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３４００１１２月３日 雨 不良 （２３中山５）第１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

３５ ロードナイト 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６０＋ ４１：１１．３ １２．３�

７１３ フ ィ ア レ ス 牝２栗 ５４ 吉田 豊岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４２－ ４１：１３．１大差 ２．６�
１１ フ ロ ー リ ア 牝２栗 ５４ 和田 竜二�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４４４＋ ６ 〃 アタマ ８．１�
２４ スマイルヴィジット 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優ディアレスト 池上 昌弘 新冠 赤石 久夫 ４３８＋ ２１：１３．４１� ８．２�
８１５ スターゲイジング 牝２黒鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４８６± ０１：１３．５クビ １８．２�
４７ スターサファイア 牝２青鹿５４ C．ウィリアムズ �和田牧場 和田 正道 千歳 社台ファーム ４６０＋１０ 〃 クビ ３１．２�

（豪）

５９ ルチルマニッシュ 牝２栗 ５４
５１ ▲嶋田 純次北所 直人氏 矢野 英一 新ひだか 見上牧場 ４６４＋ ４１：１４．０３ １６５．２	

６１２ エイブルトップガン 牝２栗 ５４ 丸山 元気中澤 隆氏 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４６４＋１０１：１４．１� ５．７

２３ コスモマチェドニア 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 いとう牧場 ４５８＋ ８１：１４．６３ ７１．５�
３６ サニースペシャル 牝２黒鹿５４ 津村 明秀宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７６＋ ８ 〃 ハナ ９３．４�
５１０ ナムラリーベン 牝２鹿 ５４ 荻野 琢真奈村 信重氏 大和田 成 日高 いとう牧場 ４１０－ ４１：１４．７� １００．５
４８ ラ ブ ス リ ー 牝２栗 ５４ 小林 淳一増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 ４８０＋１６１：１４．９� ３０３．５�
６１１ ヤマタケデヒア 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 王蔵牧場 ４２２＋ ６ 〃 クビ １８５．２�
７１４ マイアイビワコ 牝２鹿 ５４ 鈴来 直人MYI馬主組合 小野 次郎 日高 横井 忠幸 ４３０＋ ４１：１５．１１� ２７６．５�
１２ ペニーウエイト 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝石瀬 浩三氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 ４８６＋１８１：１５．２� ５．３�
８１６ ナンヨーマケナイワ 牝２栗 ５４ 武士沢友治中村 �也氏 菊沢 隆徳 新冠 山岡ファーム ４６８＋３２１：１５．３� ２８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５９２，６００円 複勝： ２６，７７８，１００円 枠連： １０，７６９，９００円

馬連： ４１，０００，２００円 馬単： ２６，３２８，３００円 ワイド： １６，１２５，５００円

３連複： ４９，９６４，５００円 ３連単： ８０，２０９，５００円 計： ２６３，７６８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ２７０円 � １２０円 � ２４０円 枠 連（３－７） １，２９０円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� １，２１０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ３，６００円 ３ 連 単 ��� ２９，２５０円

票 数

単勝票数 計 １２５９２６ 的中 � ８０８５（６番人気）
複勝票数 計 ２６７７８１ 的中 � １８９８１（６番人気）� ９６３３５（１番人気）� ２２４１５（５番人気）
枠連票数 計 １０７６９９ 的中 （３－７） ６２０２（６番人気）
馬連票数 計 ４１０００２ 的中 �� ２１１１９（５番人気）
馬単票数 計 ２６３２８３ 的中 �� ５０５５（１２番人気）
ワイド票数 計 １６１２５５ 的中 �� ７２７７（５番人気）�� ３０７０（１７番人気）�� ９７７９（４番人気）
３連複票数 計 ４９９６４５ 的中 ��� １０２５７（１０番人気）
３連単票数 計 ８０２０９５ 的中 ��� ２０２４（８６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．４―１２．６―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３４．０―４６．６―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３７．３
３ ・（５，７）（１０，１２）（４，９）（１，２，６，１３）１４（１５，１６）８－（３，１１） ４ ・（５，７）－１２（４，１０，１３）（１，９，２）６，１５，８－（３，１４）１６，１１

勝馬の
紹 介

ロードナイト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．９．１８ 中山４着

２００９．２．６生 牝２鹿 母 ローレルマロン 母母 ミルフォードスルー ４戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ガルディアン号
※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。

３４００２１２月３日 雨 不良 （２３中山５）第１日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時１５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

３５ シュガーヒル 牡２芦 ５５ 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ６１：５５．９ ２．４�

５１０ オメガインペリアル 牡２黒鹿５５ C．ルメール 原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９２－ ２１：５６．４３ ２．６�
（仏）

６１２ ダッシュファイアー 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５５８－ ４１：５６．７１� ２０．７�
２４ シーズザデイ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ １３．５�
２３ ト キ ノ ユ ウ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４３２± ０ 〃 アタマ １２．０�
４８ カリエンニキテス �２鹿 ５５

５２ ▲平野 優嶋田 賢氏 境 征勝 新ひだか 岡田牧場 ４８４＋ ８１：５６．８クビ １５６．８�
１２ セ ン キ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 ４６４± ０１：５７．４３� １１．６	
８１５ イカルストミー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治五十嵐政則氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 ４３８＋ ６１：５７．５� ６０．３

８１６ コスモオレオ 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ２ 〃 アタマ ２２０．８�
７１３ ボールドダイナ 牡２栗 ５５ 青木 芳之増田 陽一氏 菊沢 隆徳 新冠 長沼 幸一 ５０８＋１８１：５８．１３� １７．７
５９ アストロフォンテン 牡２鹿 ５５ 丸山 元気吉橋 計氏 戸田 博文 日高 増尾牧場 ４６０＋ ２１：５８．２� ２６．６�
３６ タカイチロージズ 牡２栗 ５５ 大庭 和弥�橋 一郎氏 嶋田 潤 新冠 ビッグレッドファーム B４９８＋ ６ 〃 ハナ ３２５．３�
６１１ マイネルスクデット 牡２栗 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋ ６１：５８．３� １６３．６�
１１ アールフィリア 牡２鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太星野 良二氏 小西 一男 新ひだか 城地 清満 ４８０＋ ８１：５９．８９ ３４６．７�
４７ ペイトリッツデイ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春�瀬 真尚氏 藤原 辰雄 新冠 前川 隆範 ５１６＋１８ 〃 アタマ ５３．８�
７１４ コスモシエル 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 三村 卓也 ４４４＋ ２２：００．５４ ３２０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７３５，５００円 複勝： ２２，８９７，４００円 枠連： １１，０９２，６００円

馬連： ３６，２２４，１００円 馬単： ２７，１４５，９００円 ワイド： １６，０９３，０００円

３連複： ４５，３４１，８００円 ３連単： ８２，１１６，５００円 計： ２５５，６４６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２８０円 枠 連（３－５） ２００円

馬 連 �� ２４０円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ７１０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ４，４５０円

票 数

単勝票数 計 １４７３５５ 的中 � ４８８６９（１番人気）
複勝票数 計 ２２８９７４ 的中 � ７７９８２（１番人気）� ５３５２９（２番人気）� １２５８２（５番人気）
枠連票数 計 １１０９２６ 的中 （３－５） ４２２９３（１番人気）
馬連票数 計 ３６２２４１ 的中 �� １１５７５４（１番人気）
馬単票数 計 ２７１４５９ 的中 �� ４２９６２（１番人気）
ワイド票数 計 １６０９３０ 的中 �� ４４９０２（１番人気）�� ４１７２（１３番人気）�� ４３２３（１１番人気）
３連複票数 計 ４５３４１８ 的中 ��� ２４２５１（５番人気）
３連単票数 計 ８２１１６５ 的中 ��� １３６２３（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．２―３７．４―５１．０―１：０３．８―１：１６．６―１：２９．８―１：４３．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュガーヒル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Salt Lake デビュー ２０１１．１０．１０ 東京２着

２００９．５．５生 牡２芦 母 ソルティビッド 母母 Piper Piper ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔制裁〕 ペイトリッツデイ号の調教師藤原辰雄は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※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。

第５回　中山競馬　第１日



３４００３１２月３日 雨 重 （２３中山５）第１日 第３競走 ��
��１，２００�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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

４７ マ ロ ン ク ン 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝ケンレーシング組合 牧 光二 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 ４７６＋ ２１：１１．３ ３．９�

２４ アクアライン 牝２黒鹿５４ 吉田 豊古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４４４－ ４１：１１．７２� １６．２�
１１ エステージャ 牝２芦 ５４ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 森 俊雄 ４２２＋ ２１：１１．８� ６．４�
７１３ トーセンマグナム 牡２鹿 ５５ 丸山 元気島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４８＋ ２ 〃 ハナ １８．５�
３６ グランデフォルテ 牡２栗 ５５ 木幡 初広 �グランデオーナーズ 和田 正道 浦河 山田牧場 ４２８＋ ６１：１２．１１� ２６２．８�
７１４ フリーダムシチー 牡２栗 ５５ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 幾千世牧場 ４４０＋１０１：１２．２� ６．０	
６１２ ヴ ァ ッ プ 牝２黒鹿５４ 柴田 大知
ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ４４０＋ ４ 〃 ハナ １２８．０�
６１１ レインボーカムカム 牝２栗 ５４ 和田 竜二飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 ４４２＋ ４１：１２．３� ４３．２�
１２ ピ エ モ ン テ 牝２栗 ５４ C．ウィリアムズ 村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４４４± ０１：１２．４� ６．９

（豪）

３５ ブエノディオス 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４６８＋ ２ 〃 クビ ２０．８�
４８ コスモルシファー 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 
ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム ４３２＋ ２１：１２．６１ ２５７．０�
８１５ テンジンローレン 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 ４０４＋１０１：１２．８１� ７７．２�
２３ ロ ゼ ツ ヨ シ 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３４＋ ８ 〃 ハナ ２３５．３�
５１０ ヨシールプリンセス 牝２鹿 ５４ 石橋 脩吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４０＋ ６１：１２．９� ３．４�
５９ スリーマンボ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７０＋ ２１：１３．２１� １０５．５�
８１６ トドロキテンシツー 牝２黒鹿５４ 田中 勝春原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４１４＋ ６１：１５．７大差 ７０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８３８，３００円 複勝： ２９，２５１，１００円 枠連： １３，８４９，９００円

馬連： ４５，１１２，４００円 馬単： ３０，６５２，２００円 ワイド： １８，３７４，６００円

３連複： ５９，４２８，９００円 ３連単： ９４，４６５，５００円 計： ３０５，９７２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � ４００円 � １８０円 枠 連（２－４） ２，９１０円

馬 連 �� ２，８７０円 馬 単 �� ４，２６０円

ワ イ ド �� １，０２０円 �� ５１０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ５，３７０円 ３ 連 単 ��� ２７，６８０円

票 数

単勝票数 計 １４８３８３ 的中 � ３０１５３（２番人気）
複勝票数 計 ２９２５１１ 的中 � ４８２６５（２番人気）� １５４４６（６番人気）� ４７０４４（３番人気）
枠連票数 計 １３８４９９ 的中 （２－４） ３５１５（１１番人気）
馬連票数 計 ４５１１２４ 的中 �� １１６０４（１２番人気）
馬単票数 計 ３０６５２２ 的中 �� ５３１３（１９番人気）
ワイド票数 計 １８３７４６ 的中 �� ４３３８（１２番人気）�� ９３６１（６番人気）�� ４４９２（１１番人気）
３連複票数 計 ５９４２８９ 的中 ��� ８１７２（１６番人気）
３連単票数 計 ９４４６５５ 的中 ��� ２５１９（８６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．７―１２．０―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．９―４６．９―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ロ ン ク ン �
�
父 デビッドジュニア �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２０１１．１１．５ 東京２着

２００９．３．１７生 牡２栗 母 ワンモアベイビー 母母 ワンモアギャル ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トドロキテンシツー号は，平成２４年１月３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。
（非当選馬） １頭 ヒシラストレディ号
※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。

３４００４１２月３日 雨 不良 （２３中山５）第１日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時１５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

２４ テイエムシシオー 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 ４３８ ―１：１２．３ ９．６�

２３ タマブラックホール 牡２黒鹿５５ 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４９２ ―１：１２．７２� ７．０�
８１５ ヒカリホクサイ 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 ４６４ ―１：１３．３３� ６．３�
８１６ フラッシュパッカー 牡２栗 ５５ C．ルメール 魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４７６ ―１：１３．７２� ３．７�

（仏）

４８ コウヨウスパーク 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４８８ ―１：１３．９１� １３．７�
３６ ミヤビガーリッシュ 牝２黒鹿５４ 吉田 豊村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 大成牧場 ４９４ ―１：１４．０� ８８．１�
５９ ダンシングミッシー 牝２鹿 ５４ 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 ４５８ ―１：１４．１� ４８．３	
５１０ イッセキニチョウ 牡２鹿 ５５ 鈴来 直人山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４７０ ― 〃 アタマ ２９．９

７１４ カンカラコモデケア 牡２鹿 ５５ 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 白老 社台牧場 ４４４ ―１：１５．０５ ８．６�
４７ ディアアーティクル 牡２鹿 ５５ 木幡 初広ディアレスト 土田 稔 浦河 市正牧場 ４６６ ―１：１５．３１� １２４．０�
３５ サンマルヴァーゴ 牝２栗 ５４ 和田 竜二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 小清水 千島北斗牧場 ４３６ ―１：１５．８３ ４５．８
６１２ ヴ ー ド ゥ ー 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 元茂 義一 ４１２ ―１：１６．０１� １８６．７�
１２ ロ ザ ラ イ ン 牝２鹿 ５４ 津村 明秀吉田 正志氏 加藤 征弘 安平 追分ファーム ４４４ ―１：１６．２１� ４．４�
７１３ アイノホウソク 牝２栗 ５４ 岩部 純二江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド ４９２ ― 〃 アタマ ３３．３�
１１ チェリールージュ 牝２栗 ５４ 田中 勝春田頭 勇貴氏 高柳 瑞樹 新冠 村上牧場 ４５０ ―１：１６．３クビ ４３．８�
６１１ メガロメテオラ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝日下部勝�氏 土田 稔 浦河 高野牧場 ４３０ ―１：１７．５７ ６２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６１６，２００円 複勝： ２０，０５３，９００円 枠連： １７，４５５，４００円

馬連： ４０，０９１，５００円 馬単： ２６，１４８，９００円 ワイド： １５，６０１，８００円

３連複： ４７，６９８，３００円 ３連単： ７０，３３４，４００円 計： ２５２，０００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２７０円 � ２５０円 � ２５０円 枠 連（２－２） ４，０３０円

馬 連 �� ３，４９０円 馬 単 �� ６，６８０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� １，０５０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ６，５７０円 ３ 連 単 ��� ４５，７８０円

票 数

単勝票数 計 １４６１６２ 的中 � １２１１２（６番人気）
複勝票数 計 ２００５３９ 的中 � １９２４６（６番人気）� ２２１３１（３番人気）� ２２０７８（４番人気）
枠連票数 計 １７４５５４ 的中 （２－２） ３２０１（１６番人気）
馬連票数 計 ４００９１５ 的中 �� ８４８４（１５番人気）
馬単票数 計 ２６１４８９ 的中 �� ２８９１（２９番人気）
ワイド票数 計 １５６０１８ 的中 �� ３８３０（１４番人気）�� ３６４４（１５番人気）�� ４０１１（１３番人気）
３連複票数 計 ４７６９８３ 的中 ��� ５３６２（１９番人気）
３連単票数 計 ７０３３４４ 的中 ��� １１３４（１４２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．４―１２．７―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．１―４６．８―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムシシオー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スキャターザゴールド 初出走

２００９．４．７生 牡２黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ヒカリホクサイ号は，枠入り不良・枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻５分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヒカリホクサイ号は，平成２３年１２月４日から平成２３年１２月２５日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メガロメテオラ号は，平成２４年１月３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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 イーサンレオ号・エバーシャン号・パシフィスタ号
※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。



３４００５１２月３日 雨 不良 （２３中山５）第１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

８１１ サイレントサタデー 牡２鹿 ５５ 丸山 元気吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：５６．３ ９．１�

８１０ サトノジュピター 牝２鹿 ５４ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４７２ ― 〃 ハナ ２．２�
３３ ア ロ ヒ ラ ニ 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：５６．４� ３．５�
６６ アールデュラン 牡２鹿 ５５ C．ルメール 星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４８８ ―１：５６．６１� ６．１�

（仏）

７８ コノハチャン 牝２鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次瀬谷 �雄氏 武市 康男 日高 メイプルファーム ４１０ ―１：５６．８１� １７．０�

４４ スノースケイプ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二 	ワイ・アール・シー 松山 将樹 新ひだか 三石橋本牧場 ４７８ ―１：５７．０１� ３４．７

６７ タイセイスナイパー 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ 田中 成奉氏 武藤 善則 新ひだか 村岡 農夫 ４７０ ―１：５７．１� １９．２�

（豪）

５５ リードホイッスル 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６ ―１：５７．３１ １４．２�

２２ ヤマチョウスパーク 牡２鹿 ５５ 津村 明秀長谷川 彰氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム ４５２ ―１：５７．８３ １３３．１
７９ ヤマニンノワゼット 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４７０ ―１：５７．９クビ ４５．７�
１１ ツジノバイキンマン 牡２鹿 ５５ 鈴来 直人辻 俊夫氏 高市 圭二 えりも 熊沢牧場 ５１０ ― （競走中止） ２６２．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，６４２，１００円 複勝： ２６，６４６，８００円 枠連： １２，３６３，８００円

馬連： ３９，２６９，６００円 馬単： ３２，７１０，５００円 ワイド： １５，９４３，８００円

３連複： ４６，６９９，１００円 ３連単： ９２，４６２，８００円 計： ２８６，７３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（８－８） ９９０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，６９０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ４７０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 ��� ８，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２０６４２１ 的中 � １８０２４（４番人気）
複勝票数 計 ２６６４６８ 的中 � ３１０７２（４番人気）� ７２２４１（１番人気）� ５８９８６（２番人気）
枠連票数 計 １２３６３８ 的中 （８－８） ９２２４（４番人気）
馬連票数 計 ３９２６９６ 的中 �� ２８４２１（４番人気）
馬単票数 計 ３２７１０５ 的中 �� ８９８４（１０番人気）
ワイド票数 計 １５９４３８ 的中 �� １１１４５（３番人気）�� ７５９０（５番人気）�� ２１４１３（１番人気）
３連複票数 計 ４６６９９１ 的中 ��� ３４５７０（２番人気）
３連単票数 計 ９２４６２８ 的中 ��� ８４８７（２０番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．８―１３．５―１３．１―１３．４―１３．５―１２．９―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．９―３９．４―５２．５―１：０５．９―１：１９．４―１：３２．３―１：４４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３６．９
１
３
１１，６（３，７，８）４－２，９（５，１０）－１
１１，６（３，７，８）９（５，４）（２，１０）

２
４

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

サイレントサタデー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．６．６生 牡２鹿 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ツジノバイキンマン号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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。

３４００６１２月３日 曇 不良 （２３中山５）第１日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１２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

７１２ クレーンズラヴァー 牝４栗 ５５ 石橋 脩�本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 ４５２＋ ８１：５２．９ ５９．３�

５８ � モエレアイドル 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲嶋田 純次阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか 中村 和夫 ４６０－ ４ 〃 クビ １７．８�

４５ ネオスプレマシー 牡４鹿 ５７ C．ルメール 小林 仁幸氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８４－ ６１：５３．１１� ２８．７�
（仏）

３３ ゴールドアカデミー 牡５栗 ５７ 田中 勝春居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B５０４＋１４ 〃 ハナ ５．１�
５７ ケイジーウィンザー 牡３栗 ５６ 岩部 純二鹿倉 勝	氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４８４± ０ 〃 ハナ ９．９�
８１４ レオプレシャス 牡４黒鹿５７ C．ウィリアムズ �レオ 堀 宣行 浦河 酒井牧場 B４８４＋ ８１：５３．２
 ２．４	

（豪）

３４ ドリームネイチヤー 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信セゾンレースホース� 上原 博之 新ひだか 中村 和夫 ４４６＋ ２１：５３．４� ７．８

４６ カインバティック �３鹿 ５６ 吉田 豊 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４８４－ ６１：５３．５
 １９．２�
６１０ ウ マ テ ッ ク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-
take Iida ４５８± ０１：５３．６� ８５．１�

７１１� リーブルーム �４黒鹿５７ 柴田 大知大湯 幸栄氏 水野 貴広 日高 木村牧場 ５００＋ ８１：５４．９８ ２９５．５
８１３ トーセンマリーン 牡４黒鹿５７ 木幡 初広島川 �哉氏 宗像 義忠 新ひだか 城地 和義 ５３２＋１２１：５７．５大差 ２４５．７�
２２ ダンシングムーン �４鹿 ５７ 武士沢友治岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド ４６６＋１８１：５８．０３ ６２．３�
１１  アポロアビリティ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Normandy

Farm LLC ４７６± ０２：０４．９大差 ７．４�
６９ セレナプレジール 牡４鹿 ５７ 丸山 元気島川 利子氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４９４＋ ６ （競走中止） １２．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，３８７，４００円 複勝： ３４，３７４，４００円 枠連： １６，８１３，１００円

馬連： ５２，６５７，１００円 馬単： ３５，９１４，１００円 ワイド： ２２，９３６，７００円

３連複： ６５，３２６，７００円 ３連単： １１４，７９０，２００円 計： ３６２，１９９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，９３０円 複 勝 � １，２００円 � ５６０円 � ８５０円 枠 連（５－７） ９，０００円

馬 連 �� ２５，３７０円 馬 単 �� ５７，７５０円

ワ イ ド �� ５，２２０円 �� １０，６２０円 �� ４，９１０円

３ 連 複 ��� ２１９，１５０円 ３ 連 単 ��� １，４６０，６１０円

票 数

単勝票数 計 １９３８７４ 的中 � ２５８０（１０番人気）
複勝票数 計 ３４３７４４ 的中 � ７２８３（１０番人気）� １７００４（８番人気）� １０５９６（９番人気）
枠連票数 計 １６８１３１ 的中 （５－７） １３８０（２１番人気）
馬連票数 計 ５２６５７１ 的中 �� １５３２（４６番人気）
馬単票数 計 ３５９１４１ 的中 �� ４５９（９５番人気）
ワイド票数 計 ２２９３６７ 的中 �� １０８５（４５番人気）�� ５２９（５３番人気）�� １１５５（４３番人気）
３連複票数 計 ６５３２６７ 的中 ��� ２２０（１９６番人気）
３連単票数 計１１４７９０２ 的中 ��� ５８（１１８１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．５―１２．９―１２．５―１２．８―１３．２―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３６．１―４９．０―１：０１．５―１：１４．３―１：２７．５―１：３９．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クレーンズラヴァー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００９．１１．２８ 東京４着

２００７．４．９生 牝４栗 母 ギャラントハウス 母母 ギャラントルックス １６戦２勝 賞金 １６，４００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔競走中止〕 セレナプレジール号は，競走中に疾病〔左第３中手骨開放骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 ドリームネイチヤー号の騎手田辺裕信は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番への進路影

響）
〔その他〕 アポロアビリティ号は，競走中に疾病〔右第１趾骨粉砕骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンシングムーン号は，平成２４年１月３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。



３４００７１２月３日 曇 不良 （２３中山５）第１日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時０５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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４５ コスモケンジ 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ５００＋１０１：１１．３ １０．９�

８１３ ミッキーデジタル 牡４栗 ５７ C．ウィリアムズ 野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４４６－ ２ 〃 ハナ ７．９�
（豪）

４６ ユメノキズナ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４ 〃 ハナ ２９．８�
３４ ケイアイクライム 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５２２＋１０ 〃 クビ １１．１�
６９ キンショーユウジャ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５０６＋１０１：１１．４クビ ３．７�
６１０ メジロオマリー 牡６黒鹿５７ 的場 勇人岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B４６４－ ８１：１１．６１� ２５１．５	
５８ エ ス カ ー ダ 牡４青鹿５７ 鈴来 直人山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４６６＋ ８１：１１．８１� ２６．４

３３ シャトルアップ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝広尾レース� 藤沢 和雄 様似 清水スタッド ５２０＋ ４１：１１．９� ２．９�
７１２ コ コ カ ラ 牡４栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ５０４＋ ８ 〃 ハナ ３４．９�
７１１ マドモアゼルノン 牝４黒鹿５５ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４６２± ０１：１２．０クビ １５９．３
８１４	 コスモパイレット 牡５黒鹿５７ C．ルメール �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &

Mary R. Broman B５２８＋ ４１：１２．１� ６．４�
（仏）

５７ 	 ユーディドイット 牡３鹿 ５６ 石橋 脩藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４８４－ ２ 〃 ハナ ２５．９�
１１ コスモミカエル 牡４黒鹿５７ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新冠 中央牧場 ５０４＋ ７１：１２．５２
 ９０．３�
２２ コウヨウサンデー 牡５鹿 ５７ 木幡 初広寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 B４８８＋１４１：１４．４大差 ７１．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，５９３，３００円 複勝： ３６，４５３，４００円 枠連： １８，８４５，８００円

馬連： ６１，４９９，０００円 馬単： ３８，３０１，２００円 ワイド： ２３，８０７，２００円

３連複： ７２，６４７，４００円 ３連単： １２３，６９５，７００円 計： ３９７，８４３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ４１０円 � ３００円 � ７４０円 枠 連（４－８） １，５４０円

馬 連 �� ５，６５０円 馬 単 �� １０，１４０円

ワ イ ド �� １，５７０円 �� ３，３１０円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� ４６，３８０円 ３ 連 単 ��� ２４６，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２２５９３３ 的中 � １６３４２（５番人気）
複勝票数 計 ３６４５３４ 的中 � ２３５０８（６番人気）� ３５３６８（４番人気）� １１８０４（９番人気）
枠連票数 計 １８８４５８ 的中 （４－８） ９０５４（６番人気）
馬連票数 計 ６１４９９０ 的中 �� ８０３３（２１番人気）
馬単票数 計 ３８３０１２ 的中 �� ２７８９（３５番人気）
ワイド票数 計 ２３８０７２ 的中 �� ３８１１（１９番人気）�� １７５３（３７番人気）�� ２００３（３３番人気）
３連複票数 計 ７２６４７４ 的中 ��� １１５６（１１３番人気）
３連単票数 計１２３６９５７ 的中 ��� ３７０（５９５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．３―１２．６―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．８―４６．４―５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３７．５
３ ・（２，３）９（６，８，１２）１（５，１１，１３）（４，１４）７，１０ ４ ・（２，３，９）（６，８，１２）（１，５，１１，１３）（４，１４）（７，１０）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモケンジ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１０．８．２９ 新潟１１着

２００８．５．６生 牡３栗 母 メジロカンナ 母母 メジロホタカ １４戦３勝 賞金 ３５，７４０，０００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。

３４００８１２月３日 曇 不良 （２３中山５）第１日 第８競走 ��３，５７０�イルミネーションジャンプステークス
発走１３時４０分 （ 芝 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・
GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２１０，０００円 ６０，０００円 ３０，０００円 � コースレコード３：５８．９良

２２ ディアマジェスティ 牡５黒鹿６０ 高田 潤寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６４－ ２４：１０．０ ５．２�

８１０ マジェスティバイオ 牡４鹿 ６２ 山本 康志バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 ５１２＋１０４：１１．４９ ３．１�
６６ サトノバロン �５黒鹿６０ 横山 義行里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５１８－ ２４：１２．０３� ６．３�
７７ ジャストルーラー 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８８－ ４４：１４．３大差 ７．３�
３３ マイネルネオス 牡８鹿 ６３ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋２０４：１５．３６ ３．７�
４４ ホウライブライアン 牡６黒鹿６０ 植野 貴也橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４７４－１４４：１５．５１ ３４．９�
１１ コアレスアルダン �５鹿 ６０ 大江原 圭小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 広川 忠久 ４７０－ ２４：１６．３５ １４４．５	
５５ テイエムトッパズレ 牡８青鹿６２ 黒岩 悠竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５２＋ ６４：１６．７２� １３．９

８９ サーストンムーン 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４８４＋ ２４：１８．３１０ ４９．５�
７８ トキノナスティア 牝５黒鹿５８ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６８＋１４ （競走中止） ２１．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １９，５８１，９００円 複勝： ２７，３５５，３００円 枠連： １３，７６２，５００円

馬連： ５３，９７２，０００円 馬単： ３８，８３７，９００円 ワイド： １９，５５４，９００円

３連複： ６６，２５２，０００円 ３連単： １３６，６７５，０００円 計： ３７５，９９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（２－８） ７３０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ５１０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� ７，０００円

票 数

単勝票数 計 １９５８１９ 的中 � ３００５７（３番人気）
複勝票数 計 ２７３５５３ 的中 � ３９８１４（３番人気）� ６５２８４（１番人気）� ３６００９（４番人気）
枠連票数 計 １３７６２５ 的中 （２－８） １４００７（２番人気）
馬連票数 計 ５３９７２０ 的中 �� ５６０９４（２番人気）
馬単票数 計 ３８８３７９ 的中 �� １７８６９（５番人気）
ワイド票数 計 １９５５４９ 的中 �� １８２８６（２番人気）�� ８６７３（９番人気）�� １５８２０（３番人気）
３連複票数 計 ６６２５２０ 的中 ��� ３８０６４（５番人気）
３連単票数 計１３６６７５０ 的中 ��� １４４２１（１８番人気）

上り １マイル １：４７．４ ４F ５２．７－３F ３８．８
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアマジェスティ 
�
父 ブライアンズタイム 

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．２．１４ 京都６着

２００６．５．２９生 牡５黒鹿 母 レーブドグランパ 母母 Mary Linoa 障害：６戦４勝 賞金 ５２，５１０，０００円
〔競走中止〕 トキノナスティア号は，２周目４号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



３４００９１２月３日 晴 不良 （２３中山５）第１日 第９競走 ��
��２，０００�

は ぼ た ん

葉 牡 丹 賞
発走１４時１５分 （芝・右）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

７１２ コスモオオゾラ 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋ ８２：０４．５ １１．３�

３４ メイショウカドマツ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５１４＋ ４２：０４．６� ７．５�
６１０ ハ イ リ リ ー 牝２栗 ５４ 吉田 豊�G１レーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４５２± ０２：０４．９２ １３．７�
３３ スーパームーン 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９２± ０２：０５．０クビ ９．８�
５８ クラウドチェンバー 牡２鹿 ５５ C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４６４± ０ 〃 クビ ３．１�

（仏）

２２ アイスフォーリス 牝２芦 ５４ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４６６± ０２：０５．２１� ３．７	
（豪）

６９ クイーンアルタミラ 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４６８＋ ２２：０５．４� ９．５

４６ スプリングピース 牡２栗 ５５ 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４８２＋ ８２：０５．５� １１．６�
４５ ヒシマーベラス 牝２青 ５４ 丸山 元気阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４７６＋ ２２：０５．７１� ４０．５�
５７ ヴュルデバンダム 牝２青鹿５４ 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４３４－ ２２：０６．０２ １９２．４
８１４ セイクレットレーヴ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム ４７４－ ２２：０６．３１� ６１．４�
１１ シンボリスウィフト 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ４７８＋１０２：０７．２５ ５７．２�
７１１ リプレイスインディ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 静内酒井牧場 ４８２± ０２：０７．９４ ２５０．２�
８１３ シゲルシバグリ 牡２栗 ５５ 和田 竜二森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 ４７６± ０２：０８．８５ ８８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，７７３，９００円 複勝： ５０，２５６，０００円 枠連： ２５，６７０，３００円

馬連： １０２，８９４，２００円 馬単： ６２，１３１，７００円 ワイド： ３６，６７６，７００円

３連複： １１５，４８３，１００円 ３連単： ２１０，６６１，１００円 計： ６３５，５４７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ３５０円 � ３００円 � ４１０円 枠 連（３－７） ２，３９０円

馬 連 �� ４，１５０円 馬 単 �� ９，４１０円

ワ イ ド �� １，２４０円 �� １，８６０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� １３，２７０円 ３ 連 単 ��� ９１，０８０円

票 数

単勝票数 計 ３１７７３９ 的中 � ２２２６４（６番人気）
複勝票数 計 ５０２５６０ 的中 � ３８７６８（７番人気）� ４６３４６（３番人気）� ３１１６３（８番人気）
枠連票数 計 ２５６７０３ 的中 （３－７） ７９５４（１３番人気）
馬連票数 計１０２８９４２ 的中 �� １８３２４（１５番人気）
馬単票数 計 ６２１３１７ 的中 �� ４８７４（３３番人気）
ワイド票数 計 ３６６７６７ 的中 �� ７３８２（１５番人気）�� ４８３５（２６番人気）�� ５４４１（２３番人気）
３連複票数 計１１５４８３１ 的中 ��� ６４２５（４３番人気）
３連単票数 計２１０６６１１ 的中 ��� １７０７（２９４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１２．３―１２．９―１３．０―１３．０―１３．０―１２．８―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２２．８―３５．１―４８．０―１：０１．０―１：１４．０―１：２７．０―１：３９．８―１：５２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．５
１
３
１１，４（１，２，１３）（８，１２，１４）３，９（６，１０）（５，７）
１１，４（１，２，１３）（８，１２，１４）（６，３，９）１０，５，７

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

勝馬の
紹 介

コスモオオゾラ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．９．２５ 中山４着

２００９．２．１７生 牡２鹿 母 マイネシャローナ 母母 ザ ナ ッ ク ４戦２勝 賞金 １８，４０１，０００円
〔制裁〕 スプリングピース号の調教師伊藤正徳は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
※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。

３４０１０１２月３日 晴 不良 （２３中山５）第１日 第１０競走 ��
��１，２００�アクアラインステークス

発走１４時５０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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１１ ゼンノベラーノ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５２６－ ４１：０９．７ ３．６�

３５ � トシキャンディ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ５０４－ ４ 〃 クビ １５．７�
４８ � アイアムルビー 牝４栗 ５５ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４４２－ ８１：０９．９１	 １．８�
２３ シゲルソウウン 
４栗 ５７ 田中 勝春森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ５１８＋ ４１：１０．１１	 ６８．９�
６１２� カフェレジェンド 牡６青鹿５７ 津村 明秀西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５１６＋ ６ 〃 クビ ３６８．１�
３６ ヤマノサファイア 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ 澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４４０± ０１：１０．２クビ ９．４�

（豪）

７１４ ファンドリカップ 牡５芦 ５７ 丸山 元気水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社
松田牧場 ５００＋ ８１：１０．４１	 ２８．３�

８１６ ドリームクラウン 牡６栗 ５７ 武士沢友治セゾンレースホース	 中村 均 静内 へいはた牧場 ５３０－ ２１：１０．５� ２５９．７

２４ ドリームスカイラブ 牡６黒鹿５７ 柴田 大知セゾンレースホース	 高橋 祥泰 平取 北島牧場 B４９６＋ ６１：１０．６� ２４３．５�
７１３ アヤナルベルス 牝４鹿 ５５ 小林 徹弥鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ２１．９�
１２ カホマックス 牝４鹿 ５５ 吉田 豊星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ２ 〃 アタマ ３８．２
５９ チャンピオンラブ 牡５青鹿５７ 伊藤 直人坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４８２± ０１：１０．７クビ ５８．８�
５１０� ジートップキセキ 牡６栗 ５７ 和田 竜二	南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５１４＋ ２１：１０．８� １５４．５�
８１５� エーシンリードオー 牝５黒鹿５５ C．ルメール	栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４９４＋１０１：１１．０１	 １７．０�
（仏）

６１１ カフェマーシャル 牡５芦 ５７ 横山 義行西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５２０＋ ２１：１１．１クビ １４９．９�
４７ � ハイエモーション 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝前田 幸治氏 萩原 清 米 Sabrina

Plumley ４９４－ ２１：１１．２� １０６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，０１２，６００円 複勝： ７４，６８７，０００円 枠連： ３８，２４９，９００円

馬連： １４８，８０８，２００円 馬単： ９５，６２４，９００円 ワイド： ５３，１４９，９００円

３連複： １５８，８４３，５００円 ３連単： ３３２，９３６，７００円 計： ９５０，３１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � １１０円 枠 連（１－３） ７３０円

馬 連 �� １，８２０円 馬 単 �� ３，１２０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� １５０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 ��� ９，２６０円

票 数

単勝票数 計 ４８０１２６ 的中 � １０７６４４（２番人気）
複勝票数 計 ７４６８７０ 的中 � １５０５７６（２番人気）� ４１８９１（４番人気）� ３１６１５４（１番人気）
枠連票数 計 ３８２４９９ 的中 （１－３） ３８７１１（３番人気）
馬連票数 計１４８８０８２ 的中 �� ６０４７６（７番人気）
馬単票数 計 ９５６２４９ 的中 �� ２２６４０（９番人気）
ワイド票数 計 ５３１４９９ 的中 �� １８２９７（７番人気）�� １２４０８１（１番人気）�� １８４０１（６番人気）
３連複票数 計１５８８４３５ 的中 ��� ９５５０２（３番人気）
３連単票数 計３３２９３６７ 的中 ��� ２６５５６（１９番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．６―１１．３―１２．０―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．３―３３．６―４５．６―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノベラーノ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．１２．１３ 阪神５着

２００７．４．１４生 牡４鹿 母 ゼンノシチョウ 母母 Just Juliet １８戦５勝 賞金 ７８，７２９，０００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 ガンドッグ号・キングパーフェクト号・コウエイフラッシュ号・ストレートイン号・ダイワプリベール号・

デイトユアドリーム号・ニシオドリーム号・ノボレインボー号
※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。



３４０１１１２月３日 晴 不良 （２３中山５）第１日 第１１競走 ��
��３，６００�第４５回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス（ＧⅡ）

発走１５時２５分 （芝・右・内２）
３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減，２２．１２．４以降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，２２．１２．３以前のGⅠ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）

スポーツニッポン新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 １，２１８，０００円 ３４８，０００円 １７４，０００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

３：４１．６
３：４１．６

良

良

５９ マイネルキッツ 牡８栗 ５８ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B５０２＋ ８３：５０．８ ８．２�

２３ イ グ ア ス 牡３黒鹿５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２３：５１．０１� １２．７�
７１３ トウカイトリック 牡９鹿 ５７ 石橋 脩内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５２＋ ２３：５１．６３� ５７．３�
５１０ ピエナファンタスト 牡５鹿 ５７ 木幡 初広本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２３：５１．８１� ４２．４�
３５ ナムラクレセント 牡６鹿 ５８ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４９８－ ２３：５１．９� ５．５�
８１５ メイショウクオリア 牡６鹿 ５７ 丸山 元気松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４７４± ０３：５２．２１	 ４８．７	
１１ フォゲッタブル 牡５黒鹿５７ C．ウィリアムズ 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 ４９０－ ４３：５２．６２� ５．８


（豪）

４７ モンテクリスエス 牡６鹿 ５７ 田中 勝春毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５５０－ ２３：５２．８１� ２７．３�
２４ ヤングアットハート 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ５００－ ４３：５２．９� １４．３�
６１２ マイネルアワグラス 牡７鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ５３２＋１４３：５３．２２ ３０２．１
１２ ビートブラック 牡４青 ５７ 安藤 勝己前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０＋ ２３：５３．７３ ２．７�
８１６ ドリームセーリング 牡４栗 ５７ 荻野 琢真セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４６６＋ ２３：５４．０１	 ５７．６�
７１４ ゴールデンハインド 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５４６± ０３：５４．５３ ９９．８�
３６ ネ コ パ ン チ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ ３０．４�
６１１ エ ジ ソ ン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５３２＋ ４３：５４．７１� １３６．８�
４８ ビッグウィーク 牡４青鹿５８ C．ルメール 谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 ４６６＋１０４：０８．４大差 １０．５�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８２，４０５，１００円 複勝： １２３，２６７，６００円 枠連： ７９，０３６，６００円

馬連： ３９０，２５８，３００円 馬単： １８９，９７０，７００円 ワイド： １１７，００４，８００円

３連複： ５０１，９１６，９００円 ３連単： ８９６，５１３，９００円 計： ２，３８０，３７３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ３１０円 � ４１０円 � ９３０円 枠 連（２－５） ２，７３０円

馬 連 �� ５，０５０円 馬 単 �� １１，９８０円

ワ イ ド �� １，９４０円 �� ３，９１０円 �� ６，５３０円

３ 連 複 ��� ７５，１７０円 ３ 連 単 ��� ４１０，９５０円

票 数

単勝票数 計 ８２４０５１ 的中 � ７９３６４（４番人気）
複勝票数 計１２３２６７６ 的中 � １１５９２３（４番人気）� ７９９６０（５番人気）� ３１５４１（１０番人気）
枠連票数 計 ７９０３６６ 的中 （２－５） ２１３９４（１２番人気）
馬連票数 計３９０２５８３ 的中 �� ５７１２２（１８番人気）
馬単票数 計１８９９７０７ 的中 �� １１７０３（４１番人気）
ワイド票数 計１１７００４８ 的中 �� １５１４５（２２番人気）�� ７３４６（４１番人気）�� ４３６２（５７番人気）
３連複票数 計５０１９１６９ 的中 ��� ４９２８（１６８番人気）
３連単票数 計８９６５１３９ 的中 ��� １６１０（８２２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．７―１２．２―１２．２―１３．６―１３．５―１３．３―１３．６―１３．４―１３．３―１３．２―１２．９―１２．６―１２．９―１２．４
―１１．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．４―２３．９―３６．６―４８．８―１：０１．０―１：１４．６―１：２８．１―１：４１．４―１：５５．０―２：０８．４―２：２１．７―２：３４．９

２，６００� ２，８００� ３，０００� ３，２００� ３，４００�
―２：４７．８―３：００．４―３：１３．３―３：２５．７―３：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→
→�」 上り４F５０．４―３F３７．５
�
�
１６，６，１，８，１４（１５，３，１２）（２，９，５）－（７，１１）４－１０－１３・（１６，６，９）（１，５，１４，１２）（３，２）（１５，１１）（１３，７）４，１０－８

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

勝馬の
紹 介

マイネルキッツ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００５．９．２４ 中山６着

２００３．３．１８生 牡８栗 母 タカラカンナ 母母 クリムゾンラトラー ４２戦８勝 賞金 ５４８，８３８，０００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。
（非抽選馬） ２頭 ギムレットアイ号・メイショウドンタク号
※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。

３４０１２１２月３日 晴 不良 （２３中山５）第１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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６９ ターニングポイント �６青鹿５７ 後藤 浩輝山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 B４７２＋１４１：１０．１ ９．３�

５８ メジロツボネ 牝３芦 ５４ 丸山 元気岩� 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４３８± ０１：１０．２� ７．０�
４６ タマニューホープ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６８－ ２ 〃 クビ ４８．３�
３３ オメガブルーライン 牝４芦 ５５ C．ルメール 原 	子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３４－１０１：１０．３クビ ４．７�

（仏）

１１ ウインバンディエラ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４７４＋１４ 〃 クビ ６．５�
６１０ ビップセレブアイ 牡３青鹿５６ C．ウィリアムズ 鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７６＋ ２ 〃 アタマ ４．４�

（豪）

４５ 
 エ ク レ ウ ス 牡６黒鹿 ５７
５４ ▲嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B５００＋１２１：１０．６２ ２５．４	

７１２ ベ ス ト ラ ン 牝５黒鹿５５ 的場 勇人本間 茂氏 柴田 政人 新冠 北星村田牧場 ４７６－ ２１：１０．７クビ １０８．１

３４ アイアンデューク 牡５芦 ５７ 石橋 脩栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４８０＋２０ 〃 クビ ２６．５�
８１４ レッドストラーダ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B４８４－ ６１：１０．８クビ ９．２�
８１３
 ト ム ト ム �６栗 ５７ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５０４± ０１：１０．９� ４９．２
５７ 
 コンプリートラン �７黒鹿５７ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 木村 哲也 三石 幌村牧場 ４４２－ ４ 〃 アタマ １２４．６�
７１１ リネンパズル 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４７２＋ ６１：１１．１１� １４．６�
２２ シセイハヤテ 牡６鹿 ５７ 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４６６＋１０１：１１．５２� ９．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，６３３，９００円 複勝： ５０，２９９，４００円 枠連： ３０，１２９，６００円

馬連： １１０，４７７，６００円 馬単： ６３，５４９，３００円 ワイド： ３９，５６１，６００円

３連複： １３１，３３５，９００円 ３連単： ２４１，６７６，４００円 計： ６９８，６６３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ３１０円 � ３００円 � ９４０円 枠 連（５－６） ９９０円

馬 連 �� ２，４７０円 馬 単 �� ５，６００円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ３，８８０円 �� ５，６１０円

３ 連 複 ��� ５２，８３０円 ３ 連 単 ��� ２５２，９９０円

票 数

単勝票数 計 ３１６３３９ 的中 � ２７０７３（６番人気）
複勝票数 計 ５０２９９４ 的中 � ４５４９９（５番人気）� ４７５７１（４番人気）� １２２９９（１１番人気）
枠連票数 計 ３０１２９６ 的中 （５－６） ２２５９０（３番人気）
馬連票数 計１１０４７７６ 的中 �� ３３０１６（１０番人気）
馬単票数 計 ６３５４９３ 的中 �� ８３８９（２５番人気）
ワイド票数 計 ３９５６１６ 的中 �� １００２６（１１番人気）�� ２４６７（４５番人気）�� １６９６（５５番人気）
３連複票数 計１３１３３５９ 的中 ��� １８３５（１４６番人気）
３連単票数 計２４１６７６４ 的中 ��� ７０５（７３０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．４―１１．６―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．７―４６．３―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ターニングポイント �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２００７．７．８ 福島４着

２００５．３．２７生 �６青鹿 母 サーストンブラボー 母母 サーストンナルビー ４２戦４勝 賞金 ９８，７６６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２３中山５）第１日 １２月３日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３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

３１６，３４０，０００円
１，０９０，０００円
９，１５０，０００円
３，０００，０００円
２９，８６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，５４２，５００円
５，２５２，０００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
３３２，８１２，８００円
５２２，３２０，４００円
２８８，０３９，４００円
１，１２２，２６４，２００円
６６７，３１５，６００円
３９４，８３０，５００円
１，３６０，９３８，１００円
２，４７６，５３７，７００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 ７，１６５，０５８，７００円

総入場人員 １９，１３３名 （有料入場人員 １５，２７４名）


