
３３０１３１２月５日 晴 稍重 （２２中山５）第２日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走９時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

４７ パシオンルージュ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４５４± ０１：１２．０ １．９�

８１５� アポロノカンザシ 牝２栗 ５４ 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck
Stables ４４２－ ２１：１２．３１� ３．０�

１１ ハ ロ ー タ マ 牝２鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太ニットー商事� 菊川 正達 新冠 斉藤 安行 ４３８－ ２１：１２．６１� ７１．５�

５９ � ロ ザ ー ジ ュ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣赤沼 秀典氏 森 秀行 米 Adieu
Syndicate ４８８－ ２１：１３．８７ １９．９�

７１３ ケイアイカミノコエ 牡２黒鹿 ５５
５３ △伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 青森 野々宮牧場 ５０２－ ４ 〃 クビ ２１４．３�

７１２ メジロミョウホウ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４７０－ ２１：１３．９� ６５．７	
３４ プリティーマッハ 牡２芦 ５５ 村田 一誠越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４３６＋１０１：１４．０クビ １４．２

２２ エフテーサイレン 牡２栗 ５５ 三浦 皇成深野 茂雄氏 尾関 知人 えりも 上島牧場 ４７０－ ２１：１４．７４ １４４．３�
３５ イッキカセイ 牡２黒鹿５５ 小林 淳一内藤 好江氏 浅野洋一郎 青森 織笠 時男 ４５８＋ ４ 〃 ハナ ２４１．０�
６１１ リンガスゲート 牡２青鹿５５ 蛯名 正義伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田 頼嗣 ４５６－ ４ 〃 クビ ７．２
４６ バトルペルレ 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 モリナガファーム ４７４＋ ４１：１５．４４ ２９．９�
６１０ セイユアドリーム 牝２栗 ５４ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ

ファーム ４４６－ ４１：１６．２５ ２５．３�
５８ スカイポンポーソ 牝２鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一 �スカイツリーレーシング 保田 一隆 白老 社台牧場 ４６８－１０１：１６．３� ４０８．０�
２３ マスアンテロープ 牝２栗 ５４ A．クラストゥス 上田 忠男氏 小林 常泰 浦河 桑田フアーム ４１８－ ６１：１７．８９ １７３．５�

（仏）

８１４ シ ノ ハ イ ジ 牝２鹿 ５４ 江田 照男篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４３０－ ８１：１８．２２� ５７６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，１８６，９００円 複勝： ３２，８６２，５００円 枠連： １４，６５７，５００円

普通馬連： ５４，４３４，５００円 馬単： ４０，７１１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６１７，０００円

３連複： ６７，３４９，４００円 ３連単： １１７，１３０，３００円 計： ３６４，９４９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ８１０円 枠 連（４－８） ２００円

普通馬連 �� ２２０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� １，４００円 �� １，８５０円

３ 連 複 ��� ３，６２０円 ３ 連 単 ��� １１，２１０円

票 数

単勝票数 計 １７１８６９ 的中 � ７３８９８（１番人気）
複勝票数 計 ３２８６２５ 的中 � １４８３９３（１番人気）� ７５００７（２番人気）� ４１４２（９番人気）
枠連票数 計 １４６５７５ 的中 （４－８） ５５４１１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４４３４５ 的中 �� １８９４４４（１番人気）
馬単票数 計 ４０７１１２ 的中 �� ７１２２８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６１７０ 的中 �� ５３４９８（１番人気）�� ２７５９（１６番人気）�� ２０４８（２２番人気）
３連複票数 計 ６７３４９４ 的中 ��� １３７４０（１１番人気）
３連単票数 計１１７１３０３ 的中 ��� ７７１４（３１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．５―１２．２―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．２―４６．４―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パシオンルージュ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１０．３ 中山２着

２００８．３．１７生 牝２鹿 母 セクシーココナッツ 母母 ココパシオン ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイユアドリーム号・マスアンテロープ号・シノハイジ号は，平成２３年１月５日まで平地競走に出

走できない。
スカイポンポーソ号は，平成２３年２月５日まで平地競走に出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０１４１２月５日 晴 稍重 （２２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

６１１ ニ ー ロ 牡２黒鹿５５ 松岡 正海佐々木 勇氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５３８＋ ４１：５６．３ ２．８�

１２ ケイジーウィンザー 牡２栗 ５５ 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４８０－ ４１：５６．６１� ６５．７�
１１ ライジングエース 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成佐々木 力氏 手塚 貴久 新ひだか タイヘイ牧場 ５１２－ ２１：５６．８１� １１．８�
４８ トーアクリスタル 牡２芦 ５５ 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５２８± ０１：５７．２２� ５．１�
７１３ マイネルリープ 牡２黒鹿５５ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 武藤 善則 日高 加藤牧場 B４７８＋ ２１：５７．５２ ７．７�

（仏）

６１２ フジハヤブサ 牡２鹿 ５５ 鈴来 直人藤田 達男氏 矢野 英一 新冠 佐藤 信広 ４９０－ ４１：５７．７１ ７４．４�
３５ ミラクルレインボー 牡２栗 ５５ 田中 勝春臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 ４９０± ０１：５７．９１ １４．３	
８１５ テイエムバカラ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ５０８－ ２１：５９．１７ １１５．９

８１６ ス ト レ ー ト 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司久保 敏文氏 郷原 洋行 宮崎 吉野 政敏 ５２０± ０ 〃 クビ ２２８．２�
２３ コスモキズナ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新ひだか 中田 英樹 ４８２－ ２１：５９．６３ ２２．３
５１０ ジョンブルクリス 牡２栗 ５５ 小林 淳一�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４５８－ ２２：００．０２� ６．１�
４７ ケイアイアレス 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 奥平 雅士 新冠 村上 雅規 ４８６＋ ２２：００．１クビ ３０．１�
３６ セイルアゲン 牝２鹿 ５４ 村田 一誠浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 ４４４－１２２：００．９５ １６３．９�
５９ エドノリージェント 牡２鹿 ５５ 的場 勇人遠藤 喜松氏 牧 光二 日高 エンドレス

ファーム ４９０＋ ２２：０１．７５ ２３９．７�
７１４ シャインパーミット 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４６８－ ６２：０２．５５ ８．７�
２４ トップモースト 牡２栗 ５５ 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４５２＋ ６２：０３．１３� １２９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０５５，０００円 複勝： ２４，１７８，３００円 枠連： １４，２２７，４００円

普通馬連： ４８，１５１，７００円 馬単： ３６，１３５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２９７，９００円

３連複： ６２，３８０，５００円 ３連単： ９０，４２３，０００円 計： ３０８，８４９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １６０円 � １，３９０円 � ３５０円 枠 連（１－６） １，５３０円

普通馬連 �� １２，８３０円 馬 単 �� １８，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９６０円 �� ６９０円 �� ７，７２０円

３ 連 複 ��� ３８，８９０円 ３ 連 単 ��� ２３０，９１０円

票 数

単勝票数 計 １５０５５０ 的中 � ４３５５７（１番人気）
複勝票数 計 ２４１７８３ 的中 � ５３０１２（１番人気）� ３４７７（１０番人気）� １６８０２（６番人気）
枠連票数 計 １４２２７４ 的中 （１－６） ６８７５（７番人気）
普通馬連票数 計 ４８１５１７ 的中 �� ２７７０（３３番人気）
馬単票数 計 ３６１３５４ 的中 �� １４２１（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２９７９ 的中 �� １４８３（３０番人気）�� ６９７２（７番人気）�� ５６０（５４番人気）
３連複票数 計 ６２３８０５ 的中 ��� １１８４（９４番人気）
３連単票数 計 ９０４２３０ 的中 ��� ２８９（５３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３７．２―５０．６―１：０３．７―１：１６．７―１：３０．０―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．６
１
３
１（４，１１）２（８，１０）（３，１２，１４）９（５，１３）６，７，１６，１５
１（４，１１）（２，８，１０，１４）１２（３，９，１３）（５，６，７）（１６，１５）

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

勝馬の
紹 介

ニ ー ロ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．１１．１４ 東京５着

２００８．２．２５生 牡２黒鹿 母 ヤサカシーズン 母母 ビーマイコンキスタドール ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔制裁〕 トップモースト号の騎手中谷雄太は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（３番への進路影響）
〔その他〕 エドノリージェント号は，４コーナーで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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャインパーミット号・トップモースト号は，平成２３年１月５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０１５１２月５日 晴 良 （２２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

５１０ ゴールドラム 牡２黒鹿５５ 横山 典弘�ジェイアール 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 ４９０－ ２２：０２．４ ３．５�

２４ マイネルバリュー 牡２青鹿５５ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 坂本 勝美 新冠 ビッグレッドファーム B４５０＋ ４２：０２．５� ９．６�
（仏）

１１ マイネルシュライ 牡２青 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９８－ ２２：０２．６クビ ５．８�
４８ コスモスイートテン 牡２青鹿５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 静内坂本牧場 ４８８＋ ６２：０２．８１� ７８．３�
８１６ ストーンステージ 牡２栗 ５５ 北村 宏司百万 武夫氏 古賀 慎明 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４９４＋ ４ 〃 ハナ ４．９�
２３ ショウナンランド 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２－ ４２：０２．９� ７．８	
６１１ マリーズタイム 牝２鹿 ５４ 田中 勝春冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３２－ ６ 〃 ハナ ８７．６

３５ エメラルターボ 牡２鹿 ５５ 的場 勇人高橋 勉氏 的場 均 平取 スガタ牧場 ４８０－１４２：０３．０� ７４．７�
６１２ メジロクロユリ 牝２青鹿５４ 柴田 善臣�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５０２＋ ２２：０３．２１� ２２．４�
３６ ゲイルオブウインド 牡２鹿 ５５ 武士沢友治宇井 正行氏 本間 忍 日高 日西牧場 ５０２± ０２：０３．５１� ３９７．８
８１８ ナイスアランデル 牡２鹿 ５５ 石橋 脩戸部 洋氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 ４５２－ ２ 〃 アタマ ３０７．０�
８１７ アドマイヤアキーダ 牝２青鹿５４ 内田 博幸近藤 利一氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４± ０ 〃 アタマ ４０．５�
４７ ラヴァリーオステル 牡２栗 ５５ 村田 一誠村中 徳広氏 池上 昌弘 浦河 鈴木 武蔵 ４８２＋ ８２：０３．６� １６５．７�
５９ クリーンメタボ 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 B４６４＋ ４ 〃 クビ ５８．３�
１２ シャトルベクター 牡２青鹿 ５５

５３ △伊藤 工真加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４８８－ ４２：０３．７クビ １１２．５�
７１５ ケンタッキーツヨシ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 日高 沖田牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ２３．５�
７１３ グラッドフォンテン 牡２鹿 ５５

５２ ▲平野 優吉橋 計氏 石毛 善彦 浦河 山田牧場 ４６２＋ ８２：０４．２３ ５５０．２�
７１４ アントウェルペン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 ４９２± ０２：０４．３� ５．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，１２８，３００円 複勝： ３７，５８６，４００円 枠連： １９，０４４，７００円

普通馬連： ６１，４０１，１００円 馬単： ４１，１３９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，７８５，４００円

３連複： ７６，９９４，５００円 ３連単： １１０，１０５，３００円 計： ３９０，１８４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 � ２１０円 枠 連（２－５） ６２０円

普通馬連 �� １，８６０円 馬 単 �� ３，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ３４０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� １２，５９０円

票 数

単勝票数 計 １９１２８３ 的中 � ４３１２９（１番人気）
複勝票数 計 ３７５８６４ 的中 � ８７０５１（１番人気）� ３１５４５（６番人気）� ４６１２１（４番人気）
枠連票数 計 １９０４４７ 的中 （２－５） ２２８８５（１番人気）
普通馬連票数 計 ６１４０１１ 的中 �� ２４３６５（７番人気）
馬単票数 計 ４１１３９１ 的中 �� ９９１２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４７８５４ 的中 �� ８００３（１１番人気）�� １９５６２（１番人気）�� １０２５７（５番人気）
３連複票数 計 ７６９９４５ 的中 ��� ２４５５５（６番人気）
３連単票数 計１１０１０５３ 的中 ��� ６４５６（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３５．７―４８．４―１：０１．０―１：１３．４―１：２６．０―１：３８．３―１：５０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．４
１
３

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

２
４

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

ゴールドラム �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２０１０．１０．１７ 東京４着

２００８．３．２２生 牡２黒鹿 母 ビューティグロー 母母 ユーワレイホー ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔制裁〕 マイネルバリュー号の騎手A．クラストゥスは，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１４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 スリーケインズ号
（非抽選馬） １頭 シーズアップルズ号
※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。



３３０１６１２月５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２２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

５８ シンボリプロキオン 牡７栗 ６０ 五十嵐雄祐シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５２２－ ６３：１６．３ ５．１�

７１２ トップシノワーズ 牡３栗 ５８ 石神 深一�宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 尾野 一義 ４８０＋ ６３：１６．７２� １．９�
４６ クンダリーニ 牡８栗 ６０ 西谷 誠田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ５２０－ ４３：１７．３３� １２．３�
６１０ トウショウヴォイス 牡８黒鹿６０ 高野 和馬トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８６＋１４ 〃 クビ ４５．５�
８１４ スタールーセント 牡５黒鹿 ６０

５７ ▲大江原 圭浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 福岡 光夫 ４９６－ ４３：１７．９３� １５．２�
３４ ゴーカイフォンテン 牡４鹿 ６０ 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 ４９０＋１４３：１８．２１� ９．４	
８１３� マルブツジャンボ 牡４芦 ６０ 北沢 伸也大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ５５２＋ ４３：１８．４１ ８．８

２２ プロスペクタス 牝３鹿 ５６ 池崎 祐介井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４５４－ ２３：１８．８２� １０２．５�
５７ カ カ ロ ッ ト �５鹿 ６０ 柴田 大知池谷 誠一氏 粕谷 昌央 門別 サンバマウン

テンファーム ５０８＋１６３：１９．６５ １２．４�
７１１ サーストンムーン 牡３鹿 ５８ 柴田 未崎齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４８４＋ ８３：１９．８１� １７１．５
６９ � ブルーデイズ 牡４鹿 ６０ 浜野谷憲尚 �ブルーマネジメント田島 俊明 新ひだか 加野牧場 ５１４＋ ２３：２０．１１� １０１．７�
３３ エ ル ア ル ト 牡３青鹿５８ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ５３０＋１６３：２２．５大差 １３８．０�
１１ トミケンクロワール �３鹿 ５８ 穂苅 寿彦冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 ミルファーム ４３６＋１０３：２４．７大差 ６１．１�
４５ レスピエーグル 牡３鹿 ５８ 草野 太郎佐竹 虔介氏 小林 常泰 新ひだか キヨミネ牧場 ４６８＋１６３：２５．３３� １８１．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，４９３，８００円 複勝： １６，５３７，９００円 枠連： １４，６８３，６００円

普通馬連： ３９，８４１，９００円 馬単： ３４，８２９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５，０４４，９００円

３連複： ５１，７４４，６００円 ３連単： ９０，００８，３００円 計： ２７８，１８４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ２８０円 枠 連（５－７） ２９０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ５４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ��� ５，３７０円

票 数

単勝票数 計 １５４９３８ 的中 � ２４０６９（２番人気）
複勝票数 計 １６５３７９ 的中 � ３０３１０（２番人気）� ５２０４６（１番人気）� １０２２１（６番人気）
枠連票数 計 １４６８３６ 的中 （５－７） ３８０２６（１番人気）
普通馬連票数 計 ３９８４１９ 的中 �� ７３３２１（１番人気）
馬単票数 計 ３４８２９４ 的中 �� ２２３７０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５０４４９ 的中 �� ２３８９４（１番人気）�� ５９４９（９番人気）�� ８２１２（４番人気）
３連複票数 計 ５１７４４６ 的中 ��� ３２３３４（３番人気）
３連単票数 計 ９０００８３ 的中 ��� １２３８４（１１番人気）

上り １マイル １：４９．２ ４F ５１．３－３F ３７．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンボリプロキオン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Cox’s Ridge デビュー ２００６．１．５ 中山８着

２００３．４．３０生 牡７栗 母 フリクション 母母 Abrade 障害：６戦１勝 賞金 １１，０００，０００円
〔発走状況〕 カカロット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ティンバーウルフ号



３３０１７１２月５日 晴 良 （２２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 （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

３３ ミヤビファルネーゼ 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４７２ ―１：５１．６ ４．６�

５７ ロジベアハート 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝久米田正明氏 大竹 正博 新冠 対馬 正 ５１２ ―１：５１．７� ６．９�
７１１ レオマジェスティ 牡２青鹿５５ 内田 博幸田中 博之氏 古賀 慎明 平取 びらとり牧場 ４６０ ―１：５１．９１� ３．６�
１１ ポタージュクレール 牝２鹿 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４４６ ―１：５２．０� ７．２�
８１２ マイネルブレス 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 ４６２ ― 〃 クビ ６７．６�
４４ コ ー ド ロ ン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海石川 幸司氏 牧浦 充徳 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５６ ―１：５２．２１ ２１．４�
２２ ロードクリスタル 牡２栗 ５５ 大庭 和弥 �ロードホースクラブ 牧 光二 浦河 浦河小林牧場 B４４８ ―１：５２．３� ７３．６	
４５ シェイドトゥウイン 牡２栗 ５５

５３ △伊藤 工真松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 神垣 道弘 ４５６ ―１：５２．５１� ９．９

８１３ グランデアトレ 牡２鹿 ５５ 武 英智 �グランデオーナーズ 河野 通文 新冠 川上牧場 ４５６ ―１：５２．７１� ３１．０�
７１０ トーセンヒカリ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６４ ― 〃 クビ １０．９
６８ コ ス モ ロ ロ 牝２栗 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 コスモヴューファーム ４５８ ―１：５３．０１� ４３．０�
６９ トウカイパイオニア 牡２鹿 ５５ 横山 典弘内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４８０ ―１：５４．０６ １８．６�
５６ ヘッドマスター 牡２鹿 ５５ 田中 勝春 �キャロットファーム 中川 公成 浦河 三好牧場 ５２０ ―１：５４．３２ ９．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，２３０，９００円 複勝： ２３，９９３，４００円 枠連： １７，２４６，２００円

普通馬連： ５２，５７１，８００円 馬単： ３８，１３９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３４３，６００円

３連複： ６１，８７５，４００円 ３連単： ９５，３０１，０００円 計： ３２５，７０２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（３－５） １，１４０円

普通馬連 �� １，８８０円 馬 単 �� ３，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ３７０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 ��� １２，５３０円

票 数

単勝票数 計 １７２３０９ 的中 � ２９５４９（２番人気）
複勝票数 計 ２３９９３４ 的中 � ３８７９７（２番人気）� ２７７５０（３番人気）� ４７０９６（１番人気）
枠連票数 計 １７２４６２ 的中 （３－５） １１２５９（４番人気）
普通馬連票数 計 ５２５７１８ 的中 �� ２０７２０（７番人気）
馬単票数 計 ３８１３９９ 的中 �� ８５１５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３４３６ 的中 �� ６６８０（８番人気）�� １３５８７（１番人気）�� １０７５７（２番人気）
３連複票数 計 ６１８７５４ 的中 ��� ２１９８８（１番人気）
３連単票数 計 ９５３０１０ 的中 ��� ５６１４（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２５．１―３８．５―５１．９―１：０４．４―１：１６．４―１：２８．２―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミヤビファルネーゼ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００８．３．２８生 牡２黒鹿 母 タフグレイス 母母 システィーナ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３３０１８１２月５日 晴 稍重 （２２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 （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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

２２ マイネルラピド 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加藤 征弘 浦河 ハッピーネ

モファーム ４８０ ―１：１２．４ ２．４�

７８ ミシックトウショウ 牝２鹿 ５４ 江田 照男トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３０ ―１：１２．６１� １０．６�
８１１ ハローバニヤン 牡２芦 ５５ 松岡 正海津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ４４４ ―１：１３．５５ ６．１�
６７ バトルデーオ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春宮川 秋信氏 和田正一郎 登別 登別上水牧場 ４２４ ―１：１３．８１� ３９．７�
４４ ジパングパワー 牡２鹿 ５５ 横山 典弘大野 龍氏 嶋田 功 新ひだか カタオカステーブル ４７８ ―１：１４．０１� ３．８�
８１０ デ ン エ ン 牝２栗 ５４

５２ △伊藤 工真田口 廣氏 武藤 善則 安平 田口 廣 ４２８ ―１：１４．９５ ５１．４�
６６ オ オ マ サ リ 牡２黒鹿５５ 武士沢友治中村 勝彦氏 成島 英春 青森 扶桑牧場 ４４８ ―１：１５．０� １６７．１	
５５ シャインストーン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司石川 達絵氏 武田 博 新ひだか 三石川上牧場 ４３２ ―１：１５．４２� ２１．３

３３ プ レ ゾ ン 牝２鹿 ５４ A．クラストゥス 飯田 良枝氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４２０ ―１：１５．８２� ２０．８�

（仏）

１１ ヤマタケブリンク 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝山中 和子氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４９６ ― 〃 ハナ ５．８�
７９ マ ン ト ラ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一内藤 好江氏 鈴木 勝美 青森 宮崎牧場 ４６４ ― 〃 アタマ １８９．１

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，７１７，７００円 複勝： ２２，４０４，９００円 枠連： １２，０７４，２００円

普通馬連： ４７，９８４，７００円 馬単： ４０，８４２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４０９，２００円

３連複： ５３，０７７，６００円 ３連単： １０７，７９１，８００円 計： ３２０，３０２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � １８０円 枠 連（２－７） １，２７０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ３３０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ２，８００円 ３ 連 単 ��� １０，７００円

票 数

単勝票数 計 １８７１７７ 的中 � ６２１４３（１番人気）
複勝票数 計 ２２４０４９ 的中 � ６７１５４（１番人気）� １９６３７（５番人気）� ２８７４２（３番人気）
枠連票数 計 １２０７４２ 的中 （２－７） ７０５０（６番人気）
普通馬連票数 計 ４７９８４７ 的中 �� ３２５０６（４番人気）
馬単票数 計 ４０８４２３ 的中 �� １９０８１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４０９２ 的中 �� ９８５９（５番人気）�� １４３５３（２番人気）�� ４１７２（１２番人気）
３連複票数 計 ５３０７７６ 的中 ��� １４０１２（９番人気）
３連単票数 計１０７７９１８ 的中 ��� ７４３６（２８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．８―１２．４―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．９―４７．３―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルラピド �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００８．４．１生 牡２鹿 母 ジョーセクレタリー 母母 ジョーセイバー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０１９１２月５日 晴 稍重 （２２中山５）第２日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時０５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

１１ トウショウロジック 牡３鹿 ５６ 内田 博幸トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１０± ０１：５２．８ ５．９�

５９ キッズアプローズ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ６ 〃 クビ ２．１�
７１４ スギノブレイド �４栗 ５７ 横山 典弘杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ５０４＋ ４１：５３．４３� ５．５�
５１０ ガンズオブナバロン 牡４黒鹿５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２１：５３．９３ １３．５�
８１５ ポ ワ ン カ レ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 新ひだか 西村 和夫 ５１４－ ２ 〃 アタマ ８．１	
６１１ チャンピオンハーレ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４６８± ０ 〃 アタマ １７．０

４８ 	 クラレットジャグ �５鹿 ５７ 村田 一誠 �サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：５４．０クビ ３８．５�
２３ リキサンヒーロー 牡３栗 ５６ 江田 照男 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４６４＋ ４１：５４．２１� ７３．３�
３６ トータルシーオー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新冠 ラツキー牧場 ４４８＋ ４１：５４．３クビ ９９．０
３５ ダイワバーガンディ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：５４．４� １２８．３�
１２ ハリマノワタリドリ 牡４栗 ５７ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４６４＋ ２ 〃 クビ ２９．１�
６１２ リキサンキャロル 牝４栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太 �ハイパワー商事 菊川 正達 新冠 村田牧場 ４３４＋ ４ 〃 ハナ ４９６．９�
７１３ ニシノキュアノス 牝３青鹿５４ 石橋 脩西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４９６＋２８１：５４．８２� １２９．９�
２４ トレノユーボウ �３黒鹿５６ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４９６＋１０１：５４．９クビ １５．９�
４７ トーセンマリーン 牡３黒鹿 ５６

５４ △伊藤 工真島川 �哉氏 宗像 義忠 新ひだか 城地 和義 ５２０＋１２１：５６．０７ １１２．１�
８１６ アンハートキング 牡４鹿 ５７ 中谷 雄太�リーヴァ 松永 康利 三石 松本牧場 ５３４＋１２１：５８．３大差 ４２８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，０４８，５００円 複勝： ４４，０３８，８００円 枠連： ２３，０１９，７００円

普通馬連： ８６，１７７，４００円 馬単： ５４，２８０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８７１，５００円

３連複： １０２，２３７，３００円 ３連単： １６０，９３０，９００円 計： ５２８，６０４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（１－５） ４００円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ４８０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ６，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２７０４８５ 的中 � ３６６９３（３番人気）
複勝票数 計 ４４０３８８ 的中 � ６５１９３（３番人気）� １３２３６２（１番人気）� ６５３１６（２番人気）
枠連票数 計 ２３０１９７ 的中 （１－５） ４３０９１（１番人気）
普通馬連票数 計 ８６１７７４ 的中 �� １０４０１６（２番人気）
馬単票数 計 ５４２８０５ 的中 �� ２５１４５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８７１５ 的中 �� ３０４５６（１番人気）�� １４３００（４番人気）�� ２８１９９（２番人気）
３連複票数 計１０２２３７３ 的中 ��� ６５１９６（１番人気）
３連単票数 計１６０９３０９ 的中 ��� １９１２７（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３７．０―５０．５―１：０３．３―１：１５．８―１：２８．２―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．０
１
３
１－（８，９）（２，１４）（４，１０，１５）（１１，１３）－３，５（６，７）－１２＝１６
１（２，８，９，１４）（１０，１５）（３，４，１１，１３）５－６（１６，１２，７）

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

勝馬の
紹 介

トウショウロジック �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１０．４．１０ 福島４着

２００７．５．６生 牡３鹿 母 グローブトウショウ 母母 キートウショウ ７戦２勝 賞金 １９，１５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンハートキング号は，平成２３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ジャストザシーズン号



３３０２０１２月５日 晴 良 （２２中山５）第２日 第８競走 ��
��２，５００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３５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

８１０ コスモエンペラー 牡３栗 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 ５０４＋２４２：３４．５ ２．８�

５５ サトノトップガン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ５２８＋１８２：３４．７１� １８．１�
３３ � ウォークラウン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５１４＋１０２：３４．８クビ ５．１�
２２ � キャプテンキッド 牡６鹿 ５７ A．クラストゥス 山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Kilfrush Stud B５０８＋ ２ 〃 クビ ６．２�

（仏）

６７ フランドルシチー 牡５鹿 ５７ 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５３４－ ２２：３５．２２� ２０．０�
４４ トウショウデザート 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣トウショウ産業� 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 ５２２＋ ６２：３５．３クビ ４．２	
６６ ステイマックス 	４鹿 ５７

５５ △伊藤 工真谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４３６－ ２２：３５．５１� １５６．６

７９ オペラオーカン 牡３黒鹿５５ 三浦 皇成吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４８２＋ ４ 〃 アタマ ２３．１�
１１ リヴィエラブルー 牡６鹿 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ４２：３５．６� ７．３�
７８ 
 デルマリゲル 牡５栗 ５７ 村田 一誠浅沼 廣幸氏 田中 剛 門別 ファニーヒルファーム ４５２± ０２：３６．３４ １５５．５
８１１
 ホーカーシーホーク 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４５０＋ ６２：３６．７２� １９０．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，９４３，２００円 複勝： ３３，８６３，０００円 枠連： １６，０５４，４００円

普通馬連： ７２，４３０，２００円 馬単： ４９，５６１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８８７，３００円

３連複： ８０，３４４，０００円 ３連単： １５６，７４５，９００円 計： ４５５，８２９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ４７０円 � １６０円 枠 連（５－８） ２，３１０円

普通馬連 �� ２，９３０円 馬 単 �� ３，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ３４０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ３，７９０円 ３ 連 単 ��� ２２，６００円

票 数

単勝票数 計 ２２９４３２ 的中 � ６５５８０（１番人気）
複勝票数 計 ３３８６３０ 的中 � ７８２３８（１番人気）� １２８８８（８番人気）� ６３５８３（２番人気）
枠連票数 計 １６０５４４ 的中 （５－８） ５１５０（１３番人気）
普通馬連票数 計 ７２４３０２ 的中 �� １８２９２（１３番人気）
馬単票数 計 ４９５６１２ 的中 �� １０１７２（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８８７３ 的中 �� ５５５２（１４番人気）�� ２０１１２（２番人気）�� ３７０４（２３番人気）
３連複票数 計 ８０３４４０ 的中 ��� １５６４９（１５番人気）
３連単票数 計１５６７４５９ 的中 ��� ５１２０（８４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
６．９―１８．５―３０．４―４３．１―５６．１―１：０９．４―１：２２．６―１：３５．５―１：４７．６―１：５９．７―２：１１．２―２：２２．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモエンペラー �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．８．１６ 新潟１２着

２００７．５．１４生 牡３栗 母 ダンシングパブロワ 母母 ニフティパブロワ １２戦３勝 賞金 ３８，５１３，０００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。



３３０２１１２月５日 晴 良 （２２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 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

２２ ラ テ ア ー ト 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４５６± ０１：０８．７ ３．４�

８９ ファーマクリーム 牝２鹿 ５５ 三浦 皇成中西 功氏 加藤 敬二 日高 増尾牧場 ４３８－ ６１：０９．０１� ２２．２�
７７ マルタカシクレノン 牡２青鹿５５ 蛯名 正義�橋まゆみ氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ ２．８�
４４ マイネルマサムネ 牡２栗 ５５ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 出羽牧場 ４４４－ ６１：０９．１� ２９．７�
３３ ジョーアラマート 牝２鹿 ５４ 内田 博幸上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 ４６０－１０１：０９．２クビ ７．４�
５５ ウルトラファイン 牡２栗 ５５ 江田 照男井山 登氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２ 〃 アタマ １２．４	
１１ フレンドミー 牝２鹿 ５４ 武士沢友治横尾 晴人氏 武市 康男 新ひだか 飛野牧場 ４３２－ ４１：０９．８３� １０９．３

８８ ル リ ニ ガ ナ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝�川島牧場 伊藤 大士 新冠 川島牧場 ４６０＋ ２１：１０．２２� ３．４�
６６ カトルズタッチ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４３４－ ２１：１０．５１� ６２．１�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２８，１０１，２００円 複勝： ３２，５４４，６００円 枠連： １７，１０１，０００円

普通馬連： ８２，５３８，３００円 馬単： ６５，３２８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８５５，０００円

３連複： ８６，７３７，９００円 ３連単： ２２９，１９７，６００円 計： ５６５，４０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ４１０円 � １３０円 枠 連（２－８） ６３０円

普通馬連 �� ５，７４０円 馬 単 �� ９，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� ２００円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ４，４４０円 ３ 連 単 ��� ３９，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２８１０１２ 的中 � ６５４３７（２番人気）
複勝票数 計 ３２５４４６ 的中 � ６２１８７（３番人気）� １３２１７（７番人気）� ９２７１４（１番人気）
枠連票数 計 １７１０１０ 的中 （２－８） ２００８３（３番人気）
普通馬連票数 計 ８２５３８３ 的中 �� １０６１６（１６番人気）
馬単票数 計 ６５３２８８ 的中 �� ５０７９（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８５５０ 的中 �� ３２３１（１８番人気）�� ４０２２８（１番人気）�� ４１８０（１５番人気）
３連複票数 計 ８６７３７９ 的中 ��� １４４３３（１６番人気）
３連単票数 計２２９１９７６ 的中 ��� ４２４４（１１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１１．５―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．２―４５．７―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ テ ア ー ト 
�
父 サクラバクシンオー 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．２３ 福島３着

２００８．３．１０生 牝２鹿 母 ラ テ ル ネ 母母 ヨシオカザン ３戦２勝 賞金 ２３，００３，０００円



３３０２２１２月５日 晴 稍重 （２２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，２１．１２．５以降２２．１１．２８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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１１ サ リ エ ル 牝３鹿 ５２ 石橋 脩前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４６８－ ８１：１０．２ ５．８�

７１３ ブライトアイザック 牡４鹿 ５５ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ５０２＋１２ 〃 ハナ ６．９�
２４ � トーセンクロス 牡６鹿 ５５ A．クラストゥス 島川 �哉氏 小笠 倫弘 米

Robert N. Clay
& Fair Way
Equine, LLC

B５０４＋ ２１：１０．４１� １２．４�
（仏）

６１２ ガ ン ド ッ グ 牡３栗 ５５ 蛯名 正義村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７６± ０１：１０．５� ３．２�
８１６ ケイアイダイオウ 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５４４＋ ８１：１０．６	 １５．４�
７１４ エイシンパンサー 牝５鹿 ５５ 内田 博幸平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４５８－ ８１：１０．８１	 １５．１	
３５ ノーリプライ 
６芦 ５６ 横山 典弘�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：１０．９クビ ２４．６

１２ フサイチコウキ 牡５鹿 ５５ 柴田 善臣吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：１１．０	 ２８．１�
３６ シルクアルボーレ 牡８鹿 ５４ 田中 勝春有限会社シルク星野 忍 新冠 早田牧場新

冠支場 ４５８± ０１：１１．１	 １５３．５�
２３ � ハイエモーション 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝前田 幸治氏 萩原 清 米 Sabrina

Plumley ４８４＋１０ 〃 ハナ ３．８
８１５ ゴールドアグリ 牡６鹿 ５５ 大庭 和弥スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：１１．３１ ３４．７�
５９ ジェイケイボストン 
７黒鹿５３ 平野 優小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５１４＋ ２１：１１．５１	 １０９．４�
４７ � サ ラ ト ガ 牝６芦 ５２ 郷原 洋司平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ５０４＋ ６１：１１．６クビ １５７．９�
１１ タイセイハニー 牝７芦 ５２ 小林 淳一田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４８８± ０１：１１．８１ ７６．０�
５１０ フローライゼ 牡３栗 ５２ 武士沢友治飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B５００＋１４１：１２．８６ １５０．１�
４８ ヒシハイグレード 牡７栗 ５２ 武 英智阿部雅一郎氏 小林 常泰 門別 シンコーファーム ５３６± ０１：１３．０１	 ２９１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，１７８，７００円 複勝： ５８，３２０，０００円 枠連： ４４，４０６，２００円

普通馬連： １６１，０７１，７００円 馬単： ９３，３３１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，０７９，１００円

３連複： １９２，７６２，７００円 ３連単： ３４４，６６９，２００円 計： ９８０，８１９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２１０円 � ２３０円 � ３８０円 枠 連（６－７） ４９０円

普通馬連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ４，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� １，３６０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ９，７００円 ３ 連 単 ��� ４５，７００円

票 数

単勝票数 計 ３７１７８７ 的中 � ５０８３５（３番人気）
複勝票数 計 ５８３２００ 的中 � ７９５２９（３番人気）� ７１９７２（４番人気）� ３５８７０（５番人気）
枠連票数 計 ４４４０６２ 的中 （６－７） ６７６３５（２番人気）
普通馬連票数 計１６１０７１７ 的中 �� ５４９８９（７番人気）
馬単票数 計 ９３３３１８ 的中 �� １６６９６（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９０７９１ 的中 �� １４７２９（８番人気）�� ８７９０（１６番人気）�� ８５６０（１７番人気）
３連複票数 計１９２７６２７ 的中 ��� １４６７３（３０番人気）
３連単票数 計３４４６６９２ 的中 ��� ５５６７（１３９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．２―１２．０―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．７―４５．７―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ リ エ ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Nashwan デビュー ２００９．７．５ 阪神４着

２００７．２．７生 牝３鹿 母 シンコウノビー 母母 Christabelle １４戦４勝 賞金 ６８，３６３，０００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 アーリーアメリカン号・エスカーダ号・カフェレジェンド号・ゴールドエンデバー号・ストレートイン号・

セレスダイナミック号・ティアップハーレー号・ハッピーダイアリー号
※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。



３３０２３１２月５日 晴 良 （２２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，２１．１２．５以降２２．１１．２８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 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４５ カウアイレーン 牝４黒鹿５４ 横山 典弘 �社台レースホース和田 正道 新冠 パカパカ
ファーム ４５８－ ４１：３３．７ ５．１�

２２ アグネスワルツ 牝３栗 ５５ 柴田 善臣渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：３３．９１� ３．８�
４４ アンシェルブルー 牝３黒鹿５３ 内田 博幸矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４４８－ ４１：３４．１１� ６．９�
８１３ プリンセスメモリー 牝３鹿 ５２ 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４００＋ ４１：３４．２クビ ３９．４�
３３ マイティースルー 牝４芦 ５１ 江田 照男 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ５１０－ ６ 〃 クビ １６．６�
６８ ステラリード 牝３栗 ５２ 小林 淳一広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４３０－ ２１：３４．６２� ２２５．５	
７１１ エーシンリターンズ 牝３栗 ５５ 後藤 浩輝�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ ３．３

７１０ ギンザボナンザ 牝３青 ５３ 石橋 脩有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５２± ０１：３４．７� ９．８�
８１２ マジックビクトリア 牝６鹿 ５０ 中谷 雄太鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４６８＋ ２ 〃 ハナ １１１．１�
６９ ソーマジック 牝５鹿 ５３ 蛯名 正義吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム B５１６± ０ 〃 クビ １１．６
１１ ロッソトウショウ 牝５栗 ５０ 武 英智トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７４± ０１：３４．８� ６３．７�
５７ ラナンキュラス 牝３青 ５４ 三浦 皇成前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６＋ ２１：３５．５４ ２２．６�
５６ � トーセンウィッチ 牝３黒鹿４９ 伊藤 工真島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５０－ ２１：３６．１３� ３９３．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ６７，５６１，２００円 複勝： ９２，８４７，４００円 枠連： ６３，２８９，３００円

普通馬連： ３２９，８９５，０００円 馬単： １７９，５５４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ８８，７２６，８００円

３連複： ３６２，５３４，０００円 ３連単： ７６７，６３５，７００円 計： １，９５２，０４３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（２－４） ６４０円

普通馬連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ７００円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，４５０円 ３ 連 単 ��� １４，７４０円

票 数

単勝票数 計 ６７５６１２ 的中 � １０４８５９（３番人気）
複勝票数 計 ９２８４７４ 的中 � １５１３２０（３番人気）� １６９１７０（２番人気）� １００８９５（４番人気）
枠連票数 計 ６３２８９３ 的中 （２－４） ７４０１４（３番人気）
普通馬連票数 計３２９８９５０ 的中 �� ２１４５４０（３番人気）
馬単票数 計１７９５５４５ 的中 �� ５１１５７（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８８７２６８ 的中 �� ４３６７８（５番人気）�� ３０８４４（９番人気）�� ３６４５２（６番人気）
３連複票数 計３６２５３４０ 的中 ��� １０９５３５（６番人気）
３連単票数 計７６７６３５７ 的中 ��� ３８４３９（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３５．９―４８．２―１：００．３―１：１１．６―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．５―３F３３．４

３ ２（５，４，９）（８，１１，１０，１２）３，７，１（１３，６）
２
４

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

勝馬の
紹 介

カウアイレーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００８．１０．１２ 東京２着

２００６．４．９生 牝４黒鹿 母 シルバーレーン 母母 Strait Lane １３戦５勝 賞金 ８０，１９６，０００円



３３０２４１２月５日 晴 良 （２２中山５）第２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
１：３１．４

良

良

４７ � セイウンジャガーズ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge
Park Stud ４６４± ０１：３３．５ ２．９�

１２ デ ィ オ ー サ 牝３青鹿５４ 松岡 正海伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ５．５�

２４ カ ピ タ ー ノ 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４８６＋ ４１：３３．６クビ １０．８�

２３ ウォンビーロング 牝３鹿 ５４ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ４５２± ０１：３３．７� ７．９�
７１４ マイネプリンセス 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成 �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 ４９８－１０１：３３．８クビ ５．６�
６１１ カゼノグッドボーイ 牡４栗 ５７ 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４４０－ ２ 〃 ハナ ３９．７�
３６ ハイタッチクイーン 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４３４± ０ 〃 アタマ １３．４	
４８ 	 メ ス ナ ー 牡５芦 ５７ 中谷 雄太岡田 繁幸氏 畠山 重則 門別 旭 牧場 ４６８＋ ４１：３３．９� ８９．２

１１ クリールトルネード 牡５鹿 ５７ 田中 勝春横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 松浦牧場 ４８６＋ ２１：３４．０
 １４．０�
６１２� マルターズオリジン 牝５鹿 ５５ 内田 博幸藤田 在子氏 水野 貴広 米 Yoshio Fujita ４８０＋ ４ 〃 クビ ５９．６�
５１０ ノーフォークパイン 牡６鹿 ５７ A．クラストゥス 金子真人ホールディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ６１：３４．２１� １１５．５
（仏）

３５ オルレアンノオトメ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６４－ ２１：３４．３
 ４１．７�
５９ タイキブリリアント 牡６栗 ５７ 北村 宏司�大樹ファーム 松山 将樹 大樹 大樹ファーム ５２８＋ ６１：３４．８３ １７．９�
８１５ カツヨトワイニング 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥丹羽 茂文氏 高橋 義博 早来 ノーザンファーム ４２２＋ ２１：３５．０１
 １６５．９�
７１３ ネ コ パ ン チ 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝桐谷 茂氏 小林 常泰 浦河 大道牧場 B４７４＋ ２１：３５．２１� ４５．２�
８１６ メジロチャンプ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４９２＋ ２１：３５．３� ６７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，７２４，０００円 複勝： ６１，９００，３００円 枠連： ４６，６５９，５００円

普通馬連： １６１，１１３，０００円 馬単： ９３，６７９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，４７０，１００円

３連複： １９１，９５１，５００円 ３連単： ３７０，７４７，６００円 計： １，０２２，２４５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２６０円 枠 連（１－４） ５５０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ６６０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ２，５５０円 ３ 連 単 ��� ８，４４０円

票 数

単勝票数 計 ４４７２４０ 的中 � １２３５８７（１番人気）
複勝票数 計 ６１９００３ 的中 � １４３６１２（１番人気）� ８２４９２（３番人気）� ５１１４９（５番人気）
枠連票数 計 ４６６５９５ 的中 （１－４） ６２６４２（１番人気）
普通馬連票数 計１６１１１３０ 的中 �� １５８７４８（１番人気）
馬単票数 計 ９３６７９６ 的中 �� ５２３８５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１４７０１ 的中 �� ３９８４４（１番人気）�� １８９２４（４番人気）�� １２５０２（１１番人気）
３連複票数 計１９１９５１５ 的中 ��� ５５６６０（３番人気）
３連単票数 計３７０７４７６ 的中 ��� ３２４３８（６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．３―１１．６―１１．６―１１．８―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３４．６―４６．２―５７．８―１：０９．６―１：２１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．７

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

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

勝馬の
紹 介

�セイウンジャガーズ �
�
父 Footstepsinthesand �

�
母父 Barathea デビュー ２００９．７．１２ 札幌２着

２００７．３．４生 牡３黒鹿 母 Lady Miletrian 母母 Local Custom １１戦３勝 賞金 ４７，１７７，０００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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 グレイスフルソング号・サクラバレット号・ローレルエルヴェル号
※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。



（２２中山５）第２日 １２月５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６８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

２３０，４５０，０００円
９，３００，０００円
１，２６０，０００円
２１，８１０，０００円
５９，５５２，０００円
５，０４２，８００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
３３０，３６９，４００円
４８１，０７７，５００円
３０２，４６３，７００円
１，１９７，６１１，３００円
７６７，５３３，７００円
３８３，３８７，８００円
１，３８９，９８９，４００円
２，６４０，６８６，６００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 ７，４９３，１１９，４００円

総入場人員 ３６，２６８名 （有料入場人員 ３０，６８５名）




