
３３０８５１２月２６日 晴 良 （２２中山５）第８日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

８１６ キンショーユウジャ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５００－ ４１：１２．４ ２．９�

４７ トーセンナスクラ 牡２黒鹿５５ 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム ４５０＋ ４１：１２．７２ ４．１�

７１３ ヒ シ ョ ウ 牡２栗 ５５ 小林 淳一岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４５６＋ ８１：１３．０１� １５．７�
５９ オ ー パ ル ス 牡２芦 ５５ 北村 宏司広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 大典牧場 ４７８－ ８１：１３．５３ ３．３�
５１０ レッツマンボウ 牝２栗 ５４ 柴山 雄一�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４６８－ ４ 〃 ハナ ８７．５	
７１４ 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 ５１０＋ ８１：１３．９２� ４８．７

３６ フジマサフローラ 牝２鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 飯岡牧場 ４７２＋ ６１：１４．４３ ２８０．７�
１１ ジパングファースト 牡２栗 ５５ 武士沢友治大野 龍氏 成島 英春 新ひだか カタオカステーブル ４５４＋ ８１：１４．６１� ７９．６�
２４ ブライアンズメテオ 牡２栗 ５５ 田中 勝春熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４３６－ ４１：１５．０２� ７８．１
６１２ トウショウドライヴ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか 片岡 博 ４５０＋ ８１：１５．３１� ２１．５�
２３ マリインスキーピサ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一市川 義美氏 天間 昭一 浦河 笹地牧場 ４３４＋ ２ 〃 アタマ １３０．９�
４８ リネントワイニング 牡２鹿 ５５ F．ベリー 戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 多田 正弘 ４８６＋ ８１：１５．６２ １７９．５�

（愛）

３５ エ ス パ ド ン 牡２栗 ５５ 吉田 隼人ディアレスト 新開 幸一 浦河 小島牧場 ３６６－１０ 〃 クビ ５４．５�
６１１ フォージドアストロ 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司�三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４４６－１０１：１５．７� ２９７．７�
８１５ タカラバクシンオー 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 ４４２－ ２１：１６．４４ ６．８�
１２ クリスドリーム 牝２鹿 ５４ 江田 照男本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 田中 春美 ４７６＋１２１：１６．６１ ２４７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２６４，０００円 複勝： ３３，６９２，９００円 枠連： １９，８９９，９００円

普通馬連： ６９，７７８，４００円 馬単： ４９，９０１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１８３，２００円

３連複： ８９，５９２，８００円 ３連単： １４２，２２８，７００円 計： ４５２，５４１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ３００円 枠 連（４－８） ４４０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ６３０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� ７，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２１２６４０ 的中 � ５８５５１（１番人気）
複勝票数 計 ３３６９２９ 的中 � ８９５８４（１番人気）� ５９２２７（３番人気）� ２１４５８（５番人気）
枠連票数 計 １９８９９９ 的中 （４－８） ３３７１１（２番人気）
普通馬連票数 計 ６９７７８４ 的中 �� ８７３７０（２番人気）
馬単票数 計 ４９９０１７ 的中 �� ３２８４１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１８３２ 的中 �� ２８０７７（２番人気）�� ９７３０（７番人気）�� ６７０５（９番人気）
３連複票数 計 ８９５９２８ 的中 ��� ２７４２５（６番人気）
３連単票数 計１４２２２８７ 的中 ��� １３５３０（２１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．７―１２．５―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．６―４７．１―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンショーユウジャ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２０１０．９．１９ 中山７着

２００８．３．１３生 牡２栗 母 フジノササメユキ 母母 メジロシャネル ６戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリスドリーム号は，平成２３年１月２６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 カムアップローズ号
※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。



３３０８６１２月２６日 晴 良 （２２中山５）第８日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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 ヴァルディヴィア 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６＋ ２１：５６．０ ２．２�

１１ � サトノオーランド 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 米 Iadora Farm ５００－ ６１：５６．６３� ３．７�
４８ ジャパンプライド 牡２鹿 ５５ 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４６２－ ６１：５６．７クビ ９．０�
６１２ トップストライド 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４８０－ ２１：５７．０２ ２１０．５�
５１０ エ ル サ ン ト 牡２鹿 ５５ 北村 宏司栗坂 崇氏 田村 康仁 日高 有限会社

飯田牧場 ４６６－ ２１：５７．２１ １５７．５�
７１４� リアライズペガサス 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ �リアライズ 森 秀行 米 Barnett

Enterprises ４５６＋ ６ 〃 アタマ ２１．３	
（豪）

２３ ディーエスラムール 牡２青 ５５ 柴山 雄一秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 中村農場 ５１８＋ ８１：５７．３� ５０．２

３５ 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 ５３４＋ ６１：５８．３６ ２９．６�
８１６ ハヤブサアビオン 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４４８± ０１：５８．４� １３０．９�
７１３� グレイドケイ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一�川島牧場 矢野 照正 米 B. Wayne

Hughes B５０４＋ ８１：５８．５� ５５．５
３６ トキノサコン 牡２栗 ５５

５２ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４７０－ ２１：５８．６� ４７．９�
２４ ニシノジャブラニ 牡２鹿 ５５ C．ルメール 西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４７６＋ ４１：５９．４５ ４．５�

（仏）

４７ キングロンシャープ 牡２栗 ５５ 吉田 豊小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 ４７２－ ８ 〃 クビ ２７．８�
８１５ サーストンヴィンス 牡２鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太齊藤 宣勝氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 ４５４＋ ４１：５９．６１	 ２１３．４�
５９ フジマサエンパイア 牡２栗 ５５ 石橋 脩藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 B４６８＋ ６２：００．０２� ５６８．０�
１２ マイネルブエロ 牡２栗 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 日高 白井牧場 B４９０－２６２：００．８５ ３５６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７５０，９００円 複勝： ４１，９３８，７００円 枠連： ２２，６０４，８００円

普通馬連： ８７，０５１，４００円 馬単： ６０，５９２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，７６２，１００円

３連複： １０４，８３５，４００円 ３連単： １６２，３０１，３００円 計： ５４０，８３６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（１－６） ４６０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３３０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ３，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２７７５０９ 的中 � ９９４７０（１番人気）
複勝票数 計 ４１９３８７ 的中 � １１９８５９（１番人気）� ７２２６２（３番人気）� ４８５４６（４番人気）
枠連票数 計 ２２６０４８ 的中 （１－６） ３６９３９（１番人気）
普通馬連票数 計 ８７０５１４ 的中 �� １４２９５７（１番人気）
馬単票数 計 ６０５９２２ 的中 �� ５９８３５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３７６２１ 的中 �� ５０７５８（１番人気）�� ２４２１４（４番人気）�� １１５２３（６番人気）
３連複票数 計１０４８３５４ 的中 ��� ６６５３３（２番人気）
３連単票数 計１６２３０１３ 的中 ��� ３３２２４（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１３．６―１３．７―１３．２―１２．６―１２．９―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３８．０―５１．７―１：０４．９―１：１７．５―１：３０．４―１：４３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．５
１
３

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

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

ヴァルディヴィア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．４ 中山３着

２００８．１．１６生 牡２鹿 母 ヴァルパライソ 母母 ト コ ピ ジ ャ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００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 アイティキング号・コスモサジン号・タイトロープ号・テンモウカイカイ号・トーセンリョウマ号・

ナムラターミナル号・ミストラル号・メイショウオオトネ号
※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。



３３０８７１２月２６日 晴 良 （２２中山５）第８日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

４８ インナージョイ 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム ４７８－ ６１：５０．３ ２．５�

（仏）

１１ マイネルグラード 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ５０２＋ ８１：５０．４� １１．３�
（豪）

５１０ カ ル マ ー ト 牝２黒鹿５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８－ ４１：５０．６１� ２６．３�

２４ グレートマーシャル 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７０－ ４ 〃 アタマ １１．７�
７１３ 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 ４６２＋ ２１：５０．８１� ４．１�
１２ リベラルアーツ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２＋１２１：５０．９� ６８．６	
２３ 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± ０１：５１．１１ ３３．１

３６ タマモトリトン 牡２鹿 ５５ F．ベリー タマモ� 水野 貴広 新ひだか 野坂牧場 ４５０± ０１：５１．３１� １４．９�

（愛）

５９ ルービンシュタイン 牡２黒鹿５５ 石橋 脩日下部勝�氏 土田 稔 新冠 村上牧場 ４３４＋ ２ 〃 ハナ ２１．３�
４７ マイネクイーン 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 富田牧場 ４４０± ０１：５１．４クビ ７．６
８１５ ガ ナ ッ シ ュ 牝２青鹿５４ 池添 謙一 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム B４５４＋ ２ 〃 アタマ ７５．３�
６１２ マイネルブレス 牡２鹿 ５５ C．ルメール �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 ４６４＋ ２ 〃 クビ ４１．８�
（仏）

６１１ マイプレシャス 牝２芦 ５４ 柴田 善臣長井 純一氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４０８＋１０１：５１．６１� １５９．３�
７１４ イクゼギンギラギン 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝佐々木完二氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４５０＋１０１：５１．８１� ４３．１�
３５ エースチョウサン 牡２鹿 ５５ M．デムーロ長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ４３８＋ ２１：５２．５４ ３２．８�

（伊）

８１６ セイントグローブ 牡２青鹿５５ 津村 明秀内海 正章氏 相沢 郁 新ひだか マークリ牧場 ４７６＋ ４１：５４．１１０ ４３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，０４６，３００円 複勝： ５４，８１６，１００円 枠連： ３２，２１６，１００円

普通馬連： １０２，９７７，５００円 馬単： ６１，１３４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，００２，９００円

３連複： １２３，３５１，４００円 ３連単： １６８，７２１，３００円 計： ６１４，２６６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ３８０円 � ５７０円 枠 連（１－４） １，０５０円

普通馬連 �� １，５６０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� １，５７０円 �� ３，８４０円

３ 連 複 ��� １４，６９０円 ３ 連 単 ��� ５３，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３２０４６３ 的中 � １０１２１７（１番人気）
複勝票数 計 ５４８１６１ 的中 � １３６７６０（１番人気）� ３２５０７（５番人気）� １９６６２（９番人気）
枠連票数 計 ３２２１６１ 的中 （１－４） ２２７０９（４番人気）
普通馬連票数 計１０２９７７５ 的中 �� ４８７３８（４番人気）
馬単票数 計 ６１１３４７ 的中 �� １５３２０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９００２９ 的中 �� １３１３９（５番人気）�� ６０７２（１６番人気）�� ２４０９（４７番人気）
３連複票数 計１２３３５１４ 的中 ��� ６１９８（４６番人気）
３連単票数 計１６８７２１３ 的中 ��� ２３４０（１３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３６．１―４８．８―１：０１．９―１：１４．９―１：２６．９―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．４
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

インナージョイ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２０１０．１１．２８ 東京３着

２００８．４．２６生 牡２鹿 母 ト コ ア 母母 パーソナルファイル ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 セイントグローブ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 インナージョイ号の騎手C．スミヨンは，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（１４番への進路影響）
〔調教再審査〕 セイントグローブ号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アイカギ号
※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。



３３０８８１２月２６日 晴 良 （２２中山５）第８日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時３０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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

３５ ロ ジ ハ ー ツ 牡２鹿 ５５ C．ルメール 久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４８８ ―１：３８．４ １．９�
（仏）

４８ フォトジェニック 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６４ ―１：３８．５� ６．３�

１２ ザベルオンアース 牝２栃栗５４ 石橋 脩井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 ４４４ ―１：３８．７１� ５２．０�
５９ ナカヤマブリーズ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８４ ―１：３８．９１� ７．９�
８１６ キタサンウタヒメ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一�大野商事 嶋田 功 日高 広中 稔 ４１８ ―１：３９．０� １９６．０�
７１３ スウェージー 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６ ―１：３９．１� ６．５�
３６ アンシャンテルール 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４３４ ― 〃 ハナ ２１２．８	
２３ ライヴドリームス 牝２黒鹿５４ 北村 宏司下河邉行信氏 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２ ―１：３９．２� ４０．９

６１１ トーセンバスター 牝２栗 ５４ 大庭 和弥島川 �哉氏 嶋田 潤 日高 ファニーヒルファーム ４２２ ―１：３９．４１� ３１１．７�
１１ エクスプレミオン 牡２青鹿５５ F．ベリー 前原 敏行氏 牧 光二 日高 長谷川牧場 ４７４ ―１：３９．９３ ７．８

（愛）

６１２ ヒカルジュピター 牡２鹿 ５５ 木幡 初広�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４６２ ―１：４０．２１� ６７．７�
５１０ ミネルヴァクィーン 牝２鹿 ５４ 津村 明秀西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 ４４４ ―１：４０．３� ２３．２�
２４ グッドランスター 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹小林 章氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４６０ ― 〃 クビ ９７．３�
７１４ フォレストリーダー 牡２栗 ５５ 池添 謙一小野 博郷氏 伊藤 大士 新冠 赤石 久夫 ４７４ ― 〃 ハナ １６８．６�
４７ レ イ メ イ 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人岡田 将一氏 松永 康利 浦河 浦河小林牧場 ４４２ ―１：４１．１５ １２５．５�
８１５ タンクトップドータ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 有限会社

大原ファーム ４４６ ―１：４５．５大差 ４６６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，４８１，７００円 複勝： ３８，３１６，４００円 枠連： ２１，６５９，１００円

普通馬連： ８５，５７５，６００円 馬単： ６４，５５９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０４９，６００円

３連複： ８８，０６８，３００円 ３連単： １５２，６１３，７００円 計： ５１０，３２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ６５０円 枠 連（３－４） ５９０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，１９０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� １４，０３０円

票 数

単勝票数 計 ３１４８１７ 的中 � １３７６２９（１番人気）
複勝票数 計 ３８３１６４ 的中 � １２６０７４（１番人気）� ５００５５（２番人気）� ９６４３（９番人気）
枠連票数 計 ２１６５９１ 的中 （３－４） ２７２７２（２番人気）
普通馬連票数 計 ８５５７５６ 的中 �� １０９４８１（１番人気）
馬単票数 計 ６４５５９３ 的中 �� ５５８１８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０４９６ 的中 �� ２５６１１（３番人気）�� ５４７１（１３番人気）�� ２９２０（２３番人気）
３連複票数 計 ８８０６８３ 的中 ��� １２６１９（１８番人気）
３連単票数 計１５２６１３７ 的中 ��� ８０３２（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．７―３８．１―５１．１―１：０３．９―１：１５．６―１：２６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．５

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

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ ハ ー ツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

２００８．２．１９生 牡２鹿 母 オルターネイティヴ 母母 リスクアタッチ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 エクスプレミオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕・発進不良〔出遅れ〕。

ヒカルジュピター号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ヒカルジュピター号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タンクトップドータ号は，平成２３年１月２６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１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 アイソーザライト号・クラウンシャイネス号・ケンブリッジヒーロ号・コウヨウメビウス号・シャイニーフェイト号・

シャドウエミネンス号・シャドウシューター号・ダイワアーク号・ダズリングスマイル号・チャンピオンロビン号・
ツクバオトメ号・バウンシーチューン号・ベストクローン号・マドンナバローズ号・メイショウハルカゼ号・
メジロボンテン号・モチヅキ号・レッドアンジェリカ号

※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。



３３０８９１２月２６日 晴 良 （２２中山５）第８日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時２０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

６１２ トップキングダム 牡４栗 ５７ 岩田 康誠�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７６＋ ６１：５３．７ ３２．２�

７１３ 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 ５０６＋ ２ 〃 クビ ３．２�

１１ マスターソムリエ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８６＋ ６１：５３．８� ３．３�
（伊）

６１１ ネオレボルーション �４青鹿５７ C．スミヨン �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９４－ ６１：５４．０１ ３．６�
（仏）

７１４ グランドシチー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ４８４＋ ８１：５４．２１� ４３．７�
４８ 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 ５２６＋１２１：５４．３� １０．９	
８１６ トレジャーバトル 牡４栗 ５７ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４８４＋１６１：５４．５１� ２０．４

３６ ジールドリル 牡３鹿 ５６ 武 豊前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４４＋２０１：５４．８１� １３．８�
５１０ トーセンヤッテキタ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５１０－ ８１：５５．２２� ８０．５
２４ マイネルウィット 牡３青鹿５６ F．ベリー �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 ５０２± ０１：５５．４１ ２０２．１�
（愛）

２３ ダイワフェズブルー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６ 〃 クビ ２５９．９�
８１５ ナカヤマスウェプト 牡４芦 ５７

５４ ▲平野 優和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ５１０＋２８１：５５．５クビ １８７．１�
５９ マイネルビスタ 牡６栗 ５７ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４７０＋ ４１：５６．１３� １３４．４�
４７ ナイスラッキー 牡５鹿 ５７ 江田 照男戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５４２＋２８１：５６．２クビ ３６１．５�
１２ 	 エアパルーザ 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４７４－１９１：５６．４１� ７６．７�
３５ ボンジュールキセキ 牡３栗 ５６ 内田 博幸田中善次郎氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６１：５７．３５ ２７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，８９３，０００円 複勝： ５２，４５７，５００円 枠連： ２７，１８１，８００円

普通馬連： １０５，５１３，５００円 馬単： ７０，７２７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，６０３，５００円

３連複： １３０，５６０，１００円 ３連単： ２０４，６５７，６００円 計： ６６３，５９４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２２０円 複 勝 � ４９０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（６－７） ４８０円

普通馬連 �� ３，８６０円 馬 単 �� １２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� １，５００円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ３，３６０円 ３ 連 単 ��� ４１，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３３８９３０ 的中 � ８３１８（８番人気）
複勝票数 計 ５２４５７５ 的中 � １６８５２（７番人気）� １３８１２０（１番人気）� １２００７６（２番人気）
枠連票数 計 ２７１８１８ 的中 （６－７） ４２２７９（２番人気）
普通馬連票数 計１０５５１３５ 的中 �� ２０２０５（１４番人気）
馬単票数 計 ７０７２７５ 的中 �� ４２７０（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８６０３５ 的中 �� ６０９６（１６番人気）�� ５５３５（１７番人気）�� ５５３１２（１番人気）
３連複票数 計１３０５６０１ 的中 ��� ２８７０７（８番人気）
３連単票数 計２０４６５７６ 的中 ��� ３６１９（１１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３６．４―４９．７―１：０２．４―１：１５．１―１：２８．０―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トップキングダム �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー ２００８．１１．２９ 東京３着

２００６．５．４生 牡４栗 母 クッキーキティ 母母 ユキノサクラ ２０戦３勝 賞金 ３４，６１４，０００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） １頭 ミアコルサ号
（非抽選馬） １頭 ナムラロアー号
※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。



３３０９０１２月２６日 晴 良 （２２中山５）第８日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２２ グローリールピナス 牝４栃栗５５ 田中 勝春大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７２＋ ２１：１１．８ ２．４�

１１ 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 ４６０＋ ８ 〃 ハナ ７．３�
５８ エアティアーモ 牝３青鹿５４ 池添 謙一 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６２－ ８１：１２．０１� ５．８�
３４ � ジートップキセキ 牡５栗 ５７ 三浦 皇成�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５０６＋ ８１：１２．１� ５０．４�
４７ タマモワルツ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４８８－ ２１：１２．５２� ２７．３�
７１３ ウ ラ ラ カ 牝４黒鹿５５ M．デムーロ �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：１２．７１ ６．５	

（伊）

６１１� トシキャンディ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４８２－１２１：１２．８� ４．８

５９ リリーレインボー 牡５青鹿５７ 津村 明秀土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 谷口育成牧場 ５１０＋１２１：１３．０１� １７３．６�
６１０ キューバンエイト 牡４鹿 ５７ F．ベリー �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４８４－ ２１：１３．２１� ９５．３�

（愛）

８１５ スマートリーズン 牡５黒鹿５７ 武士沢友治岡田 牧雄氏 加藤 和宏 三石 萩澤 俊雄 ４８８＋ ４１：１３．３クビ ４７．３
８１４ ヤマサラグランジュ 牝５鹿 ５５ 江田 照男岡田 牧雄氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ４４２＋１０１：１３．８３ ４３４．６�
３５ ニシノブイシェープ 牡３栗 ５６ 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５０６＋ ４１：１４．１１� １９．２�
７１２� ジーガーウイング 牝６鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太�ジーガー 和田 正道 新冠 須崎牧場 B５１４＋１０１：１４．６３ ３０７．９�
２３ トップオブボストン 牡５鹿 ５７ 吉田 豊横瀬 寛子氏 飯田 雄三 浦河 桑田フアーム B５７０＋２２１：１４．７クビ １８０．８�
４６ ミ ク ル 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ �ターフ・スポート矢野 英一 様似 小田 誠一 ４７６－ ６１：１４．８� ６７．８�

（豪）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，５６５，８００円 複勝： ５５，１０５，２００円 枠連： ２５，１９７，２００円

普通馬連： １１６，２９１，５００円 馬単： ７４，２８８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，３０５，９００円

３連複： １３１，３３０，４００円 ３連単： ２０８，０２２，４００円 計： ６８６，１０６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � １８０円 枠 連（１－２） ７３０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３００円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 ��� ６，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３６５６５８ 的中 � １２０９７０（１番人気）
複勝票数 計 ５５１０５２ 的中 � １７０６６７（１番人気）� ４９４５９（５番人気）� ７３１５５（３番人気）
枠連票数 計 ２５１９７２ 的中 （１－２） ２５６７４（４番人気）
普通馬連票数 計１１６２９１５ 的中 �� １０１７１６（４番人気）
馬単票数 計 ７４２８８４ 的中 �� ４５９９９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９３０５９ 的中 �� ２７８７２（４番人気）�� ３５９８０（２番人気）�� １２０１９（１１番人気）
３連複票数 計１３１３３０４ 的中 ��� ６０３５８（６番人気）
３連単票数 計２０８０２２４ 的中 ��� ２５０８７（１２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．６―１２．４―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．３―４６．７―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローリールピナス �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．７．２７ 新潟３着

２００６．５．１１生 牝４栃栗 母 グローリーゲイト 母母 ド ー タ ー ２４戦４勝 賞金 ５３，９４４，０００円
※出走取消馬 スガノメダリスト号（疾病〔疝痛〕のため）
※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。
（非当選馬） １頭 アプローズヒーロー号
（非抽選馬） ５頭 ココカラ号・タマモハーバー号・トップアテンション号・トムアウトランダー号・ローブドヴルール号
※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。



３３０９１１２月２６日 晴 良 （２２中山５）第８日 第７競走 ��
��２，０００�ホープフルステークス

発走１３時２５分 （芝・右）

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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

７７ ベルシャザール 牡２青鹿５５ C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ５３６－ ４２：００．４ ８．１�
（仏）

５５ ナカヤマナイト 牡２栗 ５６ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４６０＋１０ 〃 ハナ ５．４�
１１ フェイトフルウォー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春 �社台レースホース伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８－ ２２：００．９３ ７．２�
８９ カ フ ナ 牡２黒鹿５５ C．スミヨン 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６８－ ６２：０１．０クビ ４５．０�
（仏）

４４ プ レ イ 牡２青鹿５５ 松岡 正海岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ２ 〃 ハナ ９．２�
３３ メイショウトチワカ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘松本 好雄氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４６０± ０２：０１．３２ ６３．１	
７８ � ウォッチバレー 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成金井 順一氏 石栗 龍彦 日高 沖田牧場 ４４６± ０２：０１．５１� ２４２．１

６６ マイネルメダリスト 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ２０．４�
２２ マイネルギブソン 牡２鹿 ５６ F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４２８－ ４２：０１．６クビ １１１．３�
（愛）

８１０ ディープサウンド 牡２鹿 ５６ 後藤 浩輝増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２－ ６２：０２．２３� １．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ６３，９７６，７００円 複勝： ９７，２５９，７００円 枠連： ２８，２８８，５００円

普通馬連： １５４，９２９，９００円 馬単： １２８，４０７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，９８３，２００円

３連複： ２０１，７１２，７００円 ３連単： ４３８，４２８，５００円 計： １，１６８，９８６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２６０円 � １９０円 � ２３０円 枠 連（５－７） ２，４７０円

普通馬連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ５，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ７２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ５，１００円 ３ 連 単 ��� ２９，８６０円

票 数

単勝票数 計 ６３９７６７ 的中 � ６２５７６（４番人気）
複勝票数 計 ９７２５９７ 的中 � ９４７１７（４番人気）� １４８２６１（２番人気）� １０８７１７（３番人気）
枠連票数 計 ２８２８８５ 的中 （５－７） ８４６６（８番人気）
普通馬連票数 計１５４９２９９ 的中 �� ４８６４１（９番人気）
馬単票数 計１２８４０７１ 的中 �� １７５５９（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５９８３２ 的中 �� ２３４１３（８番人気）�� １８６５７（９番人気）�� ２７９９７（５番人気）
３連複票数 計２０１７１２７ 的中 ��� ２９１９８（１３番人気）
３連単票数 計４３８４２８５ 的中 ��� １０８３９（８４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．７―１２．７―１２．６―１２．７―１２．６―１１．７―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．２―３４．９―４７．６―１：００．２―１：１２．９―１：２５．５―１：３７．２―１：４８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３４．９
１
３
４，７－６，５，１０，９，２－１－３－８
４，７（３，６）（２，５）１０，９（８，１）

２
４

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

勝馬の
紹 介

ベルシャザール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．９ 京都１着

２００８．４．２５生 牡２青鹿 母 マルカキャンディ 母母 ジーナロマンティカ ３戦２勝 賞金 ２７，３１５，０００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。



３３０９２１２月２６日 晴 良 （２２中山５）第８日 第８競走 ��
��２，５００�グッドラックハンデキャップ

発走１４時００分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．１２．２６以降２２．１２．１９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 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

２：２９．５
２：２９．５

良

良

７１０ ドリームゴスペル 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ５３０± ０２：３４．８ ３．４�

７１１ マツリダガッツ 牡４黒鹿５６ 内田 博幸�橋 文枝氏 国枝 栄 日高 賀張三浦牧場 ４９２＋ ８２：３５．０１� ４．３�
６８ ネ コ パ ン チ 牡４黒鹿５５ 大庭 和弥桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 ４７６± ０２：３５．２１ ２２．３�
４５ � ミッションモード 牡３栗 ５５ C．スミヨン 山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４８０＋ ６２：３５．３� ２．５�

（仏）

８１３ サトノトップガン 牡４鹿 ５６ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ５３２＋ ４２：３５．４� ９．８�
２２ 	 イグゼキュティヴ 牡４鹿 ５６ 松岡 正海岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 ５１４＋ ６２：３５．６１� ２６．５�
６９ 	 レオプログレス 牡５青 ５５ 江田 照男�レオ 平井 雄二 様似 清水 誠一 ４６４＋１２ 〃 ハナ ２５．５	
３３ ベルグミサイル 牡６芦 ５２ 武士沢友治山田 五月氏 田中 剛 静内 グランド牧場 ４８４－ ４２：３５．７クビ ５０．７

５６ フランドルシチー 牡５鹿 ５５ 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５４４＋１０２：３６．１２� ３５．８�
４４ シルクタイタン 牡４黒鹿５４ 福永 祐一有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４７８＋１２ 〃 クビ ３５．８�
５７ エイシンフレンチ 牡５栗 ５５ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５１８± ０ 〃 アタマ １６５．７
１１ レプラコーン 牡５栗 ５３ 後藤 浩輝 �社台レースホース大竹 正博 三石 片山 修 ４９８＋ ２２：３６．８４ １５６．９�
８１２ リヴィエラブルー 牡６鹿 ５５ 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 ５２２＋ ４２：３７．０１ ７８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５３，０８７，９００円 複勝： ７３，１９０，４００円 枠連： ４８，３３６，５００円

普通馬連： １９４，１７９，１００円 馬単： １１５，７５７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，１６７，５００円

３連複： ２０８，２１５，３００円 ３連単： ３９７，２４６，８００円 計： １，１４９，１８０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ４５０円 枠 連（７－７） ８１０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，５５０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ７，４６０円 ３ 連 単 ��� ２６，８２０円

票 数

単勝票数 計 ５３０８７９ 的中 � １２３８６４（２番人気）
複勝票数 計 ７３１９０４ 的中 � １４５５５６（２番人気）� １３２６３６（３番人気）� ３１２８１（７番人気）
枠連票数 計 ４８３３６５ 的中 （７－７） ４４２９７（３番人気）
普通馬連票数 計１９４１７９１ 的中 �� １７６１５８（３番人気）
馬単票数 計１１５７５７４ 的中 �� ５７９８３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９１６７５ 的中 �� ４７４７１（３番人気）�� ８８１４（１８番人気）�� ９００５（１７番人気）
３連複票数 計２０８２１５３ 的中 ��� ２０６０１（２５番人気）
３連単票数 計３９７２４６８ 的中 ��� １０９３３（７８番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．８―１１．８―１２．０―１２．５―１３．７―１３．６―１２．９―１２．４―１２．３―１１．８―１１．３―１１．８

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―１８．７―３０．５―４２．５―５５．０―１：０８．７―１：２２．３―１：３５．２―１：４７．６―１：５９．９―２：１１．７―２：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４７．２―３F３４．９
１
�
１１，８，１３（２，１）９（１０，１２）（３，５）（４，６）７
１１，１３，８－（２，１，１２）（１０，９，５）（３，４，６）－７

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

勝馬の
紹 介

ドリームゴスペル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．２．２７ 中山１０着

２００７．３．３１生 牡３鹿 母 レットルダムール 母母 ダイナチヤイナ １０戦３勝 賞金 ３５，３６５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※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。



３３０９３１２月２６日 晴 良 （２２中山５）第８日 第９競走 ��
��１，８００�２０１０フェアウェルステークス

発走１４時３５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 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

８１５ ピサノエミレーツ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 飛野牧場 B５１６± ０１：５２．３ ７．２�

８１６ ミダースタッチ 牡５栗 ５７ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５４８＋ ８１：５２．６２ ６２．２�

７１４ ストロングバサラ 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ５００± ０１：５３．０２� ３．０�
７１３ ケイジージュニアー 牡５青鹿５７ 伊藤 直人鹿倉 勝�氏 田中 剛 新冠 つつみ牧場 B５００＋１２１：５３．１� １９０．７�
５１０ ベルモントガリバー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ５１６＋ ２ 〃 クビ ８．５�
１２ 	 ギシアラバストロ 牡６青鹿５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-

agement, LLC ４９０＋ ２１：５３．２� １０８．３	
３５ バロンビスティー 牡５芦 ５７ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 平取 清水牧場 ５６０＋１６１：５３．３� ３６．６

１１ エフティイカロス 牡６黒鹿５７ 田中 勝春吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４８０± ０ 〃 ハナ １１５．３�
３６ ウインブシドウ 牡３黒鹿５６ C．スミヨン�ウイン 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ３．９�

（仏）

４８ シルクプレスト 
６鹿 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク星野 忍 早来 ノーザンファーム ５２２－１０１：５３．４クビ ８０．５
６１１ サンマルセイコー 牝７黒鹿５５ 江田 照男相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ １９３．６�
４７ ディアマジェスティ 牡４黒鹿５７ 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６０＋ ２１：５３．９３ ５１．３�
６１２ プレシャスジェムズ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 �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 ４９０＋ ６ 〃 ハナ ９．３�
２３ � トウカイプライム 牡５黒鹿５７ 吉田 豊内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５６４± ０１：５４．０� １３８．１�
５９ インフィニットエア 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ４１：５４．４２� ５．２�

（１５頭）
２４ シルクイーグル 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ５２，２２１，１００円 複勝： ７９，４７４，７００円 枠連： ５２，５６４，７００円

普通馬連： ２３９，７０９，７００円 馬単： １３１，６７４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，８３８，４００円

３連複： ２４３，８３７，５００円 ３連単： ４５３，０５８，０００円 計： １，３１８，３７９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２３０円 � １，１２０円 � １４０円 枠 連（８－８） １６，４２０円

普通馬連 �� １７，９２０円 馬 単 �� ２５，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６４０円 �� ３９０円 �� ２，１１０円

３ 連 複 ��� １１，０２０円 ３ 連 単 ��� １００，０２０円

票 数

単勝票数 計 ５２２２１１ 的中 � ５７３１４（４番人気）
複勝票数 計 ７９４７４７ 的中 � ８６８９６（４番人気）� １２８５９（９番人気）� ２０６７２４（１番人気）
枠連票数 計 ５２５６４７ 的中 （８－８） ２３６３（２８番人気）
普通馬連票数 計２３９７０９７ 的中 �� ９８７４（２８番人気）
馬単票数 計１３１６７４９ 的中 �� ３８４６（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５８３８４ 的中 �� ４１４６（２７番人気）�� ４７４０６（３番人気）�� ７２７６（２０番人気）
３連複票数 計２４３８３７５ 的中 ��� １６３４２（２９番人気）
３連単票数 計４５３０５８０ 的中 ��� ３３４３（２３２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．０―１３．０―１２．６―１２．７―１２．９―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３５．７―４８．７―１：０１．３―１：１４．０―１：２６．９―１：３９．４

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピサノエミレーツ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Honour and Glory デビュー ２００７．１０．２０ 東京２着

２００５．３．５生 牡５鹿 母 ネームヴァリュー 母母 マジソンカウンティ １９戦５勝 賞金 ８８，８２７，０００円
〔出走取消〕 シルクイーグル号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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 キタノアラワシ号・トーセンウィッチ号・マエストラーレ号
※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。



３３０９４１２月２６日 晴 良 （２２中山５）第８日 第１０競走 ��
��２，５００�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走１５時２５分 （第５５回グランプリ） （芝・右）
３歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬；負担重量は，３歳５５�４
歳以上５７�，牝馬２�減

日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（１着）
賞 品

本 賞 １８０，０００，０００円 ７２，０００，０００円 ４５，０００，０００円 ２７，０００，０００円 １８，０００，０００円
付 加 賞 ３，３６０，０００円 ９６０，０００円 ４８０，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

２：２９．５
２：２９．５
２：２９．５

良

良

良

１１ ヴィクトワールピサ 牡３黒鹿５５ M．デムーロ市川 義美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２２：３２．６ ８．４�
（伊）

４７ ブエナビスタ 牝４黒鹿５５ C．スミヨン �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ２ 〃 ハナ １．７�
（仏）

６１１ トゥザグローリー 牡３鹿 ５５ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ５２４－ ４ 〃 クビ ７５．９�
（豪）

７１４ ペ ル ー サ 牡３栗 ５５ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０± ０２：３２．７� ８．９�
２４ トーセンジョーダン 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４９０＋１０２：３２．９１� ２０．０�
３５ ルーラーシップ 牡３鹿 ５５ C．ルメール �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９２－ ４２：３３．０クビ １７．６	

（仏）

５１０ エイシンフラッシュ 牡３黒鹿５５ 内田 博幸平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８８± ０ 〃 アタマ １２．６

１２ ネヴァブション 牡７黒鹿５７ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９４＋ ２２：３３．４２� ５９．９�
５９ ダノンシャンティ 牡３黒鹿５５ F．ベリー �ダノックス 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８２＋１４２：３３．６１� ３９．５
（愛）

２３ フォゲッタブル 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４ 〃 クビ ６２．３�

７１３ オウケンブルースリ 牡５栗 ５７ 横山 典弘福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９２± ０２：３３．７� ２４．９�
４８ メイショウベルーガ 牝５芦 ５５ 蛯名 正義松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５０８＋１０２：３３．８クビ ３８．４�
６１２ ドリームジャーニー 牡６鹿 ５７ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４＋１２ 〃 アタマ １２．１�
８１５ レッドディザイア 牝４鹿 ５５ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７８ ２：３４．０１	 ４７．２�
８１６ ジ ャ ミ ー ル 牡４鹿 ５７ 福永 祐一吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４５６＋ ４ 〃 アタマ ９１．８�

（１５頭）
３６ ローズキングダム 牡３黒鹿５５ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １，５２２，１６０，１００円 複勝： １，２６０，７４２，３００円 枠連： １，５７４，７８４，１００円

普通馬連： ５，９５２，４１３，８００円 馬単： ３，７０７，１８３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １，３８４，２０７，１００円

３連複： ６，７１３，６２４，４００円 ３連単： １６，７３９，８７７，５００円 計： ３８，８５４，９９３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � １，２６０円 枠 連（１－４） ４８０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ５，６８０円 �� ２，４３０円

３ 連 複 ��� １１，６１０円 ３ 連 単 ��� ６０，７７０円

票 数

単勝票数 計１５２２１６０１ 的中 � １４４３００５（２番人気）
複勝票数 計１２６０７４２３ 的中 � １３２８４９１（２番人気）� ５６７５９２０（１番人気）� １３１８９９（１５番人気）
枠連票数 計１５７４７８４１ 的中 （１－４）２４４０４８０（１番人気）
普通馬連票数 計５９５２４１３８ 的中 �� ８０３６４６０（１番人気）
馬単票数 計３７０７１８３９ 的中 �� １６７１５１０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３８４２０７１ 的中 �� １５５２８３９（１番人気）�� ５３２１２（４９番人気）�� １２６４９３（２９番人気）
３連複票数 計６７１３６２４４ 的中 ��� ４２６８３８（３５番人気）
３連単票数 計１６７３９８７７５ 的中 ��� ２０３３１５（１７９番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１２．０―１２．３―１２．７―１３．４―１３．５―１２．３―１１．５―１２．０―１１．７―１１．１―１１．８

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―１８．３―３０．３―４２．６―５５．３―１：０８．７―１：２２．２―１：３４．５―１：４６．０―１：５８．０―２：０９．７―２：２０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィクトワールピサ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．１０．２５ 京都２着

２００７．３．３１生 牡３黒鹿 母 ホワイトウォーターアフェア 母母 Much Too Risky ９戦６勝 賞金 ５３１，０８６，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔出走取消〕 ローズキングダム号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※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 アルコセニョーラ号・コスモラピュタ号・モンテクリスエス号
※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。



３３０９５１２月２６日 晴 良 （２２中山５）第８日 第１１競走 ��
��１，２００�ハッピーエンドプレミアム

発走１６時０５分 （オグリキャップメモリアル） （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１２ 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 ４９０＋ ４１：０９．０ ２．１�

６１２ キングレオポルド 牡３鹿 ５６ F．ベリー 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１８＋１６１：０９．１� ３．２�
（愛）

８１５ ヤマニンプロローグ 牝６栗 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ５１２－ ８１：０９．２� １３５．２�
２４ 	 ビービーナエトル 牡５栗 ５７ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 門別 菊地牧場 B４８２＋ ６１：０９．３� ６９．０�
２３ バロンダンス 牡５栗 ５７ 内田 博幸市川不動産� 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３０± ０ 〃 アタマ ８．５�
７１３ カレンナサクラ 牝６栗 ５５ 江田 照男北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６８± ０１：０９．４� ３５．７	
１１ ピエナブラヴ 牡３鹿 ５６ 岩部 純二本谷 兼三氏 萱野 浩二 日高 藤本 友則 ４７０－ ４１：０９．５クビ ５５．１

４８ ストロングポイント 牡４芦 ５７ C．ウィリアムズ 畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４７４＋１２ 〃 ハナ １９．９�

（豪）

３６ 	 アイスカービング 牝６黒鹿５５ 大野 拓弥下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４７８－ ４１：０９．６� ２７．８
３５ カツヨトワイニング 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹丹羽 茂文氏 高橋 義博 早来 ノーザンファーム ４２４＋ ２１：０９．７� １２８．０�
４７ オメガユリシス 牡４鹿 ５７ 北村 宏司原 
子氏 坂本 勝美 浦河 桑田 正己 ４７６＋ ６１：０９．８� １４．５�
７１４ ダイワシークレット 牡５栗 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４６８＋１０ 〃 クビ ５２．３�
５１０	 ミサトバレー 牝５栗 ５５ 大庭 和弥戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４４４－１０ 〃 ハナ ５０．１�
５９ � エスユーグランド 牡９鹿 ５７ 小林 淳一楳津 繁氏 高橋 祥泰 米 Nordic Thor-

oughbreds ４７８± ０１：０９．９� １１３．２�
６１１	 コンプリートラン 牡６黒鹿５７ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高木 登 三石 幌村牧場 ４５０± ０１：１０．０� ２１４．６�
８１６	 トミノドリーム 牝６黒鹿５５ 郷原 洋司�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４７２－ ４１：１０．１� ２１７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９８，２３０，５００円 複勝： ９４，１８３，１００円 枠連： １０４，０４９，４００円

普通馬連： ４１９，９７１，０００円 馬単： ２５１，６８０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １１０，４２８，６００円

３連複： ４６５，４３６，５００円 ３連単： ９５３，６９６，７００円 計： ２，４９７，６７６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １，１１０円 枠 連（１－６） ３７０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２，７５０円 �� ５，０１０円

３ 連 複 ��� １０，８３０円 ３ 連 単 ��� ３５，６６０円

票 数

単勝票数 計 ９８２３０５ 的中 � ３９６１２７（１番人気）
複勝票数 計 ９４１８３１ 的中 � ３１７９０７（１番人気）� １７０１９８（２番人気）� １３４７０（１３番人気）
枠連票数 計１０４０４９４ 的中 （１－６） ２２４２９４（１番人気）
普通馬連票数 計４１９９７１０ 的中 �� ８７７８５１（１番人気）
馬単票数 計２５１６８０５ 的中 �� ２７１９８３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１０４２８６ 的中 �� １７７４３３（１番人気）�� ９０９５（２６番人気）�� ４９１９（４６番人気）
３連複票数 計４６５４３６５ 的中 ��� ３３８７２（２７番人気）
３連単票数 計９５３６９６７ 的中 ��� ２１０７３（８３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．３―１１．３―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３４．７―４６．０―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイコーライコウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．１２ 福島２着

２００７．３．９生 牡３鹿 母 ファインセイコー 母母 ス コ ー ル イ １１戦３勝 賞金 ４６，８１１，０００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。
（非当選馬） １頭 リネンパズル号
（非抽選馬） ５頭 オモイデサクラ号・ターニングポイント号・トップオブピーコイ号・トーホウカイザー号・マイネルオークベイ号
※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８日 １２月２６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １１回 出走頭数 １６４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

５３８，５８０，０００円
１２，７８０，０００円
１３，９４０，０００円
６，７２０，０００円
５６，４２０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

５８，０６６，０００円
４，８１９，０００円
１，６２３，６００円

勝馬投票券売得金
１，９７２，６７８，０００円
１，８８１，１７７，０００円
１，９５６，７８２，１００円
７，５２８，３９１，４００円
４，７１５，９０７，６００円
１，８８０，５３２，０００円
８，５００，５６４，８００円
２０，０２０，８５２，５００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 ４８，４５６，８８５，４００円

総入場人員 １２０，２１３名 （有料入場人員 １０７，８５１名）



平成２２年度 第５回中山競馬 総計

競走回数 ９５回 出走延頭数 １，４０２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

２，４４２，１４０，０００円
３０，２４０，０００円
１２０，２４０，０００円
２１，０００，０００円
２４３，５００，０００円
９９１，０００円
９９１，０００円

４９５，１９５，０００円
４２，１４７，２００円
１３，８７９，８００円

勝馬投票券売得金
４，７７０，６８３，８００円
６，３５０，６９７，１００円
４，５２２，５２０，４００円
１７，９１０，７３５，５００円
１１，２８９，５１２，２００円
５，１７８，６４２，３００円
２０，６０６，０７９，７００円
４３，４９６，２２６，５００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 １１４，１２５，０９７，５００円

総入場延人員 ３７２，０４１名 （有料入場延人員 ３２６，４４１名）




