
３３０１３１２月６日 晴 不良 （２１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）

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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

６１１ ロックザネーション 牡２黒鹿 ５５
５４ ☆丸田 恭介田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 ４８２＋ ６１：１２．４ ８．０�

８１５ ナムラトリトン 牡２芦 ５５ 千葉 直人奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 ４０８－１０１：１２．５� ３８．３�
６１２ ハニーカラー 牝２栗 ５４ 黛 弘人 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４３４＋１２１：１２．７１ ７５．７�
２４ カリズマアゲン 牡２鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B４７６－ ４ 〃 アタマ ４６．６�
３５ タケショウカヅチ 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ４８８＋ ４１：１２．８� ２．１�
４８ コロラトゥーラ 牝２鹿 ５４

５１ ▲大下 智�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４３４± ０１：１２．９クビ １４．５�
８１６ チ ハ ヤ ブ ル 牝２芦 ５４

５１ ▲丸山 元気楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか 中田 英樹 ３９６－ ６１：１３．１１� １７．１	
１２ ビンテージワイン 牡２鹿 ５５

５２ ▲草野 太郎平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６８± ０１：１３．４１� １５９．８

５１０ マイネルデアリング 牡２黒鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 浦河 磯野牧場 B４５６＋ ４ 〃 クビ ７０．６�
３６ ドリームファミーユ 牝２栗 ５４

５２ △荻野 琢真内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４８０＋ ２１：１３．５� ３．８
７１３ デルマカリグラ 牡２芦 ５５ 水出 大介浅沼 廣幸氏 矢野 英一 日高 ファニーヒルファーム ４７４＋ ２ 〃 同着 ２９８．４�
７１４ シャコープレシャス 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 優作グレイドレーシング組合 矢野 照正 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５４＋ ４１：１３．６クビ １２９．９�
２３ レイディオドリーム 牝２栗 ５４ 南田 雅昭グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 イワミ牧場 ４１２＋ ４ 〃 クビ ６２．８�
５９ ブラックジョーク 牝２鹿 ５４

５３ ☆宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 浦河 一珍棒牧場 ４５８± ０１：１３．７クビ ６．７�
１１ トーヨーツバサ 牡２鹿 ５５

５２ ▲池崎 祐介�トーヨークラブ 成島 英春 新ひだか 塚尾牧場 ４５４＋ ２１：１４．０１� １５６．７�
４７ カガヤキビアンカ 牝２鹿 ５４

５１ ▲大江原 圭加藤 武久氏 大江原 哲 むかわ ヤマイチ牧場 ４５６－ ２１：１４．６３� ２４２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１４５，５００円 複勝： ２５，６８３，３００円 枠連： １７，５０８，８００円

普通馬連： ５３，４５１，０００円 馬単： ４３，３５２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２９８，８００円

３連複： ７０，７９７，８００円 ３連単： １１３，０７４，１００円 計： ３６１，３１１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２７０円 � １，１２０円 � １，８４０円 枠 連（６－８） ２，８３０円

普通馬連 �� １０，５６０円 馬 単 �� １５，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３９０円 �� ４，９６０円 �� １５，８９０円

３ 連 複 ��� １５８，８２０円 ３ 連 単 ��� ５４５，４２０円

票 数

単勝票数 計 １５１４５５ 的中 � １５０４２（４番人気）
複勝票数 計 ２５６８３３ 的中 � ２９８３３（４番人気）� ５５９１（８番人気）� ３２８１（１１番人気）
枠連票数 計 １７５０８８ 的中 （６－８） ４５７６（９番人気）
普通馬連票数 計 ５３４５１０ 的中 �� ３７３６（２６番人気）
馬単票数 計 ４３３５２３ 的中 �� ２０９２（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２９８８ 的中 �� ２３３６（２２番人気）�� １１０５（３８番人気）�� ３４１（６４番人気）
３連複票数 計 ７０７９７８ 的中 ��� ３２９（１７３番人気）
３連単票数 計１１３０７４１ 的中 ��� １５３（６９９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．２―１２．２―１２．８―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．６―４５．８―５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．８
３ ・（６，１６）８（１０，１１）１２（９，１４）５，４（１３，１５）（２，３）１－７ ４ ・（６，１６）８（１０，１１）（５，１２）（９，１４）４，２（３，１３，１５）－１－７

勝馬の
紹 介

ロックザネーション �
�
父 バイオマスター �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２００９．９．１２ 中山６着

２００７．２．１７生 牡２黒鹿 母 レイホーグロリアス 母母 サマニシャルダン ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 レークサイドカフェ号



３３０１４１２月６日 晴 不良 （２１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
１：５２．０

良

不良

３５ チューリングマシン 牡２青鹿５５ 三浦 皇成池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 ４８０± ０１：５６．２ １６．０�

３６ セイカミカワ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ １０５．６�
８１６ ナンヨープロパー 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣中村 �也氏 尾形 充弘 新ひだか 佐竹 学 ４８６＋ ２１：５６．４１ ８．２�
７１３ ケイアイブレイズ 牡２鹿 ５５ 左海 誠二 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新ひだか 大滝 康晴 ４８８－ ８１：５６．５クビ ２１．６�

（船橋）

６１１ ラビットラヴソング 牡２黒鹿５５ 的場 勇人喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４８０＋ ８ 〃 アタマ １９．５�
４７ ラッキーバニラ 牡２青鹿５５ 菊沢 隆徳吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：５６．７１ １７．４�
７１４ テンノウセイ 牡２栗 ５５ M．デムーロ重松 國建氏 鹿戸 雄一 新ひだか 前川 清彦 ４５８＋１２１：５６．８� ２１．５	

（伊）

１２ メジロクリントン 牡２栗 ５５ 吉田 豊
メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５１８＋ ４ 〃 ハナ １．９�
２３ リキアイクロフネ 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 ４７０＋ ４１：５７．０１� ３．７�

（大井）

２４ スリーピークス 牡２黒鹿 ５５
５４ ☆宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 宮城 遊佐 武俊 ４５０－１０１：５７．２１� ３２２．６

５１０ キタサンオトコミチ 牡２栗 ５５ 吉田 隼人
大野商事 成島 英春 新ひだか 山野牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ ３５３．４�
８１５ マイネルシャトー 牡２芦 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 日高 広中 稔 ５０４± ０１：５７．４１� ８８．９�
６１２ カ ン ク ロ 牡２黒鹿５５ 江田 照男田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤平 和実 ５０４＋ ６ 〃 ハナ ３５．３�
５９ レ イ ブ ラ ン 牡２芦 ５５ 中舘 英二ディアレスト 田村 康仁 むかわ 東振牧場 ４７２± ０１：５７．７１� １１１．５�
１１ パワーマーベラス 牡２黒鹿５５ 加藤士津八
まの 中島 敏文 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８４＋ ２１：５８．３３� ５２４．０�

（１５頭）
４８ リネンタキシード 牡２青鹿５５ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，３５５，８００円 複勝： ２８，５５８，０００円 枠連： １６，７９１，２００円

普通馬連： ５２，４７４，４００円 馬単： ４５，２３３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９０５，８００円

３連複： ６３，７８０，１００円 ３連単： １０６，４６９，８００円 計： ３５１，５６８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６００円 複 勝 � ４２０円 � ２，３５０円 � ２７０円 枠 連（３－３） ４６，９４０円

普通馬連 �� ５３，４２０円 馬 単 �� １１８，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，２５０円 �� １，６４０円 �� ８，２４０円

３ 連 複 ��� １３６，４４０円 ３ 連 単 ��� １，１２２，５００円

票 数

単勝票数 差引計 １７３５５８（返還計 ５０１） 的中 � ８５９５（４番人気）
複勝票数 差引計 ２８５５８０（返還計 ８７２） 的中 � １８２２３（４番人気）� ２７３９（１２番人気）� ３１６４０（３番人気）
枠連票数 差引計 １６７９１２（返還計 ３０） 的中 （３－３） ２６４（３４番人気）
普通馬連票数 差引計 ５２４７４４（返還計 ３９４０） 的中 �� ７２５（４９番人気）
馬単票数 差引計 ４５２３３８（返還計 ２７８６） 的中 �� ２８２（９９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２０９０５８（返還計 １２９４） 的中 �� ４５１（５４番人気）�� ３２３５（１６番人気）�� ６１７（４５番人気）
３連複票数 差引計 ６３７８０１（返還計 ９０３８） 的中 ��� ３４５（１５５番人気）
３連単票数 差引計１０６４６９８（返還計 １７９７８） 的中 ��� ７０（９２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３７．９―５１．４―１：０３．４―１：１６．０―１：２９．１―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F４０．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

チューリングマシン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１１．８ 東京６着

２００７．２．２４生 牡２青鹿 母 グロウオブハピネス 母母 スピーディーギャル ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 リネンタキシード号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 セイカミカワ号の騎手田中勝春は，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。（１１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 キングリョウガ号・セイウンツースキー号
（非抽選馬） １頭 マキシムトパーズ号
※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。



３３０１５１２月６日 晴 重 （２１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

３６ ジャングルハヤテ 牡２黒鹿５５ 西田雄一郎伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 新ひだか グランド牧場 ４７０－ ４２：０４．５ ５５．３�

２３ メジャーボーイ 牡２栗 ５５
５２ ▲伊藤 工真阿部榮乃進氏 古賀 史生 浦河 北光牧場 ４７４＋ ４２：０４．６クビ ８．８�

１２ トーセンウィン 牡２黒鹿５５ 田中 勝春島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 飛野牧場 ４９２＋ ２２：０４．８１� ５．３�
２４ シルクガブリエル 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成有限会社シルク矢野 照正 日高 ファニーヒルファーム ４３６＋ ２ 〃 アタマ ２９．２�
８１７ イージーウイン 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ １７．８�
４７ マイネルカイロス 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新ひだか 静内白井牧場 ４９０± ０２：０４．９� ４８．０	
３５ マイネルウーノ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 青森 イズモリファーム ４７２＋ ４２：０５．０クビ ３．１

５９ サリサリニャーマ 牝２鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介小田切有一氏 本間 忍 浦河 富田牧場 ４２２－１６ 〃 クビ ２０１．４�
１１ テープカット 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか タイヘイ牧場 ４３８± ０２：０５．３１� ２２１．１�
７１４ トータルシーオー 牡２鹿 ５５ 村田 一誠齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新冠 ラツキー牧場 ４４０＋ ６２：０５．４クビ ２３８．４
６１１ シルクウィーク 牡２栗 ５５ 戸崎 圭太有限会社シルク杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４８０－ ８２：０５．５� ７．７�

（大井）

５１０ グ ラ ド ゥ ス 牡２鹿 ５５ 北村 宏司伊達 敏明氏 清水 利章 日高 サンシャイン
牧場 ４１４＋ ２２：０５．６� ２６．９�

７１３ シャイニンアーサー 牡２黒鹿５５ A．クラストゥス 市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４ 〃 ハナ ３．４�
（仏）

４８ ヤマニンジンジャー �２栗 ５５ 左海 誠二土井 肇氏 高橋 義博 新冠 錦岡牧場 ４３４－ ４２：０６．０２� ２８１．３�
（船橋）

８１６ サンダーライト 牡２芦 ５５ 江田 照男宮川 純造氏 中川 公成 新冠 ラツキー牧場 ４４６± ０２：０６．３１� １６１．６�
６１２ セイカディーバ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀久米 誠氏 南田美知雄 新ひだか タイヘイ牧場 ４３８± ０２：０６．６２ ３０７．１�
８１８ デラックスボンバー 牝２鹿 ５４ 的場 勇人長井 純一氏 牧 光二 日高 厚賀古川牧場 ４６６－ ４２：０７．８７ １１２．８�
７１５ アジアンジェット 牝２鹿 ５４

５３ ☆宮崎 北斗�びらとり牧場 田島 俊明 平取 びらとり牧場 ４６４－ ２２：０９．５大差 ２２７．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，２３５，５００円 複勝： ３１，５３０，２００円 枠連： ２１，１４４，９００円

普通馬連： ６３，９８３，１００円 馬単： ４５，７０６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６２３，７００円

３連複： ７６，４６８，０００円 ３連単： １１１，７５３，９００円 計： ３９７，４４６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，５３０円 複 勝 � ９３０円 � ２８０円 � ２３０円 枠 連（２－３） ８４０円

普通馬連 �� １２，６４０円 馬 単 �� ３２，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９４０円 �� ３，３７０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １９，７４０円 ３ 連 単 ��� ２００，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２１２３５５ 的中 � ３０３０（１０番人気）
複勝票数 計 ３１５３０２ 的中 � ７４４２（９番人気）� ３０６８０（４番人気）� ４１６３０（３番人気）
枠連票数 計 ２１１４４９ 的中 （２－３） １８６１３（３番人気）
普通馬連票数 計 ６３９８３１ 的中 �� ３７３７（３４番人気）
馬単票数 計 ４５７０６８ 的中 �� １０４５（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６２３７ 的中 �� ２０８４（３０番人気）�� １８１７（３４番人気）�� ９６０７（６番人気）
３連複票数 計 ７６４６８０ 的中 ��� ２８５９（５６番人気）
３連単票数 計１１１７５３９ 的中 ��� ４１２（４４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３５．９―４９．１―１：０２．１―１：１４．９―１：２７．４―１：３９．６―１：５２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．１
１
３

・（７，１０）１１（６，１５）１４，１８（３，４）１３－（２，１７）（５，１６）１（９，１２）－８・（７，１０）１１（６，１４）－（３，４，１５，２）１８（５，１７，１３）－９（１，１６）－１２－８
２
４
７，１０（６，１１）１４，１５（３，４）１８（２，１３）１７，５，１６（１，９）１２－８・（７，１０）（６，１４，１１）（３，４）（１７，２）５（９，１３，１８）（１，１５）１６（８，１２）

勝馬の
紹 介

ジャングルハヤテ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．１０．１８ 東京９着

２００７．４．６生 牡２黒鹿 母 アイライクユー 母母 ケイジーイグザーベランス ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 アジアンジェット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。
※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 サベラージュ号・トップオンタイム号
※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。



３３０１６１２月６日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）不良（２１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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

４６ ルグランコンデ �４栗 ６０ 蓑島 靖典 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 後藤 由之 三石 城地 清満 ５２４－ ２３：１７．４ ７．０�

５８ ボ ナ パ ル ト �７鹿 ６０ 山本 康志吉田 勝己氏 中川 公成 早来 ノーザンファーム B４８４－ ２３：１７．５� ２．１�
２２ ニューパワー �３栗 ５８ 五十嵐雄祐井高 義光氏 菅原 泰夫 静内 井高牧場 ４６８＋ ４３：１７．６� １２．７�
５７ コアレススイフト 牡５鹿 ６０ 石神 深一小林 昌志氏 田島 俊明 平取 コアレススタッド ５０６＋ ４３：１７．８１� １５．３�
６９ � フェスティバルイヴ �４黒鹿６０ 高野 和馬前田 幸治氏 和田 正道 米 Brereton

C. Jones ４７４＋１１３：１８．７５ ２５．０�
８１４ トミケンブロード 牡４栗 ６０ 金子 光希冨樫 賢二氏 加藤 和宏 門別 白瀬 明 ４６８＋ ２３：１９．２３ ４．１�
７１１ ワールドグランプリ 牡５黒鹿６０ 平沢 健治	大樹ファーム 岩戸 孝樹 静内 千代田牧場 ５０４＋ ４３：２０．８１０ ２１９．０

４５ ド ン ヤ マ ト 牡３栗 ５８ 横山 義行大内 景子氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 ５０２＋ ８３：２１．５４ ５５．８�
３４ エ ル シ ッ ド 牡３鹿 ５８ 穂苅 寿彦前田 晋二氏 大竹 正博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４＋ ６３：２３．１１０ ８０．３�
１１ イ ン ガ ッ ト 牡３黒鹿５８ 大庭 和弥坂田 行夫氏 清水 美波 三石 川端牧場 ４６２＋ ８３：２３．４１� １１２．５
８１３ スーパーヴァイザー 牡５栃栗６０ 林 満明前田 幸治氏 加藤 敬二 三石 土居 忠吉 ５２４－ ６３：２４．３５ １４．６�
３３ レッドジュエル 牝３鹿 ５６ ▲大江原 圭 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４９８＋ ６３：２５．５７ １５．０�
６１０� ピュアロング 牡４栗 ６０ 江田 勇亮長井 純一氏 加藤 征弘 愛 Mrs H. D.

McCalmont ４８２＋ ４３：２６．３５ ２３１．６�
７１２ ケイアイケイマン 牡５鹿 ６０ 宗像 徹 �啓愛義肢材料販売所 伊藤 圭三 新冠 村田牧場 B４８２＋ ８３：２７．６８ ３８．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，４２３，１００円 複勝： ２１，０８７，６００円 枠連： １９，０４８，１００円

普通馬連： ５３，０２３，６００円 馬単： ４４，５８６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１４８，９００円

３連複： ６６，５４０，０００円 ３連単： １０９，５０２，９００円 計： ３５２，３６０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２１０円 � １２０円 � ２５０円 枠 連（４－５） ５８０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ８２０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� １４，２１０円

票 数

単勝票数 計 １８４２３１ 的中 � ２０９２０（３番人気）
複勝票数 計 ２１０８７６ 的中 � ２２０４７（３番人気）� ６９８９１（１番人気）� １６６６９（４番人気）
枠連票数 計 １９０４８１ 的中 （４－５） ２４４７０（２番人気）
普通馬連票数 計 ５３０２３６ 的中 �� ５２７４８（２番人気）
馬単票数 計 ４４５８６１ 的中 �� １５２９６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１４８９ 的中 �� １６２６４（２番人気）�� ５５７３（１２番人気）�� １０８４２（３番人気）
３連複票数 計 ６６５４００ 的中 ��� ２３７６３（５番人気）
３連単票数 計１０９５０２９ 的中 ��� ５６９０（３４番人気）

上り １マイル １：５１．９ ４F ５４．２－３F ４０．５
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルグランコンデ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００７．１１．１１ 東京８着

２００５．５．２７生 �４栗 母 ゴールドコンデ 母母 Condessa 障害：５戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔制裁〕 ドンヤマト号の騎手横山義行は，１周目３号障害を内側に斜飛したことについて戒告。（１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 エーピーレジェンド号・ディアマイホース号・ファンドリリーダー号



３３０１７１２月６日 晴 不良 （２１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
１：５２．０

良

不良

５５ カネスデュエル 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成杉澤 光雄氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：５５．９ ３０．１�

１１ グランディソニアン 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝前田 晋二氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２ ―１：５６．３２� ３．２�
２２ サクラサンダー 牝２栗 ５４ 北村 宏司�さくらコマース伊藤 大士 日高 マリオステー

ブル ４４８ ― 〃 クビ ３．０�
６６ ビービーライズ 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣坂東 勝彦氏 高橋 祥泰 平取 中川 隆 ５２６ ―１：５６．９３� ６．３�
８９ スペースウォッチ 牡２黒鹿５５ 菊沢 隆徳 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５１６ ―１：５７．２１� ５．４�
７７ ラッキーカフェ 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信今井 正一氏 小西 一男 日高 下河辺牧場 ４５８ ―１：５７．４１ １９．５	
８１０ ジンデンバルト 牡２鹿 ５５ 田面木博公黒岩統治郎氏 高松 邦男 日高 富川牧場 ４７８ ―１：５７．８２� ９７．０

７８ トーセンクレイジー 牝２黒鹿５４ 松岡 正海島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 矢野牧場 ４５２ ―１：５７．９� ２８．２�
４４ ナイスセレーノ 牡２栗 ５５ 戸崎 圭太鈴木 伸昭氏 鈴木 伸尋 新ひだか 米田牧場 ４８０ ―１：５８．９６ ８．３

（大井）

３３ スーパードリーマー 牡２鹿 ５５ 左海 誠二�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ５２０ ―１：５９．７５ ７３．２�
（船橋）

（１０頭）

売 得 金

単勝： １９，８０１，７００円 複勝： ２３，４０５，０００円 枠連： １５，３４６，３００円

普通馬連： ５０，７４８，６００円 馬単： ４８，２３８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９１５，８００円

３連複： ５８，３５９，５００円 ３連単： １２５，５３５，８００円 計： ３６０，３５１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０１０円 複 勝 � ５９０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（１－５） ７，０９０円

普通馬連 �� ６，１５０円 馬 単 �� １９，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５８０円 �� １，６６０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ５，２２０円 ３ 連 単 ��� ６０，６８０円

票 数

単勝票数 計 １９８０１７ 的中 � ５１８９（８番人気）
複勝票数 計 ２３４０５０ 的中 � ６６１６（８番人気）� ５０６３３（２番人気）� ５４８３５（１番人気）
枠連票数 計 １５３４６３ 的中 （１－５） １５９８（１８番人気）
普通馬連票数 計 ５０７４８６ 的中 �� ６０９２（２０番人気）
馬単票数 計 ４８２３８５ 的中 �� １８２６（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９１５８ 的中 �� ２５７９（１９番人気）�� ２４５０（２１番人気）�� ２６８０４（１番人気）
３連複票数 計 ５８３５９５ 的中 ��� ８２６２（１９番人気）
３連単票数 計１２５５３５８ 的中 ��� １５２７（１６９番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．３―１３．６―１３．４―１２．８―１２．４―１２．５―１３．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．２―３８．８―５２．２―１：０５．０―１：１７．４―１：２９．９―１：４２．９

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

カネスデュエル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

２００７．３．９生 牡２鹿 母 スターベゴニア 母母 Alexandrie １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



３３０１８１２月６日 晴 重 （２１中山５）第２日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５分 （芝・右・外）

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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

４４ レーシングマーチ 牝２栗 ５４ 小林 淳一松平 恭司氏 佐藤 吉勝 日高 松平牧場 ４０６ ―１：１０．２ １４．４�

３３ マーシュハリアー 牡２鹿 ５５ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 村上 雅規 ５１２ ―１：１０．５２ ２．３�
８１３ バ ー ベ ナ 牝２鹿 ５４ 江田 照男 �ローレルレーシング 武藤 善則 浦河 グランデファーム ４１８ ―１：１１．１３� １６．２�
８１２ フランキンセンス 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム ５１２ ―１：１１．６３ ６．５�
２２ トライバルシン 牝２栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久米 和夫 ４３４ ―１：１１．７� ４５．７�
５６ スターダンス 牝２芦 ５４ 津村 明秀宮田 守氏 武市 康男 浦河 谷川牧場 ４６０ ―１：１１．８� ３．６�
５７ ヒカルナンタケット 牝２黒鹿５４ 田中 勝春�橋 京子氏 小笠 倫弘 登別 青藍牧場 ４００ ―１：１２．０１ １６．８	
７１０ メガフェリーチェ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高市 圭二 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６４ ―１：１２．５３ １０．７

１１ タマモカクレンボ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣タマモ� 伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 ４２４ ―１：１２．６� ３３．４�
７１１ イエローランナー 牡２鹿 ５５ 的場 勇人坪野谷和平氏 柄崎 孝 日高トヨサトアライファーム ５３４ ―１：１２．８１� ９５．５�
６９ ノーブルビューティ 牝２鹿 ５４ 黛 弘人飯田 良枝氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４７４ ―１：１３．０１� ３９．４
４５ カンタベリーナナ 牝２黒鹿５４ 戸崎 圭太峰 哲馬氏 鈴木 勝美 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４１８ ―１：１３．１� ８０．０�
（大井）

６８ セ イ オ ウ ボ 牝２栗 ５４ 岩部 純二井口 莞爾氏 和田 正道 むかわ 上水牧場 ４６０ ―１：１５．５大差 １３５．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，０８２，１００円 複勝： ２４，７９４，２００円 枠連： ２０，３８８，３００円

普通馬連： ５６，８０９，６００円 馬単： ４６，３４３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５１７，３００円

３連複： ６５，７２０，８００円 ３連単： １１５，４５６，２００円 計： ３７１，１１１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ２５０円 � １４０円 � ３６０円 枠 連（３－４） １，１９０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １，７５０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ５，５１０円 ３ 連 単 ��� ３１，６００円

票 数

単勝票数 計 ２１０８２１ 的中 � １１５７２（５番人気）
複勝票数 計 ２４７９４２ 的中 � ２３５６５（４番人気）� ６４９６７（１番人気）� １４３０５（６番人気）
枠連票数 計 ２０３８８３ 的中 （３－４） １２７０８（４番人気）
普通馬連票数 計 ５６８０９６ 的中 �� ３９０５６（３番人気）
馬単票数 計 ４６３４３０ 的中 �� １２０１０（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５１７３ 的中 �� １０７５０（３番人気）�� ２７３３（２３番人気）�� ５９６３（９番人気）
３連複票数 計 ６５７２０８ 的中 ��� ８８１１（１９番人気）
３連単票数 計１１５４５６２ 的中 ��� ２６９７（９９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．３―１２．０―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３４．６―４６．６―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーシングマーチ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 グルームダンサー 初出走

２００７．４．３０生 牝２栗 母 レーシングスパイス 母母 トリプルエンコア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイオウボ号は，平成２２年１月６日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３３０１９１２月６日 晴 不良 （２１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 （ダート・右）

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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

２４ � アイアムルビー 牝２栗 ５４ 松岡 正海堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４４６－ ６１：１０．２レコード ２．６�

８１５ ベビーネイル 牡２栗 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 浦河 信岡牧場 ４９２＋ ４１：１０．９４ ２．６�
２３ アイシークレット 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８４＋ ２１：１１．５３� ２９．４�
１２ ニシノブイシェープ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５０２－１４ 〃 クビ １５．７�
６１１� プリマビスティー 牝２鹿 ５４ 左海 誠二備前島敏子氏 岡林 光浩 浦河 伏木田牧場 ４３２－１４１：１１．６クビ １６．８�

（船橋） （船橋）

４７ ハーティンハート 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 牧 光二 日高 日高大洋牧場 ５３６＋ ６１：１１．７� １２．７�
５１０ マドモアゼルノン 牝２黒鹿５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４３２－ ６１：１２．４４ １２１．５	
７１４ サマーコード 牝２鹿 ５４ 木幡 初広石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 
渡 信義 ４３４＋ ８ 〃 クビ １０９．４�
６１２ ソルプリマベラ 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 優作小河 一�氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４１８－１０１：１２．５クビ ２５．５
１１ オ ネ ス ト 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４１０－ ４ 〃 クビ ８３．４�
７１３ ドナルドバローズ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ猪熊 広次氏 小笠 倫弘 日高 野島牧場 ４２８－ ４１：１２．６クビ ４０．０�

（伊）

３５ コスモミカエル 牡２黒鹿５５ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 小林 常泰 新冠 中央牧場 ５０４＋ ６１：１２．８１ ８．８�
３６ 	 トゥインクルスノー 牝２鹿 ５４ 江田 照男トール＆ワイド 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４４４－ ４１：１３．０１� ２７５．３�
４８ � ピースオブキング 牡２黒鹿５５ 戸崎 圭太中村 明人氏 阪本 一栄 日高 出口牧場 ４７８＋ １ 〃 ハナ １０６．６�

（大井） （大井）

５９ 	 モルフェグレイス 牝２鹿 ５４
５１ ▲大江原 圭並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 岡部牧場 ４０８＋ ４１：１３．３２ ３５５．８�

８１６ ケイアイツバキ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４６２－ ６１：１４．２５ ３８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，５１１，７００円 複勝： ４２，７２０，７００円 枠連： ２９，５９７，２００円

普通馬連： １０５，４９２，０００円 馬単： ７４，９１７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，３８４，９００円

３連複： １２１，６７６，６００円 ３連単： ２０６，１８０，０００円 計： ６４７，４８０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ４５０円 枠 連（２－８） ２９０円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ９７０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 ��� ６，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３１５１１７ 的中 � ９６２８６（２番人気）
複勝票数 計 ４２７２０７ 的中 � １０３６８１（２番人気）� １３５９５９（１番人気）� １３４２０（８番人気）
枠連票数 計 ２９５９７２ 的中 （２－８） ７５８５８（１番人気）
普通馬連票数 計１０５４９２０ 的中 �� ２５１０２０（１番人気）
馬単票数 計 ７４９１７０ 的中 �� ８５３１５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５３８４９ 的中 �� ６５７０９（１番人気）�� ７５５６（１３番人気）�� ７９４６（１１番人気）
３連複票数 計１２１６７６６ 的中 ��� ４２３９０（５番人気）
３連単票数 計２０６１８００ 的中 ��� ２２４１２（１２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．２―１１．９―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．６―４５．５―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アイアムルビー �
�
父 Saint Liam �

�
母父 Sir Cat デビュー ２００９．１０．１１ 京都１着

２００７．１．２０生 牝２栗 母 Cativa 母母 Sinister Victory ３戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エベレストオー号
※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。



３３０２０１２月６日 晴 重 （２１中山５）第２日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３５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
１：４７．８

重

重

４８ シャルルマーニュ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義吉田 勝己氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ４１：５１．３ １．６�

１２ オウロプレット 牡３青鹿 ５６
５３ ▲国分 優作 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－１０１：５１．８３ ５．１�
４７ タイキジャガー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ ３９．０�
２３ ヤマニンバッスル 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４８８＋ ６１：５１．９クビ １６．４�
５１０� エーシントゥルボー 牝５鹿 ５５ 吉田 豊�栄進堂 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５３６± ０１：５２．１１� ６．４�
７１４ ベルグミサイル 牡５芦 ５７ 田中 勝春山田 五月氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４７８－ ４１：５２．３１ １６７．２	
５９ 	 ダ イ バ ク フ 牡４鹿 ５７ 田面木博公柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４７２＋ ６ 〃 ハナ ６０．４

７１３	 ナムラビスマルク 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝ディアレスト 佐々木亜良 門別 いとう牧場 B４８４＋ ６ 〃 ハナ ３２．８�
６１１ スマイルミッキー 牡３鹿 ５６ M．デムーロ広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４６８＋ ４１：５３．３６ ４０．４�

（伊）

８１５ シーダーラック 牡３栗 ５６ 的場 勇人南 幸氏 高木 登 浦河 山春牧場 ４８４＋１２１：５３．４
 ３５．０�
３５ ヒゼンリバイバル 牡３鹿 ５６ 江田 照男�前川企画 奥平 雅士 平取 高橋 幸男 ５１６＋ ２１：５３．５
 ２２．０�
１１ ディアディアー 牡４鹿 ５７ 松田 大作�樽さゆり氏 柄崎 孝 門別 新井 昭二 ４９６± ０ 〃 クビ ２１４．１�
２４ � オッティマルーチェ 牝５黒鹿５５ A．クラストゥス �グリーンファーム 畠山 吉宏 米 Shadai Farm ４９０－ ４１：５３．９２
 ６２．３�

（仏）

３６ マルブツフジ 牡６栗 ５７
５４ ▲丸山 元気大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５１２± ０１：５４．７５ ２１１．０�

８１６ マルブツフラッシュ 牡５鹿 ５７ 小野 次郎大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５０８＋ ６１：５４．８� ８９．３�

（１５頭）
６１２ バロンビスティー 牡４芦 ５７ 戸崎 圭太ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 平取 清水牧場 ５３０－ ２ （競走除外）
（大井）

売 得 金

単勝： ３２，６８０，６００円 複勝： ７１，８７２，８００円 枠連： ２７，９０３，６００円

普通馬連： １０１，５０５，９００円 馬単： ７２，４８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，７９５，０００円

３連複： ９２，５４９，５００円 ３連単： １８７，８３２，７００円 計： ６２０，６２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ６３０円 枠 連（１－４） ４３０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ８７０円 �� ２，１１０円

３ 連 複 ��� ３，４００円 ３ 連 単 ��� ８，１７０円

票 数

単勝票数 差引計 ３２６８０６（返還計 ２５１１６） 的中 � １６４６６６（１番人気）
複勝票数 差引計 ７１８７２８（返還計 ４３１５７） 的中 � ４４０６０３（１番人気）� ７２６４４（３番人気）� １０８３０（８番人気）
枠連票数 差引計 ２７９０３６（返還計 １０９６） 的中 （１－４） ４８０４６（１番人気）
普通馬連票数 差引計１０１５０５９（返還計２０１８３９） 的中 �� ２０８１１２（１番人気）
馬単票数 差引計 ７２４８０７（返還計１４４７７９） 的中 �� １０４９０３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３３７９５０（返還計 ６７７０１） 的中 �� ５３９７７（１番人気）�� ８５１５（９番人気）�� ３２９３（２２番人気）
３連複票数 差引計 ９２５４９５（返還計３６４７５３） 的中 ��� ２０１１６（１１番人気）
３連単票数 差引計１８７８３２７（返還計７２５２１９） 的中 ��� １６９８５（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３５．９―４８．５―１：００．８―１：１３．２―１：２５．９―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シャルルマーニュ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．４．４ 中山４着

２００６．３．１０生 牡３黒鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール ７戦３勝 賞金 ３７，２０４，０００円
〔競走除外〕 バロンビスティー号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔右肩端部蹴傷〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅

延。
※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 エバーモア号
※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６日 晴 稍重 （２１中山５）第２日 第９競走 ��
��１，２００�クリスマスローズステークス

発走１４時０５分 （芝・右・外）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 １９６，０００円 ５６，０００円 ２８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

７７ エ ス カ ー ダ 牡２青鹿５５ A．クラストゥス 山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４５０＋ ６１：０８．７ ６５．２�
（仏）

２２ ツルマルジュピター 牡２黒鹿５５ M．デムーロ鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４８６＋ ２ 〃 アタマ ２．４�
（伊）

１１ プリンセスメモリー 牝２鹿 ５５ 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ３９８＋ ６１：０８．８� ９．３�
８８ エーシンダックマン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４７４＋ ４１：０９．０１� ４．１�
３３ 	 アグネスティンクル 牡２栗 ５５ 戸崎 圭太渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４４４－１０１：０９．２１� ８．５�
（大井）

５５ エステーラブ 牝２青鹿５４ 蛯名 正義齋藤 宏明氏 中野 栄治 新冠 平山牧場 ４２８＋ ２１：０９．４１ １５．９�
４４ ダイワナイト 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５１２＋ ６ 〃 ハナ ３．５	
６６ 
 エベレストオー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 中川牧場 B４７４－ ４１：０９．８２� ９５．１


（８頭）

売 得 金

単勝： ３４，５３２，８００円 複勝： ４１，０６０，７００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １０３，７８９，３００円 馬単： ８４，９２２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９５９，１００円

３連複： ８９，２５７，０００円 ３連単： ２９９，２８４，８００円 計： ６７９，８０６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，５２０円 複 勝 � ９４０円 � １１０円 � ２７０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ６，２８０円 馬 単 �� ２２，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５４０円 �� ４，１６０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １３，３１０円 ３ 連 単 ��� １９７，９２０円

票 数

単勝票数 計 ３４５３２８ 的中 � ４１７４（７番人気）
複勝票数 計 ４１０６０７ 的中 � ６７０４（７番人気）� １６８７０６（１番人気）� ２９４０９（５番人気）
普通馬連票数 計１０３７８９３ 的中 �� １２２００（１６番人気）
馬単票数 計 ８４９２２５ 的中 �� ２７６２（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９５９１ 的中 �� ４１８２（１６番人気）�� １５０２（２３番人気）�� １４７４６（５番人気）
３連複票数 計 ８９２５７０ 的中 ��� ４９５２（２７番人気）
３連単票数 計２９９２８４８ 的中 ��� １１１６（１９５番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．２―１１．０―１１．２―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．３―３４．３―４５．５―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．４―３F３４．４
３ ８，７（２，６）－（３，４）１，５ ４ ・（８，７）（２，６）（１，３，４）５
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エ ス カ ー ダ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 オペラハウス デビュー ２００９．６．２８ 福島５着

２００７．４．１４生 牡２青鹿 母 ベーシックフジ 母母 ジヨナゴールド ７戦２勝 賞金 ２４，２９６，０００円
〔制裁〕 エスカーダ号の騎手A．クラストゥスは，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（６番・３番への進路

影響）
※エベレストオー号は，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。



３３０２２１２月６日 晴 重 （２１中山５）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�アクアラインステークス

発走１４時４０分 （ダート・右）

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
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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３６ ティアップハーレー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４７６± ０１：１０．０ ７．２�

８１６� ハイエモーション 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝前田 幸治氏 萩原 清 米 Sabrina
Plumley ４７６＋ ４ 〃 クビ ２．０�

８１５ イセノスバル 牡３青 ５６ 松田 大作大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５１８－ ２１：１０．１クビ ３４．９�
５９ スリーサンフレンチ 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８０－ ４ 〃 アタマ ２４．３�
１１ スマートブレード 牡８黒鹿５７ 三浦 皇成大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５３４＋ ４ 〃 クビ ３８．０�
４８ ノーリプライ �５芦 ５７ 松岡 正海�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２１：１０．２クビ ４．９�
２３ ブラックシャドウ 牡６青 ５７ 二本柳 壮田畑 法賢氏 崎山 博樹 新冠 川上 悦夫 ５４２± ０ 〃 クビ ２８．０	
４７ スガノメダリスト 牡３栗 ５６ A．クラストゥス 菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４７８＋ ６１：１０．３クビ １１．９


（仏）

５１０	 ダイイチミラクル �９芦 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４９４－ ４ 〃 クビ ２０３．３�
１２ ハードランナー 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４９４＋１０１：１０．４
 １７．４

（大井）

７１４ サザンビューティー 牝６芦 ５５ 木幡 初広南波 壽氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４８４± ０１：１０．５
 １１７．８�
６１１� マルターズマッシブ 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Harold

Queen ５０６＋ ２１：１０．７１ １２８．１�
２４ スパーブスピリット �６鹿 ５７ 北村 宏司みの商事� 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４６８－ ２１：１０．９１
 ５０．８�
６１２ リンリンリン 牡５鹿 ５７ M．デムーロ榮 義則氏 森 秀行 門別 三城牧場 B４７６－ ４ 〃 クビ １６．１�

（伊）

７１３ リボンノキシ 牝５青 ５５ 田中 勝春森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４５８± ０１：１１．１１ ６９．４�
３５ ウインサウザー �７黒鹿５７ 武士沢友治�ウイン 山内 研二 えりも 上島牧場 B４７６＋ ８１：２０．０大差 １３６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，１５１，０００円 複勝： ６１，１２１，５００円 枠連： ４５，２７１，０００円

普通馬連： ２００，７１９，６００円 馬単： １１８，７９９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，４６４，０００円

３連複： ２１３，７０５，３００円 ３連単： ４１９，２４７，５００円 計： １，１５９，４７９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � ５４０円 枠 連（３－８） ６８０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ２，６４０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ５，８９０円 ３ 連 単 ��� ２７，０１０円

票 数

単勝票数 計 ４４１５１０ 的中 � ４８６６６（３番人気）
複勝票数 計 ６１１２１５ 的中 � ７２０３８（３番人気）� １９９２２３（１番人気）� １９１３８（９番人気）
枠連票数 計 ４５２７１０ 的中 （３－８） ４９３６３（２番人気）
普通馬連票数 計２００７１９６ 的中 �� ２２６８４３（２番人気）
馬単票数 計１１８７９９９ 的中 �� ４２２０６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６４６４０ 的中 �� ４１６５７（２番人気）�� ４８３７（２９番人気）�� １５１１８（９番人気）
３連複票数 計２１３７０５３ 的中 ��� ２６８１１（１８番人気）
３連単票数 計４１９２４７５ 的中 ��� １１４５７（７３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１０．９―１１．９―１２．０―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティアップハーレー �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１１．９ 東京５着

２００６．５．２４生 牡３栗 母 ネーハイエンプレス 母母 ネーハイビユーテイ １１戦４勝 賞金 ５２，０８６，０００円
〔発走状況〕 ブラックシャドウ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ブラックシャドウ号は，平成２１年１２月７日から平成２２年１月５日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔その他〕 ウインサウザー号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）並びに心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走

制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ウインサウザー号は，平成２２年２月６日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アポロダヴィンチ号・インプルーヴ号・エーシンクールディ号・クリノビリオネア号・ケイアイエーデル号・

シーアクロス号・ストレートイン号・ストーリーテリング号・スペシャルクイン号・スマートギルド号・
スーサンライダー号・タイキシルバー号・ダイワプリベール号・ツクバホクトオー号・トーセンセイント号・
ファイナルスコアー号・フィクシアス号・プリモローズ号・ペルルノワール号

※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。



３３０２３１２月６日 晴 稍重 （２１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，２０．１２．６以降２１．１１．２９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 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２２ ウェディングフジコ 牝５黒鹿５２ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４４８± ０１：３３．０ ６．８�

５７ ホクトグレイン 牝３鹿 ５０ 吉田 隼人布施 光章氏 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７４－ ２１：３３．１� ５．０�
３３ ヘヴンリークルーズ 牝４黒鹿５０ 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４３６－ ６１：３３．３１ ３７．６�
７１２ ヤマニンエマイユ 牝６鹿 ５４ 蛯名 正義土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６４± ０１：３３．４� １８．４�
３４ レ ジ ネ ッ タ 牝４鹿 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４２－ ４１：３３．５� ６．２�
６１０ アスクデピュティ 牝５栗 ５１ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：３３．７１ ９．０	
４６ スペシャルフロート 牝５鹿 ４８ 草野 太郎吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６ 〃 クビ ８１．８

４５ シャランジュ 牝４鹿 ５１ 吉田 豊伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４５０－ ２１：３３．９１ １１．１�
６９ エリモファイナル 牝７黒鹿５３ 北村 宏司山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４７２± ０１：３４．０� １８．４�
１１ サクラミモザ 牝３黒鹿５３ 左海 誠二�さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４５８－ ４ 〃 アタマ ８．２

（船橋）

７１１ マイネカンナ 牝５栗 ５３ 石橋 脩 �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 ４３４－ ２１：３４．１� １５．９�

８１４ トールポピー 牝４鹿 ５６ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８４－ ８１：３４．２� ８．３�
５８ ブーケフレグランス 牝４栗 ５３ 戸崎 圭太 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１４－ ６１：３４．５２ １５．０�

（大井）

８１３ ヤマニンメルベイユ 牝７栗 ５４ 中舘 英二土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７４－ ２１：３４．７１ ２９．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５４，１３２，１００円 複勝： ７４，８０８，８００円 枠連： ７６，１６４，２００円

普通馬連： ３８０，０４６，３００円 馬単： １９６，２４９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ８９，５５９，１００円

３連複： ４２０，９２７，９００円 ３連単： ７９６，３３３，９００円 計： ２，０８８，２２１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２２０円 � １９０円 � ８９０円 枠 連（２－５） １，２９０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ３，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ４，３３０円 �� ３，１９０円

３ 連 複 ��� ３１，１３０円 ３ 連 単 ��� １５４，５４０円

票 数

単勝票数 計 ５４１３２１ 的中 � ６２７５８（３番人気）
複勝票数 計 ７４８０８８ 的中 � １００２３４（２番人気）� １２２３２３（１番人気）� １７０４９（１３番人気）
枠連票数 計 ７６１６４２ 的中 （２－５） ４３７５６（２番人気）
普通馬連票数 計３８００４６３ 的中 �� １５８６２６（２番人気）
馬単票数 計１９６２４９１ 的中 �� ３８８２４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８９５５９１ 的中 �� ３１４９１（２番人気）�� ４９３５（６５番人気）�� ６７３１（５３番人気）
３連複票数 計４２０９２７９ 的中 ��� ９９７９（１３９番人気）
３連単票数 計７９６３３３９ 的中 ��� ３８０３（６７４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．４―１１．４―１１．４―１１．５―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３４．９―４６．３―５７．７―１：０９．２―１：２０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３５．３

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

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

勝馬の
紹 介

ウェディングフジコ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１．１４ 中山１４着

２００４．４．８生 牝５黒鹿 母 ウェディングハニー 母母 ヘイアンパール ３５戦５勝 賞金 １０８，００５，０００円
〔制裁〕 ホクトグレイン号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１番への進路影響）
※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。



３３０２４１２月６日 晴 稍重 （２１中山５）第２日 第１２競走 ��
��２，５００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００分 （芝・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�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

２：２９．５
２：２９．５

良

良

６７ ラミアクイーン 牝３鹿 ５３ A．クラストゥス 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４４６－ ２２：３５．８ ３．５�
（仏）

１１ マイネルーチェ 牝５黒鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ２ 〃 ハナ ５．７�

５５ ブルースターキング 牡３黒鹿５５ M．デムーロ �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４５２－ ４２：３６．０１� ５．６�
（伊）

６６ � ヒカルマンテンボシ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝�橋 京子氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２± ０ 〃 クビ ４．１�

７８ ギムレットアイ 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４５８＋ ４２：３６．２１� １２．３�
３３ マスラタケヲ 牡８栗 ５７

５６ ☆丸田 恭介井口 莞爾氏 浅野洋一郎 鵡川 上水牧場 ４６２＋ ２２：３６．４１� １２０．９�
４４ ロードキャニオン 	５鹿 ５７ 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４５４－ ４２：３６．５クビ ７．０	
２２ キングブライト 牡５鹿 ５７ 左海 誠二浅野 恭秀氏 矢野 英一 様似 清水スタッド B４９４－ ６２：３６．７１� ６４．１


（船橋）

８１０ ニ キ テ ィ ス 牡５鹿 ５７
５４ ▲伊藤 工真田中 晴夫氏 矢作 芳人 静内 藤平 和実 ５００＋ ２２：３７．４４ １５．１�

７９ ロックザキャスバ 牡５黒鹿５７ 中舘 英二�瀬 真尚氏 萩原 清 静内 矢野牧場 B４９０＋ ４２：３７．８２
 ２８．９�
８１１� レイトスプリング 牡６栗 ５７ 戸崎 圭太臼田 浩義氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５４６＋ ６ （競走中止） ４３．２

（大井）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４２，０９５，２００円 複勝： ５１，１０７，２００円 枠連： ４１，４１０，７００円

普通馬連： １５７，３６６，７００円 馬単： １０３，５７３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，１４１，８００円

３連複： １５９，７６７，２００円 ３連単： ３９４，２２６，４００円 計： ９９３，６８８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（１－６） ５５０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ３８０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 ��� ７，６９０円

票 数

単勝票数 計 ４２０９５２ 的中 � ９７４３４（１番人気）
複勝票数 計 ５１１０７２ 的中 � １０７５５８（１番人気）� ７７９０６（３番人気）� ６６４９７（４番人気）
枠連票数 計 ４１４１０７ 的中 （１－６） ５５８９９（１番人気）
普通馬連票数 計１５７３６６７ 的中 �� １１６５８５（３番人気）
馬単票数 計１０３５７３４ 的中 �� ４３５４４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４１４１８ 的中 �� ３４７８３（２番人気）�� ２８９３２（３番人気）�� １８０９４（８番人気）
３連複票数 計１５９７６７２ 的中 ��� ６７８１４（３番人気）
３連単票数 計３９４２２６４ 的中 ��� ３７８６３（１２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１９．０―３１．８―４３．８―５５．９―１：０８．７―１：２２．３―１：３５．３―１：４８．１―２：００．２―２：１１．９―２：２３．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラミアクイーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Akarad デビュー ２００９．２．１５ 東京１着

２００６．３．２１生 牝３鹿 母 クイーンモード 母母 Modiyna ６戦３勝 賞金 ２６，８５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔競走中止〕 レイトスプリング号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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２日 １２月６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １６６頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３１，７１０，０００円
１４，６７０，０００円
１，３００，０００円
２１，９２０，０００円
５９，１４６，５００円
４，９９０，８００円
１，６４３，４００円

勝馬投票券売得金
３５２，１４７，１００円
４９７，７５０，０００円
３３０，５７４，３００円
１，３７９，４１０，１００円
９２４，４０３，１００円
４１４，７１４，２００円
１，４９９，５４９，７００円
２，９８４，８９８，０００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 ８，３８３，４４６，５００円

総入場人員 ３７，１１３名 （有料入場人員 ３１，５７５名）




