビ １４．１�
３４ � ミサトバレー 牝４栗 ５５ 武士沢友治戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４４０－ ４ 〃 ハナ １８４．９�
４６ タマニューホープ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５６＋ ４ 〃 クビ ２２．５	
１１ ポールアックス 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５２８＋ ４１：０８．５クビ ２０．０

４７ 	 サラトガティプトン 牡５鹿 ５７ 木幡 初広櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I

Bloodstock ４７８＋ ６ 〃 同着 ２５．０�
６１１ オリオンザブラック 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４４４＋ ２１：０８．８１� ３１．４�
５８ 	� スコルピオンキッス 牝５栗 ５５ M．デムーロ �社台レースホース鹿戸 雄一 米 Shadai Farm ４７４＋ ６１：０９．０� １４．９

（伊）

８１５� アラマサローズ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４３８＋ ２ 〃 アタマ ５．９�
２２ � メイプルスペシャル 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲丸山 元気川上 悦夫氏 高市 圭二 新冠 川上牧場 ５０８＋１４１：０９．１� ５４１．２�
７１２� クレセントシップ 
３鹿 ５６ 西田雄一郎栗本 博晴氏 本間 忍 早来 ノーザンファーム ４５４± ０１：０９．２クビ ４６４．６�
７１３ ジョイフルスマイル 牝４栗 ５５ 吉田 稔上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム B４６２－ ２１：０９．７３ １９０．３�

（愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，２９５，８００円 複勝： ４３，３８０，７００円 枠連： ２８，９１３，６００円

普通馬連： ９９，３０８，６００円 馬単： ６６，１９９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，４５８，４００円

３連複： １０４，２１２，６００円 ３連単： １８１，５６７，３００円 計： ５８４，３３６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � ２００円 � ６９０円 � ５２０円 枠 連（３－６） ２，４９０円

普通馬連 �� ４，７７０円 馬 単 �� ８，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６００円 �� １，１９０円 �� ３，８００円

３ 連 複 ��� １７，７３０円 ３ 連 単 ��� ９７，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２８２９５８ 的中 � ６３９６９（２番人気）
複勝票数 計 ４３３８０７ 的中 � ７０５１４（２番人気）� １４４２１（１０番人気）� ２００２０（６番人気）
枠連票数 計 ２８９１３６ 的中 （３－６） ８５７７（９番人気）
普通馬連票数 計 ９９３０８６ 的中 �� １５３８２（１８番人気）
馬単票数 計 ６６１９９２ 的中 �� ６００６（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２４５８４ 的中 �� ５０２７（２１番人気）�� ６８９５（１４番人気）�� ２０５３（３９番人気）
３連複票数 計１０４２１２６ 的中 ��� ４３３９（６１番人気）
３連単票数 計１８１５６７３ 的中 ��� １３７５（３０３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１０．９―１１．２―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３３．７―４４．９―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼットオーラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．１２．６ 阪神２着

２００６．３．２９生 牡３青鹿 母 ケージースイート 母母 プリンセスアビー １１戦３勝 賞金 ３１，７５０，０００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。



３３００９１２月５日 曇 稍重 （２１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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � 基準タイム４：００．６良

３５ � ムーンレスナイト �５鹿 ６０ 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Premier
Bloodstock B５１６－ ６３：５９．６レコード ５．５�

２４ ゴールデンシャイン 牡５鹿 ６０ 西谷 誠�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４８６＋ ２３：５９．８１� ３．０�
４８ ハストラング 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４７０－ ６３：５９．９� １６１．５�
２３ トロピカルクイーン 牝５鹿 ５８ 今村 康成小川 勲氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４９０－ ８ 〃 クビ ２５．３�
７１４ エーシンディーエス 牡４鹿 ６０ 横山 義行�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９６± ０４：００．４３ ３．３�
１２ バ シ ケ ー ン 牡４栗 ６０ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４８± ０４：００．５	 １５．２�
５１０ ゴールドリーズン 牡６鹿 ６０ 植野 貴也�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４４４－１４４：０１．４５ １２４．７	
８１５ オープンガーデン 牡５鹿 ６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４９０＋ ６４：０１．８２� ８．５

５９ サンベルナール 牡５鹿 ６０ 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 新冠 斉藤 安行 ４５０± ０４：０２．０１� １７５．１�
６１１ セイウンエポック �６鹿 ６０ 大庭 和弥西山 茂行氏 牧 光二 新冠 中本 隆志 ４８８－ ８４：０２．５３ ９９．１�
６１２ スプリングロック 牡４栗 ６０ 金子 光希加藤 春夫氏 成島 英春 様似 清水 誠一 ４４０＋ ６４：０３．０３ １６２．８
７１３
 ヒ シ バ ト ル �７鹿 ６０ 山本 康志阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 中村 敏明 ４６０－ ６４：０３．５３ ８５．０�
４７ グランツーリズモ �５黒鹿６０ 浜野谷憲尚飯田 政子氏 藤原 辰雄 静内 千代田牧場 ４８６＋１２４：０３．７１� ９１．３�
３６ クルワザード 牡７栗 ６０ 小坂 忠士 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 B４６６＋ ２４：０４．２３ ６０．８�
８１６
 マックスチャンプ 牡８鹿 ６０ 高田 潤田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４８０± ０４：０５．３７ ５１．３�
１１ マイネルネオス 牡６鹿 ６０ 宗像 徹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ２ （競走中止） ８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０６４，９００円 複勝： ３４，５２９，７００円 枠連： ２８，２６４，２００円

普通馬連： ９０，０２６，３００円 馬単： ６４，３０１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，０３１，７００円

３連複： １０８，７３７，１００円 ３連単： ２００，８１３，３００円 計： ５７８，７６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � ２，４８０円 枠 連（２－３） ８４０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ９，２７０円 �� ４，２２０円

３ 連 複 ��� ４６，０２０円 ３ 連 単 ��� ２２０，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２３０６４９ 的中 � ３３５０５（３番人気）
複勝票数 計 ３４５２９７ 的中 � ４６０８１（３番人気）� ８４９８７（１番人気）� ２４０９（１５番人気）
枠連票数 計 ２８２６４２ 的中 （２－３） ２４８８２（３番人気）
普通馬連票数 計 ９００２６３ 的中 �� ７１２６８（２番人気）
馬単票数 計 ６４３０１０ 的中 �� ２２６９２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９０３１７ 的中 �� １９５０１（２番人気）�� ７１９（６１番人気）�� １５９５（３５番人気）
３連複票数 計１０８７３７１ 的中 ��� １７４４（８６番人気）
３連単票数 計２００８１３３ 的中 ��� ６７２（３９１番人気）

上り １マイル １：４７．３ ４F ５２．４－３F ３９．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ムーンレスナイト �
�
父 Danehill �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００６．１１．１２ 東京５着

２００４．１．２６生 �５鹿 母 Quarter Moon 母母 Jude 障害：６戦２勝 賞金 ３５，４４３，０００円
〔競走中止〕 マイネルネオス号は，１周目５号障害〔いけ垣〕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１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 チョウラブラブ号
（非抽選馬）１４頭 ウォータートリトン号・コウヨウウェーブ号・サトノスローン号・ショウリュウケン号・デンシャミチ号・

トキメキヒーロー号・ニューヨーカー号・ハリーコマンド号・ヒラボクロイヤル号・プライドイズハート号・
マンノレーシング号・メイショウチョイス号・メジロスパイダー号・レオスターライト号



３３０１０１２月５日 曇 稍重 （２１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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

４４ � ミッションモード 牡２栗 ５５ C．スミヨン 山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４７６± ０２：０２．２ ７．４�
（仏）

２２ ヤングアットハート 牡２栗 ５５ 吉田 隼人 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２ 〃 クビ ８．９�
７１１ ダイワアセット 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝大城 敬三氏 的場 均 新ひだか フジワラフアーム ４８４－ ６２：０２．３クビ ３．６�
８１２ スペースアーク 牡２鹿 ５５ M．デムーロ里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２２：０２．５１� ８．４�

（伊）

５６ イ チ ブ ン 牡２青鹿５５ 松岡 正海山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 ４９４－ ２２：０２．７１� ６．５�
８１３ アースガルド 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 ４６０－１０ 〃 クビ ３．６�
６８ ディアブラスト 牡２黒鹿５５ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６０－ ２２：０２．８� １６．８	
４５ ロフティークリフ 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣田中 春美氏 清水 美波 新ひだか 前田 宗将 ４９４＋ ４２：０２．９クビ １９．８

１１ マイネルマグレブ 牡２青鹿５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 利章 青森 佐々木牧場 ４５６＋ ６ 〃 クビ ２９．３�
６９ マイネノーブレス 牝２栗 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 的場牧場 ４２４＋ ４２：０３．３２� ４３．２
７１０	 トキメキジーン 牝２栗 ５４ 北村 宏司片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ３９８－ ６２：０３．６１
 ２３５．８�
５７ メジロイングリッド 牝２芦 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４４０＋ ２ 〃 ハナ ７４．２�
３３ � フジノビッグマン 牡２栗 ５５ 吉田 稔�ホースケア 山中 輝久 新冠 アラキフアーム ４２２－ １２：０５．３大差 ４１３．７�

（笠松） （愛知）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３８，０５５，３００円 複勝： ６４，３３８，８００円 枠連： ３４，８１５，１００円

普通馬連： １６０，６３１，４００円 馬単： ９７，５２６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，９９７，５００円

３連複： １５４，０２８，３００円 ３連単： ３１６，８７９，５００円 計： ９０９，２７２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２４０円 � ２５０円 � １５０円 枠 連（２－４） ２，５８０円

普通馬連 �� ３，８１０円 馬 単 �� ７，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� ５４０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ５，１３０円 ３ 連 単 ��� ３９，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３８０５５３ 的中 � ４０７３４（４番人気）
複勝票数 計 ６４３３８８ 的中 � ６３７２２（４番人気）� ６１４４６（５番人気）� １４０３８５（１番人気）
枠連票数 計 ３４８１５１ 的中 （２－４） ９９８１（１２番人気）
普通馬連票数 計１６０６３１４ 的中 �� ３１１７０（１７番人気）
馬単票数 計 ９７５２６７ 的中 �� ９６９２（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２９９７５ 的中 �� ８３８７（１８番人気）�� ２０７２０（５番人気）�� １４１００（８番人気）
３連複票数 計１５４０２８３ 的中 ��� ２２１８６（１９番人気）
３連単票数 計３１６８７９５ 的中 ��� ５９５３（１４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．９―３６．４―４９．４―１：０２．２―１：１４．７―１：２７．０―１：３８．９―１：５０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

�ミッションモード �
�
父 Galileo �

�
母父 Monsun デビュー ２００９．１０．１１ 東京１着

２００７．４．１２生 牡２栗 母 Royal Fantasy 母母 Rudolfina ３戦２勝 賞金 １８，７９４，０００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。



３３０１１１２月５日 曇 稍重 （２１中山５）第１日 第１１競走 ��
��３，６００�第４３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，２０．１２．６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，２０．１２．５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 １，１４８，０００円 ３２８，０００円 １６４，０００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

３５ フォゲッタブル 牡３黒鹿５５ C．スミヨン 金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４３：５１．３ ２．０�

（仏）

５９ ゴールデンメイン �９栗 ５７ 北村 宏司 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４６２－ ６３：５１．５１� ５５．５�

７１３ モンテクリスエス 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５４８－ ２３：５１．６	 ６．０�
６１１ トウカイトリック 牡７鹿 ５７ 蛯名 正義内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４４６± ０ 〃 クビ ８．３�
４８ 
 マ サ ラ イ ト 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４８４－ ２ 〃 アタマ ３１．４�
１２ ダイワワイルドボア 牡４鹿 ５７ 田中 勝春大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２８＋ ８３：５１．７	 ４９．４�
７１４ エアジパング �６鹿 ５８ 池添 謙一 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４４４－ ２３：５１．８クビ １０．６	
５１０ ザサンデーフサイチ 牡５黒鹿５７ A．スボリッチ 関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１２－ ４ 〃 ハナ ２７．３


（独）

２３ エーシンダードマン 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４９６－ ４３：５１．９クビ １７．１�
２４ 
 イグゼキュティヴ 牡３鹿 ５５ 石橋 脩岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 ５００＋ ８ 〃 クビ １４８．１�
８１６ ハギノジョイフル �５鹿 ５７ 三浦 皇成安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６６－ ４３：５２．０� ８９．９
４７ ド ッ ト コ ム 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８０＋ ４３：５２．２１	 ３４．４�
８１５ スノークラッシャー 牡４栃栗５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４４０＋ ２３：５２．４� １３．７�
３６ ポップロック 牡８鹿 ５７ M．デムーロ吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ４３：５２．７１� １４．２�

（伊）

１１ ゴーウィズウィンド 牡１０黒鹿５７ 伊藤 工真岡田 牧雄氏 星野 忍 新冠 オートファー
ム �渡 B４６４＋１２ 〃 アタマ ３８２．９�

６１２ ブレーヴハート 牡７黒鹿５７ 小野 次郎吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２２± ０３：５２．８	 ４５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８４，７３２，９００円 複勝： １１１，７７４，８００円 枠連： ８７，１９１，８００円

普通馬連： ４６１，８５１，２００円 馬単： ２６４，９７０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １１７，８１０，２００円

３連複： ５５０，０３５，５００円 ３連単： １，１０３，６９１，４００円 計： ２，７８２，０５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ６６０円 � １７０円 枠 連（３－５） １，５９０円

普通馬連 �� ６，７３０円 馬 単 �� ９，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６００円 �� ３００円 �� ３，２００円

３ 連 複 ��� １０，０３０円 ３ 連 単 ��� ５９，５１０円

票 数

単勝票数 計 ８４７３２９ 的中 � ３３６２８２（１番人気）
複勝票数 計１１１７７４８ 的中 � ３７２７１６（１番人気）� ２６７２２（１２番人気）� １６２７５２（２番人気）
枠連票数 計 ８７１９１８ 的中 （３－５） ４０４９４（８番人気）
普通馬連票数 計４６１８５１２ 的中 �� ５０７１１（２０番人気）
馬単票数 計２６４９７００ 的中 �� ２１７１９（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１７８１０２ 的中 �� １６７８２（２０番人気）�� １１６９０４（１番人気）�� ８１７６（３６番人気）
３連複票数 計５５００３５５ 的中 ��� ４０４７６（３２番人気）
３連単票数 計１１０３６９１４ 的中 ��� １３６８８（１７９番人気）

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

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―２４．８―３８．９―５２．５―１：０５．９―１：１９．３―１：３３．０―１：４６．５―１：５９．９―２：１３．０―２：２６．７―２：３９．９

２，６００� ２，８００� ３，０００� ３，２００� ３，４００�
―２：５２．６―３：０４．８―３：１６．６―３：２８．０―３：３９．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フォゲッタブル �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１．１８ 京都５着

２００６．４．３生 牡３黒鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール １１戦３勝 賞金 １６２，６９８，０００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。



３３０１２１２月５日 雨 稍重 （２１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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４７ ベストロケーション 牝４芦 ５５ 木幡 初広 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８２＋１０１：０８．３ ５．２�

１１ ベイリングボーイ 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４５６－１０１：０８．５１� １４．４�
２４ � ワンダークラフティ 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成山本 信行氏 松永 幹夫 米 Takao Zako ５４８＋ ８１：０８．７１� ３４．７�
８１５ ランチボックス 牡４鹿 ５７ A．スボリッチ 馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ５１４± ０ 〃 クビ ４．１�

（独）

７１４ ジャコスキー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 ４９２－１０ 〃 ハナ １７．３�
６１２ キルシュブリューテ 牝５鹿 ５５ 吉田 稔 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４７８＋ ４１：０８．９１� ３５．４	

（愛知）

７１３ ミスクリアモン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７６＋ ８１：０９．０	 ５．５

５９ シルクプラチナム 牡６芦 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５３４－ ６ 〃 クビ ４５．８�
１２ プレンティフェスタ 牝４青 ５５ 中舘 英二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：０９．１
 ５０．１�
２３ ゲットブラック 牡５栗 ５７ M．デムーロ幅田 昌伸氏 藤原 英昭 浦河 ガーベラパー

クスタツド ５１０＋ ６ 〃 同着 １０．９
（伊）

３５ ワールドコンパス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９０＋１４１：０９．２クビ ３．５�
５１０ ミレニアムカースル 牡５鹿 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５２２＋３４１：０９．４１� １３５．９�
３６ ヒシハイグレード 牡６栗 ５７ 武士沢友治阿部雅一郎氏 小林 常泰 門別 シンコーファーム ５４４＋ ６ 〃 ハナ ２２８．９�
４８ マンテンハット 牝７鹿 ５５ 柴田 善臣小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４４６－１４１：１０．０３
 ２４３．４�
８１６ ユキノアサカゼ 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 白老 習志野牧場 ５３６＋１０１：１０．４２
 ２２７．８�
６１１� シベリアンクラシカ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Katherine

Elam ５１０－ ４１：１０．５	 ４８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，６２５，９００円 複勝： ７３，０２７，７００円 枠連： ４６，２８８，０００円

普通馬連： １９８，３７１，４００円 馬単： １１９，００３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，９２４，６００円

３連複： ２１２，８０３，１００円 ３連単： ４２７，０３３，７００円 計： １，１８７，０７８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １８０円 � ３６０円 � ７１０円 枠 連（１－４） ３，３６０円

普通馬連 �� ３，１８０円 馬 単 �� ６，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� ２，２９０円 �� ４，０６０円

３ 連 複 ��� ２２，２９０円 ３ 連 単 ��� １１１，１７０円

票 数

単勝票数 計 ４９６２５９ 的中 � ７５９４０（３番人気）
複勝票数 計 ７３０２７７ 的中 � １４２３８２（１番人気）� ５０２３２（５番人気）� ２２１２７（９番人気）
枠連票数 計 ４６２８８０ 的中 （１－４） １０１９２（１６番人気）
普通馬連票数 計１９８３７１４ 的中 �� ４６１３５（１１番人気）
馬単票数 計１１９００３７ 的中 �� １３９８６（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０９２４６ 的中 �� １４１６３（１１番人気）�� ６５０７（２５番人気）�� ３６１２（４０番人気）
３連複票数 計２１２８０３１ 的中 ��� ７０４６（６８番人気）
３連単票数 計４２７０３３７ 的中 ��� ２８３５（３２２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．１―１１．６―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．６―４５．２―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．７
３ ・（４，９）１３（２，５）７（１，８）（１５，１４）（１２，１６）（３，６，１１）１０ ４ ・（４，９）１３（２，５，７）（１，１５，１４）８（３，１２，１６）（１０，６，１１）

勝馬の
紹 介

ベストロケーション �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．９．２２ 中山３着

２００５．６．４生 牝４芦 母 ダイナアクトレス 母母 モデルスポート １４戦５勝 賞金 ７５，７８７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 アロマキャンドル号・エネルマオー号・エフテーストライク号・エーシンフォワード号・オメガユリシス号・

オリオンスターズ号・キルシュワッサー号・グレイトフルタイム号・ケイアイアストン号・サラトガ号・
ジョイントスターズ号・シルクドラグーン号・ストラテジー号・スーパーマルトク号・パッションローズ号・
マルタカエンペラー号・メイビリーヴ号・メジロチャンプ号・ユキノハボタン号・ルルパンブルー号

※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。



（２１中山５）第１日 １２月５日（土曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

３１８，５７０，０００円
３，４１０，０００円
１５，４４０，０００円
３，１００，０００円
３３，３２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，７０２，５００円
５，８０１，２００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
３６８，８９５，３００円
５４９，９３９，９００円
３６９，６０７，５００円
１，４５２，９１６，８００円
９３９，３７４，９００円
４５３，２６３，３００円
１，６５８，１８１，６００円
３，０７４，１４７，７００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 ８，８６６，３２７，０００円

総入場人員 ２６，９８０名 （有料入場人員 ２２，１９２名）




