
３３０３７１２月１３日 晴 重 （２１中山５）第４日 第１競走 ��１，８００�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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

１１ タイムカード 牡２栗 ５５ 戸崎 圭太錦山 登氏 清水 英克 新ひだか 岡田 猛 ５１２－ ４１：５５．４ ３．１�
（大井）

１２ マイネルオベリスク 牡２鹿 ５５ 真島 大輔 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 B４８４－ ２１：５５．７１� ３．７�

（大井）

７１３ テイクザファントム 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 ５１４＋１０１：５６．８７ １１４．１�
３６ サ ヤ ン ク ー 牝２鹿 ５４ 横山 典弘加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 斉藤 政志 ４９４＋ ２１：５７．２２� ８．１�
４８ クロスファイト 牡２鹿 ５５ 武士沢友治佐々木 徹氏 平井 雄二 新冠 シンユウフアーム ４９６± ０１：５７．３� ９８．９�
８１６ レ オ ア ラ シ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４９８＋ ８ 〃 アタマ １９．３�
６１２ ディーエスブリスク 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 富菜牧場 ４７８－ ６ 〃 ハナ １９．３	
２４ マキシムトパーズ 牡２青鹿５５ 大庭 和弥小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ４８０＋ ２１：５７．４クビ １２１．３

５１０ ボスポジション 牡２栃栗 ５５

５２ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４－ ２１：５７．６１� ５６．０�

６１１ トーセンヤッテキタ 牡２栗 ５５ 江田 照男島川 哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 ５０６－１２１：５７．７クビ ３４．４�
３５ レッドシャリオ 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 三城牧場 ５０８＋１０１：５７．９１� ４．２�
４７ グランデカーポ 牡２栗 ５５ 小野 次郎芹澤 精一氏 阿部 新生 平取 スガタ牧場 ４６２－ ２１：５８．２１� １０２．１�
７１４ シャインオブロード 牡２芦 ５５ 村田 一誠皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ５０８－ ２１：５８．７３ ２４１．８�
８１５ ビビッドボイス 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信棚網 基己氏 松永 康利 日高 佐々木 康治 ４８０－ ２１：５８．９１� １５７．０�
２３ キングリョウガ 牡２栗 ５５ 柴山 雄一増田 陽一氏 田島 俊明 青森 イズモリファーム ４５２－ ８１：５９．０� １９５．２�
５９ ドラゴンアルテマ 牡２青 ５５ 田中 勝春窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７６± ０１：５９．２１� １０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１５７，５００円 複勝： ２５，６５４，９００円 枠連： １８，０７２，９００円

普通馬連： ５６，１３９，９００円 馬単： ４２，１５９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１５２，６００円

３連複： ７０，６０６，５００円 ３連単： １０８，６９８，５００円 計： ３５７，６４２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２，６００円 枠 連（１－１） ７００円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ６，６５０円 �� ８，３９０円

３ 連 複 ��� ２８，４２０円 ３ 連 単 ��� ９０，２４０円

票 数

単勝票数 計 １５１５７５ 的中 � ３９０８５（１番人気）
複勝票数 計 ２５６５４９ 的中 � ５０１７５（３番人気）� ５５４７３（１番人気）� １６２５（１３番人気）
枠連票数 計 １８０７２９ 的中 （１－１） １９１７０（２番人気）
普通馬連票数 計 ５６１３９９ 的中 �� ６２４８６（１番人気）
馬単票数 計 ４２１５９６ 的中 �� ２５４８４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１５２６ 的中 �� １７６６１（２番人気）�� ７２１（４３番人気）�� ５７０（５０番人気）
３連複票数 計 ７０６０６５ 的中 ��� １８３４（６４番人気）
３連単票数 計１０８６９８５ 的中 ��� ８８９（２３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３７．３―５０．５―１：０３．５―１：１６．６―１：２９．９―１：４２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３８．８
１
３
２，６（１，３，９，１３）１２（８，１６）４（１１，１０）５，１５－１４－７
２，１３（１，６）９（４，３，１２，１６）（１１，８，１０）（５，１５）－１４－７

２
４

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

勝馬の
紹 介

タイムカード �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 トウカイテイオー デビュー ２００９．１０．３１ 福島５着

２００７．４．１８生 牡２栗 母 オフセットミライ 母母 フレイバーギフト ３戦１勝 賞金 ６，２００，０００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。



３３０３８１２月１３日 晴 稍重 （２１中山５）第４日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

３５ マイネコティヨン 牝２芦 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４３０＋ ４１：１０．２ ４．１�

５１０ フィールザファン 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲伊藤 工真櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４２８－ ２１：１０．３� １４．８�

８１５ チェックユアハート 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４２０－ ４ 〃 クビ ７．０�

１２ サクラクローバー 牝２鹿 ５４ 角田 晃一�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４４０－ ８１：１０．４クビ ５．９�
２３ ムーンダスト 牝２栗 ５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 斎藤 誠 青森 諏訪牧場 ４４６－ ４１：１０．６１� ９．１�
４７ テンシノローズ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠杉谷 桝夫氏 中川 公成 平取 中川 隆 ４８２＋１４ 〃 ハナ １４．５�
２４ セレブビスティー 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 松山 将樹 新ひだか 土居 忠吉 ４２２－ ６１：１０．７� ３．５	
８１６	 アポロジャスミン 牝２鹿 ５４ 真島 大輔アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Angelo Ferro

& Victor Flores ４１２－ ４ 〃 ハナ ２３．２

（大井）

６１１ ケイビイパンサー 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信菊池 昭雄氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４１０＋ ６ 〃 クビ ２８６．０�
３６ ラナイダンス 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 高市 圭二 安平 ノーザンファーム ４０６± ０１：１０．８クビ ２８．９�
（大井）

４８ ホールドオンミー 牝２青鹿５４ 小林 淳一釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４１４± ０１：１０．９� ３９０．８
５９ アップルミント 牝２黒鹿５４ 横山 典弘 �スピードファーム 和田正一郎 日高 田辺 静一 ４１６± ０１：１１．０クビ ２１．０�
７１４ オーゴンルビー 牝２栗 ５４ 柴田 善臣永田 清男氏 谷原 義明 新ひだか タガミファーム ４５８－ ２１：１１．１� ４１．０�
１１ ダンシングムーン 牡２鹿 ５５ 武士沢友治岡田 牧雄氏 秋山 雅一 新ひだか 岡田スタツド ４５２＋１２１：１１．２� ２７８．６�
７１３ フジスペシャル 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一藤木 二郎氏 石毛 善彦 新ひだか 福岡 哲夫 ４３０－ ４ 〃 アタマ ８４．７�
６１２ プリトヴィツェ 牝２栗 ５４ 小野 次郎 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 及川 ミツ子 ４２２－ ２１：１２．０５ ４８７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０２５，２００円 複勝： ２６，０２３，６００円 枠連： １６，５８６，８００円

普通馬連： ５６，０５６，２００円 馬単： ３５，８１３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９４７，１００円

３連複： ６５，４７６，０００円 ３連単： ８８，９２２，０００円 計： ３２３，８５０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ３７０円 � ２２０円 枠 連（３－５） １，４３０円

普通馬連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ３，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ４６０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ３，７９０円 ３ 連 単 ��� ２０，９２０円

票 数

単勝票数 計 １５０２５２ 的中 � ２９１３８（２番人気）
複勝票数 計 ２６０２３６ 的中 � ４９０３９（１番人気）� １５４７５（６番人気）� ３２５２８（４番人気）
枠連票数 計 １６５８６８ 的中 （３－５） ８６２０（６番人気）
普通馬連票数 計 ５６０５６２ 的中 �� １９０４４（８番人気）
馬単票数 計 ３５８１３８ 的中 �� ７３９５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９４７１ 的中 �� ６５３２（８番人気）�� １１５４９（３番人気）�� ３９３９（１４番人気）
３連複票数 計 ６５４７６０ 的中 ��� １２７７４（６番人気）
３連単票数 計 ８８９２２０ 的中 ��� ３１３８（４６番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．４―１１．５―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．５―４６．０―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネコティヨン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００９．７．２５ 新潟５着

２００７．５．１５生 牝２芦 母 マイネシンデレラ 母母 ケリーバッグ ７戦１勝 賞金 １０，９５０，０００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。



３３０３９１２月１３日 晴 稍重 （２１中山５）第４日 第３競走 ��
��１，８００�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

１：４８．２
１：４６．６

良

良

３６ トーセンフリージア 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４８０± ０１：５０．２ ５３．５�

７１４ ウエスタンブラボー 牡２青鹿５５ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ３．７�
８１６ ナイスオペラ 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太戸部 洋氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 ４９８＋ ６１：５０．３クビ １７．９�

（大井）

２４ メジロジェラルド 牡２黒鹿５５ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５１２＋ ６ 〃 クビ ２．０�
５９ エーブチェアマン 牡２黒鹿５５ 横山 典弘 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４２６－ ４１：５０．４クビ ８．５	
６１１ ナンヨーストロング 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝中村 �也氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４９４＋ ８ 〃 クビ ７．６

８１５ ニシノシャイナー 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４８６＋ ４１：５０．５� ４８．９�
２３ フォーリアル 牝２鹿 ５４ 村田 一誠�三好牧場 天間 昭一 浦河 三好牧場 ４２２± ０ 〃 ハナ ２４．３�
３５ ガンマーバースト 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ４８４＋ ８１：５０．６クビ ３２．１
４８ ヤマニンパソドブル 牝２青鹿５４ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４５４－ ６１：５０．９１� １３２．７�
１１ グローリーゲイル 牡２黒鹿５５ 中谷 雄太岡田 牧雄氏 矢野 英一 浦河 山田 昇史 ４４６± ０１：５１．０� １１４．３�
７１３ ラヴァリーグロリア 牝２栗 ５４ 江田 照男村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 ハシモトフアーム ４５４＋ ２１：５１．５３ ２３０．９�
６１２ ロードギャラクシー 牡２青鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真 �ロードホースクラブ 河野 通文 新ひだか 井高牧場 B４６４＋ ２ 〃 クビ ５０．５�
４７ シャイニーフライト 牡２黒鹿５５ 嘉藤 貴行小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 ４９６＋ ２１：５１．９２� ５３８．１�
５１０ ダイワアラミス 牡２鹿 ５５ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 ４３０＋ ４１：５２．１１� ４４９．４�
１２ サベラージュ 牡２青鹿５５ 角田 晃一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４５６＋ ４１：５２．６３ ５９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４４１，３００円 複勝： ４０，０６９，３００円 枠連： １９，４８８，５００円

普通馬連： ６６，７８４，９００円 馬単： ５０，２５７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７５０，９００円

３連複： ７６，９４０，４００円 ３連単： １２０，１３５，５００円 計： ４２０，８６７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，３５０円 複 勝 � １，０２０円 � １８０円 � ４１０円 枠 連（３－７） ３，０９０円

普通馬連 �� ５，４００円 馬 単 �� ２０，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９００円 �� ４，８８０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ２５，１３０円 ３ 連 単 ��� ２４０，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２１４４１３ 的中 � ３１６０（１０番人気）
複勝票数 計 ４００６９３ 的中 � ８３３１（８番人気）� ７６３６７（２番人気）� ２３９０５（５番人気）
枠連票数 計 １９４８８５ 的中 （３－７） ４６６５（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６６７８４９ 的中 �� ９１４０（１６番人気）
馬単票数 計 ５０２５７１ 的中 �� １７７７（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７５０９ 的中 �� ３３１７（１８番人気）�� １２５７（４０番人気）�� ７４６４（８番人気）
３連複票数 計 ７６９４０４ 的中 ��� ２２６０（６５番人気）
３連単票数 計１２０１３５５ 的中 ��� ３６９（４７６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１２．３―１２．４―１２．３―１２．３―１２．１―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．７―３７．０―４９．４―１：０１．７―１：１４．０―１：２６．１―１：３８．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンフリージア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．８．３０ 新潟８着

２００７．３．１生 牝２鹿 母 タガノアイリス 母母 マルカアイリス ５戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 スイートコルベール号・トップオンタイム号・マイネルグート号・ミアコルサ号
※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。



３３０４０１２月１３日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２１中山５）第４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

８１３ トーセンジョーカー 牡６栗 ６０ 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B４６２＋ ８３：１３．７ ６．２�

３３ � タ カ ラ ボ ス 牡５栗 ６０ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４３６－ ２３：１４．３３� ３．４�
５８ � スプリングカラー 牝５鹿 ５８ 金子 光希加藤 春夫氏 郷原 洋行 浦河 川越牧場 ４４４－ ２３：１４．９３� ３．８�
３４ � トップモンジュー 牡５鹿 ６０ 高田 潤横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park

Stud Ltd ４４０± ０３：１５．３２� ４．３�
４５ サニーネイティブ 牡７栗 ６０ 高野 和馬宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ５０４－ ６ 〃 クビ １１．５�
２２ クンダリーニ 牡７栗 ６０ 西谷 誠田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ５３０－ ４３：１５．８３ ８．２�
５７ � ブラボーデイ �４鹿 ６０ 宗像 徹島田 �樹氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４４０± ０３：１６．０１	 ７２．６	
４６ ユウターフラッシュ 牡３鹿 ５８ 蓑島 靖典上山 利広氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４６４－ ４３：１７．１７ ２６０．９

６９ アンクルトップ 牡４栗 ６０ 岩崎 祐己�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４４８－ ４３：１８．１６ ２７．０�
７１２� シャススプリーン �４栗 ６０ 穂苅 寿彦前田 幸治氏 和田 正道 米 Stonestreet

Mares LLC. ４６４± ０ 〃 クビ ６６．１
１１ ヨイチセレブ 牝３鹿 ５６ 石神 深一加藤 興一氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４８２－１４３：２０．１大差 １３４．８�
６１０ ディアマイホース 牡３黒鹿５８ 柴田 未崎吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ５０２± ０３：２１．８大差 ２２２．８�
７１１ メジロテンダー 牡３黒鹿５８ 山本 康志�メジロ牧場 土田 稔 浦河 まるとみ冨岡牧場 B５２６± ０３：２６．６大差 １０３．７�
８１４ ポコアポコフォルテ 牝４栗 ５８ 平沢 健治�テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４４２＋１６ （競走中止） １６９．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，４９８，３００円 複勝： １８，２４３，３００円 枠連： １７，０６３，７００円

普通馬連： ４４，５５１，８００円 馬単： ３６，４８０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６２５，０００円

３連複： ５６，１１９，４００円 ３連単： ９１，６１０，３００円 計： ２９４，１９２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（３－８） ５８０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ５４０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ８，６９０円

票 数

単勝票数 計 １４４９８３ 的中 � １８５６２（４番人気）
複勝票数 計 １８２４３３ 的中 � ２３０２４（４番人気）� ４４４５０（１番人気）� ２７１１５（３番人気）
枠連票数 計 １７０６３７ 的中 （３－８） ２１９７６（２番人気）
普通馬連票数 計 ４４５５１８ 的中 �� ３４７１８（３番人気）
馬単票数 計 ３６４８０２ 的中 �� １２３４６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６２５０ 的中 �� ９１６６（４番人気）�� ６６４３（７番人気）�� １５４８５（２番人気）
３連複票数 計 ５６１１９４ 的中 ��� ３０６５５（３番人気）
３連単票数 計 ９１６１０３ 的中 ��� ７７８６（２４番人気）

上り １マイル １：４８．６ ４F ５２．１－３F ３９．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンジョーカー �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００５．１２．２５ 中山７着

２００３．３．２９生 牡６栗 母 クラッシーマダム 母母 Soho Sunday 障害：３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走中止〕 ポコアポコフォルテ号は，２周目３号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エーピーレジェンド号・ピサノシンボル号
（非抽選馬） ２頭 ノッティングスカイ号・マルブツクロス号



３３０４１１２月１３日 晴 重 （２１中山５）第４日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時０５分 （ダート・右）

牝，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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

８１５ ダンシングマオ 牝２鹿 ５４ 江田 照男森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：１２．２ ３．５�

４８ エアティアーモ 牝２青鹿５４ 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：１２．４１� ５．６�
（大井）

７１３ シルクミライ 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４３４ ―１：１３．１４ ５９．５�
４７ チェリーウォーター 牝２芦 ５４ 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 ４４２ ― 〃 アタマ １１４．１�
１１ エアモージョー 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４１０ ―１：１３．６３ ３．６�
２３ ヒラボクビジン 牝２黒鹿５４ 小野 次郎�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４４４ ―１：１４．１３ ３２．７	
２４ ピンクバタフライ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春
橋本牧場 伊藤 大士 新ひだか 橋本牧場 ４２４ ― 〃 クビ ２５．０�
５９ サ ス ケ ハ ナ 牝２青鹿５４ 真島 大輔�須野牧場 小笠 倫弘 新ひだか 前田 宗将 ４４４ ―１：１４．２クビ １９．２

（大井）

３６ ゴールドグラフィー 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝井上 修一氏 大竹 正博 日高 山際 辰夫 ４０４ ―１：１４．４１� ６．６�
６１２ ミスイサリビ 牝２栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真鳴海 芳明氏 岩戸 孝樹 新ひだか 西川富岡牧場 ４２８ ―１：１４．６１� １３．８�
８１６ ビジュートップス 牝２黒鹿５４ 津村 明秀
下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４３６ ― 〃 アタマ ２０．７�
５１０ ヒシプレンティ 牝２栗 ５４ 柴山 雄一阿部雅一郎氏 小林 常泰 新ひだか 出羽牧場 ４４８ ―１：１４．７� １９２．８�
６１１ グラスキャンディー 牝２鹿 ５４ 武士沢友治半沢
 保田 一隆 新ひだか タツヤファーム ４４２ ―１：１４．９１� １６０．５�
１２ イノセントメイデン 牝２鹿 ５４ 南田 雅昭
ターフ・スポート南田美知雄 青森 ワールドファーム ４４２ ―１：１５．１１� ２４１．９�
７１４ ブライティアカーサ 牝２栗 ５４ 横山 典弘小林 昌志氏 矢野 英一 日高 大沢育成牧場 ４５８ ―１：１６．０５ １４．１�
３５ フォージドアトレー 牝２黒鹿５４ 高山 太郎
三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４１４ ―１：２１．１大差 １０７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１２３，６００円 複勝： ２３，４０８，２００円 枠連： １９，９５３，４００円

普通馬連： ５８，６０６，９００円 馬単： ４２，１０６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０１８，４００円

３連複： ６６，２３１，４００円 ３連単： ９７，８０１，２００円 計： ３４５，２４９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � ９５０円 枠 連（４－８） ８９０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ２，５２０円 �� ７，０３０円

３ 連 複 ��� ２９，２６０円 ３ 連 単 ��� １０２，９７０円

票 数

単勝票数 計 １７１２３６ 的中 � ３８７１１（１番人気）
複勝票数 計 ２３４０８２ 的中 � ５０７８５（１番人気）� ２８８０５（４番人気）� ４６８２（１１番人気）
枠連票数 計 １９９５３４ 的中 （４－８） １６５５０（２番人気）
普通馬連票数 計 ５８６０６９ 的中 �� ３７５４５（４番人気）
馬単票数 計 ４２１０６２ 的中 �� １４９３３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００１８４ 的中 �� １１４６１（２番人気）�� １８７７（３４番人気）�� ６５９（５３番人気）
３連複票数 計 ６６２３１４ 的中 ��� １６７１（９５番人気）
３連単票数 計 ９７８０１２ 的中 ��� ７０１（３４５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．６―１２．７―１２．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．６―４７．３―５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３７．６
３ ・（８，１５）１６，１３，６（１４，１２）（１０，９，７）３，２，１，４－１１＝５ ４ ・（８，１５，１６）１３，６－（１０，１２）（１４，７）（３，２，９）１，４，１１＝５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンシングマオ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Payant 初出走

２００７．４．１９生 牝２鹿 母 エスカビオーサ 母母 Elegia １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォージドアトレー号は，平成２２年１月１３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。



３３０４２１２月１３日 晴 稍重 （２１中山５）第４日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

６６ ヘイダーリン 牡２鹿 ５５
５２ ▲伊藤 工真佐々木 徹氏 平井 雄二 新冠 シンユウフアーム ５１４ ―２：０３．８ １７．４�

７８ コスモラピュタ 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４６４ ―２：０４．０１� ４．６�
（大井）

５５ ネオサクセス 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４７８ ―２：０４．２１� １１．１�
４４ ウエスタンエルザ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４５８ ―２：０５．１５ ９．１�
１１ レッドプラネット 牝２青鹿５４ 武士沢友治�コオロ 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４６４ ― 〃 ハナ ２３．８�
３３ ダノンプリベット 牡２黒鹿５５ 横山 典弘	ダノックス 萩原 清 新冠 蛯名牧場 ４３４ ―２：０５．３１� ３．５

６７ ヨイチクローン 牝２栗 ５４ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ５１２ ―２：０５．６１� ４６．３�
２２ スプリングトップ 牡２栗 ５５ 田中 勝春加藤 春夫氏 伊藤 大士 様似 堀 弘康 ４８２ ―２：０５．９２ ５２．９�
８１１ ノアパートナー 牡２鹿 ５５ 村田 一誠佐山 公男氏 中川 公成 新ひだか 飛野牧場 ４６２ ― 〃 クビ １４１．０
８１０ シンボリルアーブル 牡２黒鹿５５ 吉田 豊シンボリ牧場 奥平 雅士 新ひだか シンボリ牧場 ５２４ ―２：０６．２１� ２．６�
７９ 	 アポロダイバー 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Bill Wahl LLC

& Gainesway ５３６ ―２：０６．４１� ５０．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，２６０，６００円 複勝： ２４，８９７，９００円 枠連： １４，６７０，３００円

普通馬連： ５４，５２２，６００円 馬単： ４５，３４１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５３２，１００円

３連複： ５７，３１８，９００円 ３連単： １０７，６６２，２００円 計： ３４２，２０５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７４０円 複 勝 � ４３０円 � ２００円 � ２６０円 枠 連（６－７） ２，８１０円

普通馬連 �� ３，９２０円 馬 単 �� ９，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� １，９２０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １１，５００円 ３ 連 単 ��� ９４，７１０円

票 数

単勝票数 計 １９２６０６ 的中 � ８７５５（６番人気）
複勝票数 計 ２４８９７９ 的中 � １２９８３（６番人気）� ３９４９１（３番人気）� ２６０５０（５番人気）
枠連票数 計 １４６７０３ 的中 （６－７） ３８５５（１１番人気）
普通馬連票数 計 ５４５２２６ 的中 �� １０２８１（１４番人気）
馬単票数 計 ４５３４１２ 的中 �� ３５７０（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５３２１ 的中 �� ５１５０（１２番人気）�� ２３１０（２１番人気）�� ５３７８（１１番人気）
３連複票数 計 ５７３１８９ 的中 ��� ３６８１（３８番人気）
３連単票数 計１０７６６２２ 的中 ��� ８３９（２５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．７―３６．３―４９．５―１：０２．８―１：１５．３―１：２７．４―１：３９．５―１：５１．７

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

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

勝馬の
紹 介

ヘイダーリン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 シルヴァーエンディング 初出走

２００７．４．２４生 牡２鹿 母 エンドレスメロディ 母母 プリンセスメロディ 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。



３３０４３１２月１３日 晴 重 （２１中山５）第４日 第７競走 ��
��１，８００�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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

６１０ アイアムイチバン 牡２芦 ５５ 田中 勝春堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：５３．６ １４．５�

１１ レッドバリオス 牡２鹿 ５５ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１０＋１０１：５３．７� ３．３�
２２ コ コ カ ラ 牡２栗 ５５ 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ４９２＋ ２１：５４．１２� ６．６�
３３ シルクゴスホーク 牡２鹿 ５５ 吉田 豊有限会社シルク中村 均 日高 ヤナガワ牧場 ４９８－ ６１：５４．３１� ５．０�
６９ エイシンナナツボシ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド ４９８－ ６ 〃 クビ ２．８�
４６ 	 サントアスコット 牡２鹿 ５５ 江田 照男近嶋 勇氏 菅原 泰夫 浦河 山勝牧場 ４９８－ ８１：５５．２５ ５９．５�
５７ ロトディパーチャー 牡２鹿 ５５ 真島 大輔國武 佳博氏 藤原 辰雄 伊達 高橋農場 ４６４＋ ８１：５５．４１� ４７．９	

（大井）

８１３
 サトノサンダー 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太里見 治氏 藤沢 和雄 米 Fontaine-
bleau Farm ４５０＋１２１：５５．６１� １０．２


（大井）

７１２ レーザーブレイド 牡２栃栗５５ 田辺 裕信野� 昭夫氏 河野 通文 新ひだか グランド牧場 ４５６＋ ２１：５５．９１� ９９．８�
５８ ダイヤペルセウス 牡２栗 ５５ 小野 次郎 �ダイヤモンドファーム 高橋 裕 浦河 ダイヤモンドファーム ４７６－ ４１：５６．０� ２１２．５
７１１ ブランビーブラック 牡２黒鹿５５ 菊沢 隆徳吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 ４６４－ ４１：５６．１クビ １３１．１�
４５ フェバリットアワー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ４９４＋ ４ 〃 アタマ ９２．７�
８１４ エーシンガレオン 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 ５０４－ ４１：５６．３１ ３１８．９�
３４ リーサムカイト 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹平田 修氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 ４５８－ ２２：０２．０大差 １４０．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，６６２，９００円 複勝： ４５，０８９，９００円 枠連： ２１，９９１，５００円

普通馬連： ９８，８４０，８００円 馬単： ６４，７０７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５７８，８００円

３連複： ９８，６４９，０００円 ３連単： １７５，３２１，６００円 計： ５６３，８４２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ３３０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（１－６） ４３０円

普通馬連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ５，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� １，２５０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ４，７１０円 ３ 連 単 ��� ３７，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２９６６２９ 的中 � １６２３１（６番人気）
複勝票数 計 ４５０８９９ 的中 � ３０３６０（６番人気）� ７２５３９（２番人気）� ７１７６９（３番人気）
枠連票数 計 ２１９９１５ 的中 （１－６） ３８１４５（１番人気）
普通馬連票数 計 ９８８４０８ 的中 �� ３０９９４（１０番人気）
馬単票数 計 ６４７０７６ 的中 �� ８４０９（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５７８８ 的中 �� ８１５４（１０番人気）�� ５６０２（１５番人気）�� １５１６４（７番人気）
３連複票数 計 ９８６４９０ 的中 ��� １５４６２（１４番人気）
３連単票数 計１７５３２１６ 的中 ��� ３４５７（１０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３６．７―４９．７―１：０２．０―１：１４．４―１：２７．３―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アイアムイチバン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２０ 中山１着

２００７．３．６生 牡２芦 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ ３戦２勝 賞金 １５，０００，０００円
〔発走状況〕 ロトディパーチャー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リーサムカイト号は，平成２２年１月１３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。



３３０４４１２月１３日 曇 重 （２１中山５）第４日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１４ アポロラムセス 牡４芦 ５７ 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ５００＋ ４１：１０．８ １．５�
（大井）

７１３ フ ヨ ウ 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４６２＋ ４１：１１．１１� ５．８�
６１１ レグルスハート 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 B４９２＋ ８１：１１．４１� ３１．２�
４８ ネイヴルトウショウ 牝４青 ５５ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５２０＋２４１：１１．６１� ５６．７�
８１６ ラ イ カ ー ト 牝５芦 ５５ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８８± ０１：１１．７� １９．５�
８１５ ノボジュピター 牡３栗 ５６ 田辺 裕信�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７４＋１８１：１２．０２ １２．２	
３６ マジックモーメント 牡４黒鹿５７ 菊沢 隆徳藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４５６＋１０１：１２．３２ ４６６．１

５１０ ウォーターサムデイ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ １０．６�
４７ マイティークラウン �４鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真世賀 聖啓氏 後藤 由之 浦河 有限会社
吉田ファーム ４３０＋ ４１：１２．５１� １０７．６�

６１２ キミニムチュウ 牝３黒鹿５４ 田面木博公�グランド牧場 高松 邦男 新ひだか グランド牧場 B４６０＋ ４ 〃 アタマ ８８．０
１１ アクセプトアゲン 牡４鹿 ５７ 江田 照男浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 静内 三木田 明仁 ５０８＋ ２１：１２．７１� ２１．２�
２３ トーセンディケム 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４１：１２．９１� ２４．４�
３５ ミラクルフルーツ 牝３鹿 ５４ 角田 晃一吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム B４８６－１０ 〃 ハナ ２４５．２�
１２ スイングエンジン 牡３栗 ５６ 郷原 洋司平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４６２＋ ４１：１３．３２� ２４０．９�
５９ エフケーアスコット 牝３鹿 ５４ 武士沢友治布施 貞夫氏 小桧山 悟 三石 加野牧場 ４７２－ ６１：１３．４� ４８６．２�
２４ ナムラテルテル 牝４黒鹿５５ 小野 次郎奈村 信重氏 田村 康仁 門別 いとう牧場 ４６４＋ ７ 〃 クビ １８１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，８８６，３００円 複勝： ９２，０５１，１００円 枠連： ３１，１８２，８００円

普通馬連： １１６，８８３，８００円 馬単： ８３，７９７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，２５３，８００円

３連複： １２２，８８３，０００円 ３連単： ２３９，３５１，２００円 計： ７５２，２８９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ３４０円 枠 連（７－７） ２９０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ５００円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ３，７００円

票 数

単勝票数 計 ３２８８６３ 的中 � １７９１７３（１番人気）
複勝票数 計 ９２０５１１ 的中 � ６５８７５５（１番人気）� ８１７９３（２番人気）� ２１０７４（６番人気）
枠連票数 計 ３１１８２８ 的中 （７－７） ８０９９５（１番人気）
普通馬連票数 計１１６８８３８ 的中 �� ３２２７４８（１番人気）
馬単票数 計 ８３７９７９ 的中 �� １６０５５１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３２５３８ 的中 �� ７４３１２（１番人気）�� １３９２５（６番人気）�� ５０３４（１５番人気）
３連複票数 計１２２８８３０ 的中 ��� ５５８５６（５番人気）
３連単票数 計２３９３５１２ 的中 ��� ４７８１５（６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．５―１２．０―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３４．１―４６．１―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロラムセス �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００７．９．９ 中山２着

２００５．１．２９生 牡４芦 母 ロングモニュメント 母母 スリーピングインシアトル ２６戦３勝 賞金 ７８，０８９，０００円
〔発走状況〕 アクセプトアゲン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 マイティークラウン号の騎手伊藤工真は，４コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番への進路影

響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アクセプトアゲン号は，平成２１年１２月１４日から平成２２年１月１２日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※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 ケージーコガネ号・トロイオンス号
※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。



３３０４５１２月１３日 曇 重 （２１中山５）第４日 第９競走 ��１，８００�
ま い は ま

舞 浜 特 別
発走１４時０５分 （ダート・右）

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

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４４ フレンチノワール 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６１：５３．２ ３．５�

８１３ キ テ ィ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 ４５６－ ２１：５３．４１� ３．５�
１１ � ゴールデンプライズ 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４８４－ ６ 〃 アタマ ５．０�
５６ マリアージュ 牝４栗 ５５ 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４４０＋ ４１：５３．６１� １４．６�
（大井）

７１１ レースドール 牝５芦 ５５ 真島 大輔吉田 勝己氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４９０－１８ 〃 ハナ １０．７�
（大井）

８１２ スズカエルマンボ 牝４鹿 ５５ 江田 照男永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４４８－ ８ 〃 アタマ ５５．１	
４５ キュートエンブレム 牝４鹿 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４４６－ ８１：５４．０２� ７．３

６９ � ブライズメイト 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹沖田 正憲氏 伊藤 大士 門別 沖田牧場 ４４４＋ ６１：５４．５３ ５４．０�
３３ アイルビーバウンド 牝４鹿 ５５ 村田 一誠 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４２０± ０１：５４．６� １０５．５�
７１０ ヒラボクスペシャル 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 ４６０＋１６１：５４．７� ３２．９
５７ キンショーオトヒメ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４４０－ ２１：５５．０１� １８．６�
２２ � ダイショウベリー 牝４鹿 ５５ 石神 深一馬場 �晃氏 佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５６－ ４１：５５．１� ２７．１�
６８ レティセントガール 牝４黒鹿５５ 吉田 豊池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４２２－ ８１：５６．１６ ３９．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３０，６２１，５００円 複勝： ４６，９８６，５００円 枠連： ３０，４０６，７００円

普通馬連： １３２，１０６，５００円 馬単： ７８，１７３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，８１１，８００円

３連複： １２８，７０５，８００円 ３連単： ２４６，０９４，２００円 計： ７２９，９０６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（４－８） ４４０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ３４０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，３００円 ３ 連 単 ��� ５，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３０６２１５ 的中 � ６９７２８（１番人気）
複勝票数 計 ４６９８６５ 的中 � １２１１５４（１番人気）� ８５９３３（２番人気）� ５５８４１（３番人気）
枠連票数 計 ３０４０６７ 的中 （４－８） ５１８３１（１番人気）
普通馬連票数 計１３２１０６５ 的中 �� １５０６３２（１番人気）
馬単票数 計 ７８１７３６ 的中 �� ４４０１２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６８１１８ 的中 �� ３７１０５（１番人気）�� ２７１９４（２番人気）�� １７００６（５番人気）
３連複票数 計１２８７０５８ 的中 ��� ７３１３２（１番人気）
３連単票数 計２４６０９４２ 的中 ��� ３３９１２（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．０―３６．２―４９．２―１：０２．２―１：１４．９―１：２７．８―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３

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

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

フレンチノワール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．７．８ 福島７着

２００５．５．１生 牝４鹿 母 パープルホワイト 母母 カ ノ ー プ ス ２０戦４勝 賞金 ７０，２５９，０００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。



３３０４６１２月１３日 曇 稍重 （２１中山５）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

み ほ

美浦ステークス
発走１４時４０分 （芝・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
美浦村長賞（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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

４６ マイネルグラシュー 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 �桁牧場 ５０４＋ ６１：４８．９ ３８．０�

（大井）

６１０ ルールプロスパー 牡４青鹿５７ 角田 晃一儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４６８－ ８１：４９．０� ９．５�
３５ � スマートステージ 牡４鹿 ５７ 村田 一誠大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５０４＋１６ 〃 アタマ １１．５�
１１ ブルーマーテル 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４６４＋ ４１：４９．１� ５．５�
６１１ ミッキーペトラ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ４９４－ ６１：４９．３１	 ４．０�
２２ ハリーアップ 牡５芦 ５７ 田中 勝春首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 B４８２± ０１：４９．４クビ ４７．３	
７１２� ゴールディーロック 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７２＋ ８１：４９．５� ６３．３

３４ コスモピロリ 牡５鹿 ５７ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 清水 利章 浦河 モトスファーム ５２４± ０ 〃 ハナ ３４．２�
４７ マイネルキーロフ 牡５青鹿５７ 真島 大輔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 斉藤 安行 ５１８＋１２ 〃 クビ １０．２
（大井）

２３ リバースモード 牡７鹿 ５７ 横山 典弘臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６１：４９．６� １７．１�
７１３ ドリームトレジャー 牡４鹿 ５７ 武士沢友治セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 B４７４＋ ４ 〃 ハナ ５３．０�
８１５ スズジュピター 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一小紫 芳夫氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７４－ ２１：４９．７
 ３．９�
８１４ ショウナンライジン 牡５芦 ５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６＋ ８１：４９．８
 ２３．６�
５９ ス ペ ラ ー レ 牡７鹿 ５７ 江田 照男藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４＋ ２１：５０．４３
 １５．７�
５８ ユウタージャック 牡７鹿 ５７ 郷原 洋司上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７４＋１８１：５０．５� ３２６．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３３，３３０，６００円 複勝： ５３，３３１，３００円 枠連： ４３，５６１，５００円

普通馬連： １７４，１９０，０００円 馬単： ９６，２２０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，３８２，２００円

３連複： １８３，０３６，１００円 ３連単： ３２６，８５３，３００円 計： ９５６，９０５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，８００円 複 勝 � ９５０円 � ３９０円 � ４６０円 枠 連（４－６） １，３００円

普通馬連 �� １９，２１０円 馬 単 �� ４５，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７３０円 �� ３，７６０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ３５，３００円 ３ 連 単 ��� ３２０，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３３３３０６ 的中 � ６９２７（１１番人気）
複勝票数 計 ５３３３１３ 的中 � １３６８８（１１番人気）� ３８８０４（４番人気）� ３１６３５（６番人気）
枠連票数 計 ４３５６１５ 的中 （４－６） ２４８７２（４番人気）
普通馬連票数 計１７４１９００ 的中 �� ６６９３（５７番人気）
馬単票数 計 ９６２２０７ 的中 �� １５６２（１１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６３８２２ 的中 �� ２３９１（５６番人気）�� ３０１９（４７番人気）�� ６６１７（２０番人気）
３連複票数 計１８３０３６１ 的中 ��� ３８２７（１１６番人気）
３連単票数 計３２６８５３３ 的中 ��� ７５３（８９８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．７―３７．５―５０．２―１：０２．４―１：１４．５―１：２６．１―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルグラシュー �
�
父 メジロライアン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００６．７．２ 福島９着

２００４．５．６生 牡５鹿 母 ノーブルエターナル 母母 クイーンズメモリー ２５戦５勝 賞金 ７４，７９０，０００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。



３３０４７１２月１３日 曇 重 （２１中山５）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�第２回カペラステークス（ＧⅢ）

発走１５時２０分 （ダート・右）
３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，２０．１２．１３以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�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２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２０．１２．１２以前の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（ただし２歳時の成績を除く）

全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２４ � ミリオンディスク 牡５栗 ５６ 村田 一誠 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ５３０± ０１：０９．６ ９．４�

４７ ダイワディライト 牡５栗 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５０８＋ ６ 〃 クビ ２．５�
６１１� グランドラッチ 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣加藤 守氏 中竹 和也 米

Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

５５２－ ２１：０９．７クビ ３７．２�
８１６ アウトクラトール 牡４鹿 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４１：１０．０２ ２６．７�
３６ アイルラヴァゲイン 牡７鹿 ５６ 津村 明秀齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１２－ ８１：１０．１クビ ３０．１�
７１３ エ ノ ク 牡５栗 ５６ 生野 賢一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１８－ ２１：１０．２	 ６．６�
１２ � ガ ブ リ ン 牡７鹿 ５６ 武士沢友治榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming ４６８－１２ 〃 アタマ ３７．９	
１１ スリーアベニュー 牡７栗 ５６ 江田 照男永井商事
 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ５０６－ ８１：１０．３
 ７．５�
７１４� ビクトリーテツニー 牡５栗 ５７ 横山 典弘榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４８２－ ６１：１０．４クビ ２７．４�
３５ ワイルドワンダー 牡７黒鹿５６ 吉田 豊草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４５８＋ ２ 〃 アタマ ６．６
８１５ ワンダーポデリオ 牡５鹿 ５６ 柴山 雄一山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４７２± ０ 〃 ハナ １７．６�
５１０ ラインプレアー 牡４芦 ５６ 角田 晃一大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５２６± ０ 〃 アタマ ４９．３�
６１２� フジノウェーブ 牡７芦 ５８ 戸崎 圭太大志総合企画
 高橋 三郎 浦河 笹島 政信 ４７０＋ ３ 〃 同着 ３３．１�

（大井） （大井）

４８ � アポロドルチェ 牡４青鹿５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland
Farm ４８０＋ ４１：１０．７１
 ４１．６�

５９ � シアトルバローズ 牡６鹿 ５６ 真島 大輔猪熊 広次氏 太田 進 門別 瀬戸牧場 ４６４－ ６１：１１．６５ ２１７．７�
（大井） （大井）

２３ サンエムパーム 牡６黒鹿５６ 小野 次郎村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５２８＋ ２１：１２．０２	 ６８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８４，１１７，８００円 複勝： １３１，８９２，９００円 枠連： ９２，２２９，１００円

普通馬連： ４８６，９０７，４００円 馬単： ２７７，４０９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １２６，０１８，５００円

３連複： ５５９，００９，７００円 ３連単： １，１５１，４８９，１００円 計： ２，９０９，０７３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ２８０円 � １２０円 � ６００円 枠 連（２－４） ９１０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３，１１０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ７，１８０円 ３ 連 単 ��� ３８，５２０円

票 数

単勝票数 計 ８４１１７８ 的中 � ７０６４０（５番人気）
複勝票数 計１３１８９２９ 的中 � ９８４７５（５番人気）� ４５５０２８（１番人気）� ３８３７４（８番人気）
枠連票数 計 ９２２２９１ 的中 （２－４） ７５６０６（４番人気）
普通馬連票数 計４８６９０７４ 的中 �� ３７３１３５（４番人気）
馬単票数 計２７７４０９３ 的中 �� ７６４３６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２６０１８５ 的中 �� ７３９６６（４番人気）�� ９３６７（３４番人気）�� ２２０２１（１４番人気）
３連複票数 計５５９００９７ 的中 ��� ５７５０５（１９番人気）
３連単票数 計１１５１４８９１ 的中 ��� ２２０６４（９９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．１―１２．０―１１．８―１２．２

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３６．０
３ ６，７，１６（３，４，１１）（１，２，９，１３，１０）（５，８，１２）１５，１４ ４ ６，７（１６，１１）（３，４）（１，２，９，１３，１０）（５，８，１２）１５，１４

勝馬の
紹 介

�ミリオンディスク �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００４．３．２９生 牡５栗 母 ハッピーリクエスト 母母 エイプリルソネット １７戦６勝 賞金 １５５，８１９，０００円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１６頭 アンクルリーサム号・インセンティブガイ号・ウエスタンマックス号・エアアドニス号・クールシャローン号・

ゲイルスパーキー号・コレデイイノダ号・シルクビッグタイム号・ダイナミックグロウ号・テイエムアクション号・
トップオブツヨシ号・ニシノコンサフォス号・フリートアドミラル号・マイネルフォーグ号・メイショウシャフト号・
ワーキングボーイ号

※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。



３３０４８１２月１３日 曇 稍重 （２１中山５）第４日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

６８ サイレントフォース 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３４＋１０１：３４．１ ５．３�

６７ シングンレジェンド 牡３鹿 ５６ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４５２＋ ２１：３４．４１� ２０．９�
８１２ カ ピ タ ー ノ 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ２６．１�
４４ � バンダムレクス 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４３８＋ ２１：３４．５クビ １０２．９�
７１０ ストロングポイント 牡３芦 ５６ 江田 照男畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 ４６８＋ ６ 〃 クビ ９２．１�
８１１ サザンスターディ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２０± ０１：３４．６クビ ３．３	
５５ 	 ボタニカルアート 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �キャロットファーム 加藤 征弘 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４６８＋ ４ 〃 クビ ３６．４

５６ � メ ス ナ ー 牡４芦 ５７ 戸崎 圭太岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４６６＋１４１：３４．７� ４．５�

（大井）

７９ ブラストクロノス 牡３黒鹿５６ 吉田 豊村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 村下 明博 ４６２－１２ 〃 ハナ ３５．０�
１１ 	 リ ヴ ザ ル ト 牡４黒鹿５７ 村田 一誠里見 治氏 堀 宣行 豪 Mr T Jarvis ５７２＋ ４ 〃 ハナ ７．８
３３ ダンサーズブロンド 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４０４－ ６１：３４．８クビ ３３．９�
２２ スーパーウーマン 牝４栗 ５５ 真島 大輔 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 B４７４＋ ８１：３５．１１� ４．５�

（大井）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４０，６９１，３００円 複勝： ５３，２４１，０００円 枠連： ３７，８６３，８００円

普通馬連： １５８，５４８，０００円 馬単： １００，５３２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，８４１，１００円

３連複： １５９，５８３，５００円 ３連単： ３６４，４１９，８００円 計： ９５７，７２１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２４０円 � ６２０円 � ７５０円 枠 連（６－６） ５，１４０円

普通馬連 �� ５，８１０円 馬 単 �� ８，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７６０円 �� ２，２６０円 �� ６，４８０円

３ 連 複 ��� ３９，１１０円 ３ 連 単 ��� １６２，８００円

票 数

単勝票数 計 ４０６９１３ 的中 � ６１１８５（４番人気）
複勝票数 計 ５３２４１０ 的中 � ６９９７１（４番人気）� ２０９４０（７番人気）� １６７８８（９番人気）
枠連票数 計 ３７８６３８ 的中 （６－６） ５４４５（１５番人気）
普通馬連票数 計１５８５４８０ 的中 �� ２０１７１（１７番人気）
馬単票数 計１００５３２８ 的中 �� ８６１０（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２８４１１ 的中 �� ６０７５（１９番人気）�� ４６８４（２５番人気）�� １５９９（４９番人気）
３連複票数 計１５９５８３５ 的中 ��� ３０１２（８９番人気）
３連単票数 計３６４４１９８ 的中 ��� １６５２（４０８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１１．０―１０．９―１１．１―１１．６―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．４―３５．４―４６．３―５７．４―１：０９．０―１：２１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３６．７

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

勝馬の
紹 介

サイレントフォース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．２．１７ 東京１着

２００５．２．３生 牡４黒鹿 母 サイレントハピネス 母母 レガシーオブストレングス １１戦３勝 賞金 ３１，９２３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※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。



（２１中山５）第４日 １２月１３日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

２５４，３８０，０００円
２，１３０，０００円
１９，６５０，０００円
１，８６０，０００円
２５，９７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，６７７，０００円
５，４９６，８００円
１，７３２，５００円

勝馬投票券売得金
３５３，８１６，９００円
５８０，８８９，９００円
３６３，０７１，０００円
１，５０４，１３８，８００円
９５３，０００，０００円
４３５，９１２，３００円
１，６４４，５５９，７００円
３，１１８，３５８，９００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 ８，９５３，７４７，５００円

総入場人員 ３６，３１１名 （有料入場人員 ３１，３６４名）




