
３３０３７１２月１２日 晴 良 （２２中山５）第４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）

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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

８１５ アユミチャン 牝２芦 ５４ 蛯名 正義北所 直人氏 矢野 英一 新ひだか 友田牧場 ４５８＋ ２１：１１．９ ８．７�

３５ グリーンファイヤー 牝２鹿 ５４ 横山 典弘西村 專次氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ４７４－ ４１：１２．７５ １．６�
６１２ ゴールドエンジュ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４３６－ ２１：１２．８クビ １４．３�
３６ トーセンミネルバ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 日高 荒井ファーム ４５４＋ ６１：１２．９� ５．１�
５９ エイコオウイング 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４４８＋ ２１：１３．０� ２１．２�
７１４ ミスモトヒメサン 牝２栗 ５４ 石橋 脩黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４４４＋ ２１：１３．６３� ３０．９	
４８ コスモアイボリー 牝２鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 荒谷 英俊 B４５６＋ ８ 〃 クビ ２２．５

６１１ サマーマリブ 牝２栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 友田牧場 ４３８＋ ２１：１４．０２� ８０．９�
７１３ ミキノコモコ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 久米 和夫 ４２６－１０１：１４．１クビ ８４．３
１２ リネンムード 牝２青 ５４ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ４８６＋ ２１：１４．４２ ２６．２�
４７ ミヤビアザーレ 牝２黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 金石牧場 ４４０－２０１：１４．７２ ３７６．１�
１１ スズカキュート 牝２栗 ５４ 幸 英明永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 ４２２＋ ６１：１５．５５ １８７．２�
２３ ヤマノエレガンス 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥澤村 敏雄氏 阿部 新生 様似 北澤 正則 ４３８－ ４１：１５．８１� ３０３．９�
８１６ ロンスヴォー 牝２栗 ５４ 吉田 稔池谷 誠一氏 萩原 清 日高 オリオンファーム ４６２± ０ 〃 ハナ １７．３�

（愛知）

２４ ラブリームーン 牝２青鹿５４ 郷原 洋司長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ４３６－ ２１：１６．１２ ４９４．９�
５１０ テイエムヒナマツリ 牝２芦 ５４

５１ ▲平野 優竹園 正繼氏 石栗 龍彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４２８－ ４１：１６．３１� ４０７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４７２，０００円 複勝： ４２，１３２，７００円 枠連： １６，７５５，７００円

普通馬連： ５５，１６４，６００円 馬単： ４２，３８０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０６２，６００円

３連複： ７１，８３０，５００円 ３連単： １１５，６４１，４００円 計： ３８８，４３９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � ３２０円 枠 連（３－８） ２９０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，３００円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，９９０円 ３ 連 単 ��� １９，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２０４７２０ 的中 � １８６９１（３番人気）
複勝票数 計 ４２１３２７ 的中 � ３３６０４（３番人気）� ２２３７８０（１番人気）� １７８５１（６番人気）
枠連票数 計 １６７５５７ 的中 （３－８） ４２９６１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５５１６４６ 的中 �� ５４８３９（２番人気）
馬単票数 計 ４２３８０１ 的中 �� １４９２９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０６２６ 的中 �� ２０９２５（２番人気）�� ４１１１（１５番人気）�� １２１７８（５番人気）
３連複票数 計 ７１８３０５ 的中 ��� １７７５０（１０番人気）
３連単票数 計１１５６４１４ 的中 ��� ４４８６（５８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．１―１２．０―１２．５―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．４―４５．４―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３８．５
３ １５（２，５，１３）－１６，１２（６，１０，１１）（９，８）（１，１４）（４，７）＝３ ４ １５（２，５）１３－（６，１２）１６，１１，９－（１０，８）１４，１－７，４＝３

勝馬の
紹 介

アユミチャン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アレミロード デビュー ２０１０．９．２６ 札幌８着

２００８．３．３１生 牝２芦 母 スズカリオン 母母 スリーリリック ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 ロンスヴォー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブリームーン号・テイエムヒナマツリ号は，平成２３年１月１２日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ロンスヴォー号は，平成２３年１月１２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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 バムシック号
※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。



３３０３８１２月１２日 晴 良 （２２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

４８ タイセイクライマー 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ４１：０９．２ ６．５�

２３ アポロフィオリーナ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 ４５６－ ８１：０９．３� １．４�
６１１ ブラックエスパー 牡２黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真長谷川兼美氏 加藤 和宏 新ひだか 澤田 嘉隆 ４４８＋１８１：０９．６２ １４９．１�
７１４ ブルースター 牡２栗 ５５ 柴田 善臣 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４５８＋ ２１：０９．７� １２．１�
４７ ダイワサンバースト 牝２鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４１：０９．８クビ ９．４�
８１５ ヨ ア ケ 牡２黒鹿５５ 的場 勇人 �高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 ４７２＋１０１：１０．０１� ２４．５�
２４ ニシノオウガイ 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４８２－ ６１：１０．１クビ １０．８	
３６ ネ セ サ リ ー 牝２青 ５４ 坂井 英光石瀬 浩三氏 嶋田 潤 新冠 ムラカミファーム ４２４＋ ２ 〃 クビ ４９．０


（大井）

５９ ジョープラチネラ 牝２鹿 ５４ 幸 英明上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４４２＋１４１：１０．２� １５３．７�
５１０ サクラメアリ 牝２栃栗５４ 石橋 脩�さくらコマース伊藤 圭三 新冠 川上 悦夫 ４５２＋ ８１：１０．４� ２９０．８
３５ シャコーフィーユ 牝２鹿 ５４

５１ ▲平野 優白井 岳氏 矢野 照正 日高 新井 昭二 ４１２＋１０１：１１．０３� ３７８．２�
８１６ ニシノゼーレ 牝２栗 ５４ 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ４２８± ０１：１１．１� ３９１．３�
７１３ カムアップローズ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広高橋 文男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４１０＋ ８１：１１．３１� １５０．２�
１１ ラインレイジ 牝２青 ５４ 石崎 駿大澤 繁昌氏 根本 康広 日高 日高大洋牧場 ４３８＋ ４ 〃 ハナ ５６３．９�

（船橋）

１２ ラブギムレー 牝２青鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 武 牧場 ４４２－１２１：１１．５１� ２４８．８�

６１２ ビヨンドザリミット 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４１８＋１８１：１１．７１ ３０８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１０６，４００円 複勝： ６３，２６３，１００円 枠連： １６，７２３，９００円

普通馬連： ４８，９９０，２００円 馬単： ４３，９０９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７７１，３００円

３連複： ６２，３０５，２００円 ３連単： １２４，２１０，２００円 計： ４００，２８０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １，８１０円 枠 連（２－４） １８０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３，５９０円 �� ２，４６０円

３ 連 複 ��� ８，９６０円 ３ 連 単 ��� ４６，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２０１０６４ 的中 � ２４６９７（２番人気）
複勝票数 計 ６３２６３１ 的中 � ６０８０４（２番人気）� ４２８６７５（１番人気）� ２６０９（１１番人気）
枠連票数 計 １６７２３９ 的中 （２－４） ７１５６０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８９９０２ 的中 �� ９４７６９（１番人気）
馬単票数 計 ４３９０９８ 的中 �� ２３２９１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７７１３ 的中 �� ３６２１８（１番人気）�� １１８０（２６番人気）�� １７４３（２３番人気）
３連複票数 計 ６２３０５２ 的中 ��� ５１３２（２０番人気）
３連単票数 計１２４２１０２ 的中 ��� １９８３（１０７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．３―１１．５―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．９―４５．４―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイクライマー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１０．１０．２４ 東京８着

２００８．５．１５生 牡２黒鹿 母 ピールオブサンダー 母母 Line of Thunder ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アールアラモード号・クリスタルロック号・クリノハルチャンス号・ピユカンタービレ号・プレジャーカフェ号・

ヤマノアサカゼ号
※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。



３３０３９１２月１２日 晴 良 （２２中山５）第４日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時４５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

７１４ エーブポセイドーン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ５０２± ０１：３６．０ ５．１�

３５ サマーチェリー 牝２栗 ５４ 柴田 善臣セゾンレースホース� 高橋 祥泰 日高 庄野牧場 ４５０± ０ 〃 クビ １５．８�
６１１ ローレルソラン 牡２鹿 ５５ 武 英智 �ローレルレーシング 河野 通文 新冠 �渡 信義 ４２８± ０１：３６．１� ７８．４�
２４ スタートセンス 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４３０＋ ２１：３６．２� ３０．５�
５９ エアジョイント 牡２黒鹿５５ 吉田 稔 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４７６± ０ 〃 アタマ ６．０�

（愛知）

２３ コ モ レ ビ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀 	ビッグレッドファーム 国枝 栄 新冠 新冠橋本牧場 ４７０－ ６ 〃 ハナ ４．８

４７ レナキックス 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成平澤 創氏 根本 康広 浦河 田中スタッド ４６０＋ ２１：３６．３� ７０．８�
８１６ トーセンパピヨン 牝２鹿 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ６１：３６．４クビ ２．７
８１５ マツマエザクラ 牝２青鹿 ５４

５２ △伊藤 工真鳴海 芳明氏 清水 英克 新冠 森 牧場 ４５２－ ４ 〃 クビ １４．７�
６１２ オウエイミステリー 牡２鹿 ５５

５２ ▲平野 優大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム ４６６＋１２１：３６．５クビ ４９６．２�

１２ ショウナンサージュ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司	湘南 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 ４５０－ ４１：３６．６� ２０．１�
５１０ オ ペ ラ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２１：３６．７� ３０．８�
４８ ウインドワード 牝２栗 ５４ 小牧 太インターナシヨナル

ホース� 浅野洋一郎 日高 インターナショ
ナル牧場 ４０６－ ６１：３６．８� ５５．５�

１１ ティーケイラビット 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４６４＋ ２ 〃 クビ ７９．１�
３６ ネコチーター 牝２栗 ５４ 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 福田牧場 ４０６－ ２１：３６．９� １７２．７�
７１３ フジアムール 牝２鹿 ５４ 鈴来 直人藤田 達男氏 矢野 英一 新冠 小田 健一 ４４４＋ ４１：３９．１大差 ４１３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９８８，１００円 複勝： ４２，５４９，８００円 枠連： １９，４１２，５００円

普通馬連： ６８，９２３，６００円 馬単： ４６，８８７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１３０，２００円

３連複： ８５，１０３，７００円 ３連単： １２８，７０６，３００円 計： ４４３，７０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２１０円 � ４７０円 � １，６９０円 枠 連（３－７） ３，４７０円

普通馬連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ５，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ４，２１０円 �� ８，６３０円

３ 連 複 ��� ６０，０５０円 ３ 連 単 ��� ２３５，７００円

票 数

単勝票数 計 ２３９８８１ 的中 � ３７３１１（３番人気）
複勝票数 計 ４２５４９８ 的中 � ６７８１４（２番人気）� ２２７９５（６番人気）� ５４５７（１３番人気）
枠連票数 計 １９４１２５ 的中 （３－７） ４１３４（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６８９２３６ 的中 �� １５８７７（１４番人気）
馬単票数 計 ４６８８７２ 的中 �� ５９２６（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１３０２ 的中 �� ６８２９（１０番人気）�� １６１９（４４番人気）�� ７８３（６７番人気）
３連複票数 計 ８５１０３７ 的中 ��� １０４６（１４４番人気）
３連単票数 計１２８７０６３ 的中 ��� ４０３（５８９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３４．５―４６．３―５８．９―１：１１．４―１：２３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．１

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エーブポセイドーン �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 Darshaan デビュー ２０１０．１０．９ 東京２着

２００８．３．１１生 牡２鹿 母 スイートミミ 母母 スイートテイタニア ４戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔その他〕 エアジョイント号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エアジョイント号は，平成２３年１月１２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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ダイワドヌーブ号・ナンヨールージュ号・フラワーハット号・マンマルコ号
※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１２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２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

３４ ナ ド レ 牝４鹿 ５８ 穂苅 寿彦吉橋 計氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２３：１５．９ ５．３�

２２ ハ ツ カ リ 牡６青鹿６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８０＋１４３：１６．８５ ９．２�
６９ モリノミヤコ 牡８黒鹿６０ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４９６＋ ４３：１６．９クビ ２．６�
５７ キングマジック 牡４栗 ６０ 浜野谷憲尚増田 陽一氏 星野 忍 浦河 昭和牧場 ４９６－ ２ 〃 アタマ ２０．８�
８１３� リワードクラウン 牡３栗 ５８ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ４９８－ ２３：１７．１１ ６．８�
４６ ショウナンサミット 牡４栗 ６０ 江田 勇亮国本 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 ４６６＋１２３：１７．３１� ４６．０�
７１１ アラタマポケット 牡４鹿 ６０ 林 満明荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４６８± ０３：１７．８３ ９５．５�
１１ � プリティゴールド 牝４鹿 ５８ 金子 光希横瀬 兼二氏 森 秀行 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd ４７２－ ２３：１７．９� ３０．６	
４５ ドラゴンハンター 牡３青鹿５８ 平沢 健治櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ４．２

５８ � ウインレックス 	９鹿 ６０

５７ ▲大江原 圭�ウイン 宗像 義忠 米 Dell Ridge
Farm, LLC ４６２－ ２３：１８．５３� ３８．４�

６１０ スノーピーパッド 牡３芦 ５８ 蓑島 靖典小山 豊氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 ５０４－１４３：１９．６７ １６７．３
８１４ ナイトスズラン 牡４黒鹿６０ 山本 康志鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 森 笹川大晃牧場 ４６８－ ２３：１９．９２ ３３．９�
３３ タ イ ラ フ ァ 牝３栗 ５６ 北沢 伸也�名鯛興業 橋田 満 新冠 メイタイ牧場 ４６４－ ６３：２６．５大差 １２０．９�
７１２ ウォータージャズ 牡３芦 ５８ 今村 康成山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４９８＋ ２３：３１．２大差 ９４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，７９２，３００円 複勝： １９，６９７，６００円 枠連： １４，８９４，１００円

普通馬連： ４３，７２８，７００円 馬単： ３３，６１７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７４２，２００円

３連複： ５７，０４７，１００円 ３連単： ９３，７４６，２００円 計： ２９６，２６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � １４０円 枠 連（２－３） ２，３５０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ４，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ３５０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� １５，９９０円

票 数

単勝票数 計 １６７９２３ 的中 � ２５４２８（３番人気）
複勝票数 計 １９６９７６ 的中 � ３３８４８（３番人気）� １５２１２（５番人気）� ４７５７５（１番人気）
枠連票数 計 １４８９４１ 的中 （２－３） ４６８１（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４３７２８７ 的中 �� １５３１７（９番人気）
馬単票数 計 ３３６１７２ 的中 �� ５８５８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７４２２ 的中 �� ５８４１（９番人気）�� １２９３５（３番人気）�� ７８０７（５番人気）
３連複票数 計 ５７０４７１ 的中 ��� ２０４０６（６番人気）
３連単票数 計 ９３７４６２ 的中 ��� ４３２９（５０番人気）

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

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナ ド レ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．４．１９ 福島５着

２００６．２．１４生 牝４鹿 母 セイクリッドオース 母母 オークツリー 障害：６戦１勝 賞金 １４，８８０，０００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） ２頭 クリノイマジン号・マンドリーカ号
（非抽選馬） ２頭 ティンバーウルフ号・ハンドクラッピング号



３３０４１１２月１２日 晴 良 （２２中山５）第４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

８１１ レーザーバレット 牡２鹿 ５５ 横山 典弘前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６ ―１：５７．２ ４．６�

５５ シンワコクオウ 牡２青鹿５５ 北村 宏司若尾 昭一氏 田村 康仁 むかわ 安田 幸子 ４４６ ―１：５７．９４ ２１．４�
１１ トミケンベッセル 牡２鹿 ５５ 幸 英明冨樫 賢二氏 和田 正道 平取 稲原牧場 ４５２ ―１：５８．２２ １７．２�
８１０ ホワイトアッシュ 牝２芦 ５４ 柴田 善臣布施 光章氏 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４４２ ―１：５８．６２� ３．６�
３３ ミラクルオブレナ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ５００ ―１：５９．５５ １７．１�
６６ カズノキセキ 牡２栗 ５５ 坂井 英光鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム ５１６ ―２：００．０３ ５１．５�

（大井）

６７ ギャロップタイム 牡２栗 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 三木田 明仁 ４５６ ―２：００．１クビ ３２．８�
２２ ディーエスハスラー 牡２鹿 ５５ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４７２ ―２：００．６３ ３３．８	
４４ ジ ュ ク セ イ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 ４９４ ―２：０１．４５ ３．４

７９ コスモバラマン 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 守矢牧場 ４７４ ―２：０１．８２� ４．７�
７８ マドラスシチー 牡２黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真 友駿ホースクラブ 平井 雄二 新ひだか 出羽牧場 ４８２ ―２：０１．９� １３３．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，２１１，９００円 複勝： ２４，５２９，９００円 枠連： １６，５９２，２００円

普通馬連： ４９，２９１，４００円 馬単： ３８，３５９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３１２，０００円

３連複： ５６，９５１，７００円 ３連単： １０４，９４４，１００円 計： ３３０，１９２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ５００円 � ４１０円 枠 連（５－８） ３，１４０円

普通馬連 �� ５，２５０円 馬 単 �� ６，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４８０円 �� １，２２０円 �� ２，５００円

３ 連 複 ��� １６，０５０円 ３ 連 単 ��� ７８，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２０２１１９ 的中 � ３５３８１（３番人気）
複勝票数 計 ２４５２９９ 的中 � ４２４４１（４番人気）� １１３５５（７番人気）� １４２４８（６番人気）
枠連票数 計 １６５９２２ 的中 （５－８） ３９０４（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４９２９１４ 的中 �� ６９４１（２０番人気）
馬単票数 計 ３８３５９７ 的中 �� ４４２２（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３１２０ 的中 �� ３２２９（１８番人気）�� ３９６５（１４番人気）�� １８７２（２８番人気）
３連複票数 計 ５６９５１７ 的中 ��� ２６１９（５２番人気）
３連単票数 計１０４９４４１ 的中 ��� ９８５（２３８番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．０―１３．１―１３．８―１３．４―１２．７―１３．１―１３．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．９―３８．０―５１．８―１：０５．２―１：１７．９―１：３１．０―１：４４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．３
１
３

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

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

レーザーバレット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector 初出走

２００８．５．１１生 牡２鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル 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。



３３０４２１２月１２日 晴 良 （２２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

４４ ユ ウ セ ン 牡２青鹿５５ 蛯名 正義本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 ４８４ ―２：０３．９ ６．５�

８８ ファストワーカー 牡２栃栗５５ 横山 典弘 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ５２４ ―２：０４．０� ２．３�
５５ テ ル バ イ ク 牡２栗 ５５ 三浦 皇成加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ ４６０ ―２：０４．１クビ ３．８�
２２ フローラルホール 牝２鹿 ５４ 小林 淳一小池 憲章氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６６ ―２：０４．５２� ５．１�
７７ クイーンセレニティ 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥山上 和良氏 和田正一郎 浦河 畔高牧場 ４７２ ―２：０５．２４ １１５．４�
６６ タイソンバローズ 牡２栗 ５５ 吉田 稔猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２ ― 〃 クビ ２１．７�
（愛知）

３３ グッドフライト 牡２鹿 ５５ 浜中 俊杉山 忠国氏 松山 将樹 浦河 笹地牧場 ４５０ ―２：０５．４１� ５９．７	
８９ ゲンパチボロン 牡２栗 ５５ 川田 将雅平野 武志氏 相沢 郁 新ひだか タガミファーム ４９０ ―２：０６．１４ ９．１

１１ シャインファルコン 牡２栗 ５５ 幸 英明皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４６０ ―２：１０．３大差 ４１．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２１，９５９，０００円 複勝： ２３，５７２，０００円 枠連： １１，８４３，７００円

普通馬連： ４６，９４９，５００円 馬単： ４０，１２９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５６４，７００円

３連複： ４９，５７３，９００円 ３連単： １１２，８６４，０００円 計： ３２３，４５６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（４－８） ５５０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ３７０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ６，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２１９５９０ 的中 � ２６６９０（４番人気）
複勝票数 計 ２３５７２０ 的中 � ３８１２３（３番人気）� ６６９７１（１番人気）� ４３３４１（２番人気）
枠連票数 計 １１８４３７ 的中 （４－８） １５９６２（３番人気）
普通馬連票数 計 ４６９４９５ 的中 �� ４５２００（３番人気）
馬単票数 計 ４０１２９６ 的中 �� １５３７８（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５６４７ 的中 �� １５９５２（３番人気）�� １０１８６（５番人気）�� ２０２２７（１番人気）
３連複票数 計 ４９５７３９ 的中 ��� ４２３６４（２番人気）
３連単票数 計１１２８６４０ 的中 ��� １２５５９（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３６．７―４９．７―１：０３．０―１：１５．８―１：２８．５―１：４０．４―１：５１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユ ウ セ ン �

父 ステイゴールド �


母父 ダンシングブレーヴ 初出走

２００８．３．１６生 牡２青鹿 母 タカラハイウェイ 母母 ユーコーハイレディ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャインファルコン号は，平成２３年１月１２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。



３３０４３１２月１２日 晴 良 （２２中山５）第４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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

２２ � カフェヒミコ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi
Yoshizawa ４８８－ ８１：１２．２ １．２�

４４ コスモオウガイ 牡２栗 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 長浜 忠 ４９６－ ４１：１３．０５ １６．２�
７７ サンバホイッスル 牝２鹿 ５４ 幸 英明グリーンスウォード 和田 正道 日高 川島 良一 ４７２± ０ 〃 ハナ ６．３�
１１ � コーリンハッピー 牝２芦 ５４

５２ △伊藤 工真伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４５８－ ２１：１３．１� ３１．４�
３３ アンジュヴォレ 牝２栗 ５４ 石橋 脩日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４２８± ０１：１３．３１	 ４１．９�
５５ ブルーミングメイン 牝２栗 ５４ 北村 宏司内田 滋三氏 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ １０．８�
６６ � アートオブプライド 牡２栗 ５５

５２ ▲平野 優岡田 隆寛氏 境 征勝 新ひだか 岡田牧場 ４４６－ ４１：１３．５１	 ７５．７	

（７頭）

売 得 金

単勝： ２７，２６８，６００円 複勝： ７４，０８２，４００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ５０，１７９，１００円 馬単： ５５，５７６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３４６，７００円

３連複： ４８，４１８，７００円 ３連単： １９９，０５９，５００円 計： ４７２，９３１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � ３００円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １４０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ４３０円 ３ 連 単 ��� １，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２７２６８６ 的中 � １９０１０８（１番人気）
複勝票数 計 ７４０８２４ 的中 � ５９９８５８（１番人気）� ２７７０６（４番人気）
普通馬連票数 計 ５０１７９１ 的中 �� ７６６６５（３番人気）
馬単票数 計 ５５５７６５ 的中 �� ８１０１５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３４６７ 的中 �� ２６７１８（３番人気）�� ４１２１３（１番人気）�� ９４６５（７番人気）
３連複票数 計 ４８４１８７ 的中 ��� ８３６９０（２番人気）
３連単票数 計１９９０５９５ 的中 ��� １１７２７０（４番人気）

ハロンタイム １１．８―１１．２―１１．５―１２．５―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２３．０―３４．５―４７．０―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カフェヒミコ 

�
父 Bandini 


�
母父 Tiznow デビュー ２０１０．１０．２ 中山４着

２００８．４．１０生 牝２鹿 母 Yamato Damashii 母母 Storm Dust ４戦２勝 賞金 １５，１００，０００円
※出走取消馬 クインズセレクト号（疾病〔右臀部挫創〕のため）



３３０４４１２月１２日 晴 良 （２２中山５）第４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）

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

７１３ タイセイワイルド 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ２１：５５．０ ７．１�

１２ マスターソムリエ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２ 〃 クビ ３．１�
８１５ ビューティファイン 牝４栗 ５５ 津村 明秀阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４８６± ０１：５５．１クビ ６０．９�
４７ ウインマリアベール 牝３栗 ５４ 吉田 隼人�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２１：５５．５２� ２４．３�
８１６ デ ィ ミ ー タ 牝３黒鹿５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４３６＋ ２ 〃 クビ ６２．８�
２３ スペースウォッチ 牡３黒鹿５６ 坂井 英光 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ２１：５５．６クビ ５５．２	

（大井）

４８ スマートイーグル 牡３栗 ５６ 川田 将雅大川 徹氏 高木 登 浦河 杵臼牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ９７．０

５９ シルクリンカーン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義有限会社シルク小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 ４３６－ ４１：５５．７クビ ６．２�
６１２ ジュエルビスティー 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ４１：５５．８� ３３．１�
３６ ロトスカイブルー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９２± ０１：５６．２２� ３．０
１１ オウシュウベスト 牡３黒鹿５６ 浜中 俊西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 ４４４－ ２ 〃 クビ １８９．９�
５１０ ドリームシガー 牡３黒鹿５６ 木幡 初広セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 対馬 正 ５３６＋ ４１：５６．５２ １４．９�
７１４� ジェットメジャー 牡３青 ５６ 的場 勇人本間 茂氏 柴田 政人 新冠 渕瀬フアーム ４５６－１４１：５７．０３ １９５．５�
３５ アルファアップル 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成�貴悦 池上 昌弘 新ひだか 澤田 嘉隆 B４６６＋ ４１：５７．１クビ ５４．７�
６１１� フェアームーラン 牡５青鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 小葉松 幸雄 ４９６＋ ２１：５７．６３ ２６１．８�
２４ ユニヴァースガイ 牡４栗 ５７ 石橋 脩横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１６＋ ８２：０３．８大差 １３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，５４３，７００円 複勝： ４３，６１２，６００円 枠連： ２３，６２１，１００円

普通馬連： ９３，３７４，７００円 馬単： ５９，３７９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，８２５，７００円

３連複： １１１，７４５，６００円 ３連単： １７６，４１３，８００円 計： ５６６，５１７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２３０円 � １７０円 � １，０４０円 枠 連（１－７） １，０３０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３，８７０円 �� ２，４９０円

３ 連 複 ��� １５，９１０円 ３ 連 単 ��� ６８，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２５５４３７ 的中 � ２８３７８（４番人気）
複勝票数 計 ４３６１２６ 的中 � ５２６５９（４番人気）� ８５４５２（２番人気）� ８１６３（９番人気）
枠連票数 計 ２３６２１１ 的中 （１－７） １６９５２（５番人気）
普通馬連票数 計 ９３３７４７ 的中 �� ６５７０４（４番人気）
馬単票数 計 ５９３７９９ 的中 �� １７３９２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２８２５７ 的中 �� １９３７３（４番人気）�� １９７３（３７番人気）�� ３０９７（２６番人気）
３連複票数 計１１１７４５６ 的中 ��� ５１８５（４６番人気）
３連単票数 計１７６４１３８ 的中 ��� １９０５（１８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３７．８―５１．５―１：０４．３―１：１６．３―１：２９．０―１：４１．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００９．７．１９ 新潟３着

２００７．４．１６生 牡３鹿 母 ノベンバースルー 母母 November Snow １４戦２勝 賞金 ２４，６２９，０００円
〔制裁〕 ビューティファイン号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（７番への進

路影響）
〔その他〕 ユニヴァースガイ号は，競走中に疾病〔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。
※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 リンガスアクター号
※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１２日 晴 良 （２２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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４７ ピースエンブレム 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成 �キャロットファーム 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ５０４－ ４１：５４．３ ２．３�

２４ リ コ リ ス 牝４鹿 ５５ 坂井 英光諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ６ 〃 ハナ ２５．６�
（大井）

８１６ テイクバイストーム 牝５芦 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００－ ２１：５４．５１ １３．９�

７１４ マリアージュ 牝５栗 ５５ 石橋 脩 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４３６－ ４ 〃 クビ ９．９�

３５ ベルスリーブ 牝５鹿 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４８８－１０１：５４．６� １１．１�
４８ グレースエポナ 牝６黒鹿５５ 柴田 善臣吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５４６＋ ２１：５４．８１� ２５．７	
１２ アースマリン 牝５鹿 ５５ 村田 一誠松山 増男氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム ４８０± ０１：５５．０１ ３１．８

５９ アルダントヌイ 牝５栗 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：５５．２１� １９．７�
５１０ メジロマリアン 牝４芦 ５５ 幸 英明�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４９０± ０１：５５．３� ４４．９�
７１３ エレガントマナー 牝４鹿 ５５ 吉田 稔吉田 勝己氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ４１：５５．４クビ ７４．０

（愛知）

６１１ ホ ク レ レ 牝６鹿 ５５ 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：５６．０３� ９３．６�

２３ ダ ル ニ ム 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �天羽�治牧場 大竹 正博 日高 天羽 禮治 ４７２－１０１：５６．１� ９．３�
３６ クリミナルコード 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４７６－１２１：５６．４１� ４．８�
６１２� ア リ ガ タ イ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊小田切有一氏 古賀 慎明 日高 山本 通則 ４７２－ ４１：５６．６１	 ６７．３�
１１ ブラックジョーク 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥山上 和良氏 和田正一郎 浦河 一珍棒牧場 ４７８＋１２１：５７．２３� １２９．４�
８１５ ベルモントヤマユリ 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ５７２± ０１：５７．４� ７７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，１４１，１００円 複勝： ５２，０７６，６００円 枠連： ３０，３８９，１００円

普通馬連： １３１，０７０，３００円 馬単： ７５，１７９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，１９９，９００円

３連複： １４２，８２７，０００円 ３連単： ２５５，６５６，６００円 計： ７６１，５４０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ６２０円 � ３２０円 枠 連（２－４） ８１０円

普通馬連 �� ２，７５０円 馬 単 �� ４，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� ５４０円 �� ４，０１０円

３ 連 複 ��� １０，６７０円 ３ 連 単 ��� ３９，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３３１４１１ 的中 � １１５６６４（１番人気）
複勝票数 計 ５２０７６６ 的中 � １５５３７７（１番人気）� １５９１３（９番人気）� ３６１４７（５番人気）
枠連票数 計 ３０３８９１ 的中 （２－４） ２７７６７（３番人気）
普通馬連票数 計１３１０７０３ 的中 �� ３５２５６（１０番人気）
馬単票数 計 ７５１７９６ 的中 �� １３５８９（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１１９９９ 的中 �� ８６２４（１１番人気）�� ２０５０３（４番人気）�� ２３７９（４５番人気）
３連複票数 計１４２８２７０ 的中 ��� ９８８３（３３番人気）
３連単票数 計２５５６５６６ 的中 ��� ４８１６（１０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３７．４―５０．８―１：０３．４―１：１６．０―１：２８．９―１：４１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピースエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．１１．１ 東京４着

２００６．１．１９生 牝４鹿 母 ヴァンドノワール 母母 プリンセスデリーデ １６戦４勝 賞金 ５１，３７８，０００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１２日 晴 良 （２２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，２１．１２．１２以降２２．１２．５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

４４ � モエレビクトリー 牡４黒鹿５７ 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新ひだか 中村 和夫 ５１０－ ２１：４７．８ ２．５�

３３ スズジュピター 牡５黒鹿５６ 三浦 皇成小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４８０± ０ 〃 クビ ６．８�
７１１� キングスパーク 牡５黒鹿５４ 村田 一誠小林 久義氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４９４－ ４１：４８．０１� １８．４�
７１０ クリスタルウイング 牡５鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ６ 〃 ハナ ３１．６�
２２ エオリアンハープ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４０－ ４ 〃 クビ ３．８�
５６ ロッソトウショウ 牝５栗 ５２ 浜中 俊トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７２－ ２１：４８．１クビ ７３．５	
６９ ワルキューレ 牝６青 ５３ 幸 英明岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B５１４＋ ４ 〃 ハナ ３３．７

８１２ オリオンザドンペリ 牡６栗 ５３ 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４９８＋ ４１：４８．３１� １１８．６�
１１ ブルーマーテル 牡６栗 ５５ 江田 照男吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５４－ ６１：４８．５１� ２４．３�
８１３� エーシンコンファー 牝５青鹿５１ 伊藤 工真�栄進堂 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ４７８－ ６ 〃 ハナ １７．３
６８ マイネルアトレ 牡５栗 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４５８＋ ２１：４８．７１� ８．１�
５７ ヴィーヴァヴォドカ 牝４黒鹿５３ 吉田 隼人芹澤 精一氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４＋ ４１：４８．９１	 ４０．４�
４５ ダークエンジェル 牝５黒鹿５３ 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４４０＋ ４ （競走中止） １５．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３４，３０７，４００円 複勝： ５５，４３７，１００円 枠連： ３１，１４１，７００円

普通馬連： １５２，３３０，３００円 馬単： ９１，６０８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，０１３，９００円

３連複： １６５，６３６，３００円 ３連単： ３２２，７３１，７００円 計： ９０１，２０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � ３５０円 枠 連（３－４） ７８０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ７００円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� ５，２３０円 ３ 連 単 ��� １６，９８０円

票 数

単勝票数 計 ３４３０７４ 的中 � １０８３２３（１番人気）
複勝票数 計 ５５４３７１ 的中 � １６２２４７（１番人気）� ６０８１３（４番人気）� ３０２９５（５番人気）
枠連票数 計 ３１１４１７ 的中 （３－４） ２９６６９（３番人気）
普通馬連票数 計１５２３３０３ 的中 �� １２８９４５（３番人気）
馬単票数 計 ９１６０８９ 的中 �� ４５２２９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８０１３９ 的中 �� ３３０２３（２番人気）�� １６９０４（８番人気）�� ５１１２（２５番人気）
３連複票数 計１６５６３６３ 的中 ��� ２３３９４（１６番人気）
３連単票数 計３２２７３１７ 的中 ��� １４０２８（４０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１２．４―１２．２―１１．９―１１．６―１１．７―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３６．８―４９．０―１：００．９―１：１２．５―１：２４．２―１：３５．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�モエレビクトリー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 オ ジ ジ ア ン （２戦０勝 賞金 ０円）

２００６．４．４生 牡４黒鹿 母 トチノビクトリー 母母 トチノニシキ １５戦４勝 賞金 １０１，０６２，０００円
地方デビュー ２００８．４．２９ 札幌

〔競走中止〕 ダークエンジェル号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



３３０４７１２月１２日 晴 良 （２２中山５）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�第３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，２１．１２．１２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，２１．１２．１１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）

地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００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

７１３ セイクリムズン 牡４黒鹿５６ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ５０６＋ ４１：０９．７ ４．４�

８１５ ティアップワイルド 牡４栗 ５６ 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５２４－ ２ 〃 クビ ８５．９�
４７ エ ノ ク 牡６栗 ５６ 浜中 俊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ４１：０９．９１ １０．６�
４８ シルクフォーチュン 牡４鹿 ５６ 小牧 太有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４６０－ ４１：１０．０� ４．１�
７１４ マルカベンチャー 牡４栗 ５６ 吉田 隼人河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４７０－ ６ 〃 ハナ ３１．４�
３６ マハーバリプラム 牝５青 ５４ 蛯名 正義吉田 勝己氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：１０．１クビ ９．３	
５９ � ス ー ニ 牡４鹿 ５８ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Highclere

Inc. ４７０＋ ５１：１０．２� １５．３

８１６	 ヤサカファイン 牡４鹿 ５６ 石崎 駿志邑 宣彦氏 鷹見 浩 新ひだか キヨミネ牧場 ４８４－１０１：１０．３
 １１．３�

（大井） （船橋）

３５ スリーアベニュー 牡８栗 ５６ 江田 照男永井商事� 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ５０４－ ４ 〃 ハナ ２１４．８�
６１２ ダイワディライト 牡６栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５０６－ ４ 〃 アタマ １８．４
１１ � ビクトリーテツニー 牡６栗 ５６ 三浦 皇成榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４８４－ ４１：１０．４クビ ９４．６�
２３ ナムラタイタン 牡４栗 ５６ 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５１２－ ２１：１０．６１� ４．１�
２４ ヘッドライナー �６鹿 ５７ 津村 明秀 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ８１：１０．７
 ４５．８�
１２ ニシノコンサフォス 牡１０栗 ５６ 勝浦 正樹西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ５２８－１０１：１０．８クビ ４７．５�
５１０ アグネスジェダイ 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一渡辺 孝男氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B５１６＋ ８１：１１．６５ ４１４．９�
６１１	 ジーエスライカー 牡３鹿 ５５ 坂井 英光佐藤 由佳氏 栗田 裕光 浦河 多田 善弘 ４８４－ ８１：１１．９１
 ３８．９�

（大井） （大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９７，０８３，６００円 複勝： １５４，２４８，１００円 枠連： ８８，３０２，９００円

普通馬連： ４８９，９７４，４００円 馬単： ２６３，４５０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４０，２８４，０００円

３連複： ６００，９１２，０００円 ３連単： １，１２７，８０２，９００円 計： ２，９６２，０５８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � １，３８０円 � ３２０円 枠 連（７－８） １，７６０円

普通馬連 �� １８，６１０円 馬 単 �� ２７，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９７０円 �� ７００円 �� ７，８４０円

３ 連 複 ��� ３７，０３０円 ３ 連 単 ��� ２１７，４９０円

票 数

単勝票数 計 ９７０８３６ 的中 � １７７９０９（３番人気）
複勝票数 計１５４２４８１ 的中 � ３０４７６０（１番人気）� ２２６７２（１３番人気）� １２１９５５（５番人気）
枠連票数 計 ８８３０２９ 的中 （７－８） ３７０７７（８番人気）
普通馬連票数 計４８９９７４４ 的中 �� １９４３３（４７番人気）
馬単票数 計２６３４５０２ 的中 �� ７１５６（７７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４０２８４０ 的中 �� ８４６６（４２番人気）�� ５２５７５（４番人気）�� ４２４０（６４番人気）
３連複票数 計６００９１２０ 的中 ��� １１９７７（１０８番人気）
３連単票数 計１１２７８０２９ 的中 ��� ３８２７（５６９番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．３―１１．０―１１．９―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．０―３３．０―４４．９―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイクリムズン �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 サウスアトランテイツク デビュー ２００８．８．２ 小倉８着

２００６．３．１３生 牡４黒鹿 母 ス ダ リ ー フ 母母 ス ダ フ ラ ウ ２２戦７勝 賞金 １５６，７８２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）３３頭 アイアムルビー号・アウトクラトール号・アーリーロブスト号・イケトップガン号・クイックリープ号・

グランドラッチ号・ケイアイデイジー号・ケイアイテンジン号・サニーサンデー号・シャイン号・
シャインモーメント号・シルクビッグタイム号・ストリートスタイル号・セイカアレグロ号・ゼットフラッシュ号・
トウカイミステリー号・トシギャングスター号・ナンヨーヒルトップ号・ファイナルスコアー号・ファストロック号・
フミノパシフィック号・ボクノタイヨウ号・ホッカイカンティ号・マイディアサン号・マイネルスケルツィ号・
マイネルフォーグ号・マルタカエンペラー号・ムラマサノヨートー号・メイショウシャフト号・メイショウセンゴク号・
ユキノハボタン号・レッドシューター号・ワンダーポデリオ号

※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１２日 晴 良 （２２中山５）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３５ � アラマサローズ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４４－ ２１：０８．３ ５．５�

５８ セイコーライコウ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 ４８６± ０ 〃 ハナ ３．９�
２３ レイクエルフ 牡５黒鹿５７ 武士沢友治�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４５２± ０ 〃 クビ ３５．３�
５９ � アスターエンペラー 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５０４＋ ２１：０８．４クビ ２８．３�
４６ � トップオブピーコイ 牡４青鹿５７ 川田 将雅横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４８２＋２２ 〃 クビ １５．８�
１１ トーホウカイザー 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４９０－ ４ 〃 ハナ ７６．５	
６１０ ヒカルプリンス 	４鹿 ５７ 北村 宏司�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 ４６４－ ２１：０８．５
 ２５．７

６１１ ウインバンディエラ 牡４栗 ５７ 的場 勇人�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４７６＋１２ 〃 ハナ ２９．９�
７１２ コアレスカポーテ 牡５鹿 ５７ 石橋 脩小林 昌志氏 池上 昌弘 静内 静内酒井牧場 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ５２．０�
８１４ ターニングポイント 牡５青鹿５７ 蛯名 正義山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４８６＋１８１：０８．７１� ６．１
７１３ オモイデサクラ 牝３黒鹿５４ 幸 英明井口 莞爾氏 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４８０＋１４１：０８．８� ２１．７�
８１５ コウヨウサンデー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４８４＋ ８１：０８．９� ３．０�
３４ カーリアンダンス 	６鹿 ５７ 坂井 英光伊藤 誠吉氏 池上 昌弘 門別 浦新 徳司 ４８４＋ ２１：０９．２１
 １６２．０�

（大井）

２２ メジロチャンプ 牡４鹿 ５７ 江田 照男�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４９２± ０１：０９．６２� ２６．４�
４７ マイネルオークベイ 牡６鹿 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４９４＋１６１：１０．２３� ３０４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４５，７６２，８００円 複勝： ７０，３２４，８００円 枠連： ４９，６６２，７００円

普通馬連： １７１，７５７，０００円 馬単： １００，９２８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，１０３，６００円

３連複： ２００，２０２，４００円 ３連単： ４０８，６８１，４００円 計： １，１０２，４２２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � ５７０円 枠 連（３－５） １，０９０円

普通馬連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １，８００円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� １０，９１０円 ３ 連 単 ��� ４９，１６０円

票 数

単勝票数 計 ４５７６２８ 的中 � ６６６８３（３番人気）
複勝票数 計 ７０３２４８ 的中 � １２２９２７（３番人気）� １２４８８０（２番人気）� ２３７７８（９番人気）
枠連票数 計 ４９６６２７ 的中 （３－５） ３３８９４（４番人気）
普通馬連票数 計１７１７５７０ 的中 �� １１２０３２（４番人気）
馬単票数 計１００９２８１ 的中 �� ３０１７４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５１０３６ 的中 �� ３３３８９（４番人気）�� ７１８１（２４番人気）�� ６５８３（２８番人気）
３連複票数 計２００２０２４ 的中 ��� １３５５４（４０番人気）
３連単票数 計４０８６８１４ 的中 ��� ６１３６（１５３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．０―１１．２―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．２―４４．４―５６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アラマサローズ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 サンデーサイレンス

２００６．５．９生 牝４鹿 母 サイレンスマンボウ 母母 アサカマンボウ ２１戦３勝 賞金 ７０，７４６，０００円
地方デビュー ２００８．５．２８ 旭川

〔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。



（２２中山５）第４日 １２月１２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６５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

２５１，７８０，０００円
２，１３０，０００円
１７，７２０，０００円
１，７７０，０００円
２４，６３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５８，１１５，０００円
５，２３６，８００円
１，６３３，５００円

勝馬投票券売得金
３８６，６３６，９００円
６６５，５２６，７００円
３１９，３３９，６００円
１，４０１，７３３，８００円
８９１，４０６，８００円
４６１，３５６，８００円
１，６５２，５５４，１００円
３，１７０，４５８，１００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 ８，９４９，０１２，８００円

総入場人員 ３９，３３９名 （有料入場人員 ３４，０４５名）




