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３４０４９１２月１７日 晴 良 （２３中山５）第５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

４８ グラスメジャー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４８８－１０１：１２．２ ４．２�

５１０ オオタニジムチョウ 牡２黒鹿５５ 竹之下智昭國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム ４６０－ ２１：１２．９４ １５．７�
４７ キングビート 牡２黒鹿５５ 北村 宏司�桜井牧場 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４６８＋ ６１：１３．５３� ８．６�
１２ ドリームリーグ 牡２栗 ５５ 三浦 皇成セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 ５１０＋１４ 〃 ハナ ９．４�
６１１ 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 ４４２－ ２１：１３．７１� ６．８�
３６ フロイントシャフト 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 本巣牧場 ４８２＋２０１：１３．８� ４．７	
２４ コウギョウグリン 牝２黒鹿５４ 小林 淳一菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４４４＋ ４１：１３．９� ２５．７

７１４ キ タ ル フ ァ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 土田 扶美子 ４２６＋ ２１：１４．４３ １１．２�
８１６ コウヨウスパーク 牡２鹿 ５５ 田中 勝春寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４９０＋ ２１：１４．６１� ６．４�
８１５ ラ ン ザ ン 牡２栗 ５５ 津村 明秀中村 政勝氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 ４８４－ ２１：１４．８１� ６３．３
３５ ベルモントマリア 牝２黒鹿５４ 鈴来 直人 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４８０＋ ６１：１５．１１� ２１．５�
７１３ インディライト 牡２鹿 ５５ 武士沢友治 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０＋ ４１：１５．５２� １８７．８�
２３ カミノビリーヴ 牡２青鹿５５ 木幡 初広村上 正喜氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム ４１８＋ ８１：１５．７１� １８９．４�
１１ コスモルベウス 牝２鹿 ５４ 水出 大介 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ２１：１５．８� １９９．３�
６１２ オリオンザマダム 牝２栗 ５４ 岩部 純二平本 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 荒木 貴宏 ４６０－１２１：１６．３３ ９６．０�
５９ ツ ノ カ ク シ 牝２鹿 ５４ 青木 芳之田島榮二郎氏 嶋田 功 日高 前川 義則 ４５０＋ ２１：１９．４大差 ３４３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９５８，９００円 複勝： ２８，２４７，０００円 枠連： １２，４２６，８００円

馬連： ４５，４６６，０００円 馬単： ２９，４９５，３００円 ワイド： １９，５０１，６００円

３連複： ６１，５７５，６００円 ３連単： ８７，８６２，９００円 計： ２９８，５３４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � ５８０円 � ２８０円 枠 連（４－５） ５，２９０円

馬 連 �� ８，７２０円 馬 単 �� １４，６９０円

ワ イ ド �� ２，１７０円 �� ８７０円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� ２４，８８０円 ３ 連 単 ��� １７３，３８０円

票 数

単勝票数 計 １３９５８９ 的中 � ２６４２１（１番人気）
複勝票数 計 ２８２４７０ 的中 � ５２６２５（１番人気）� １０３７８（８番人気）� ２６０４２（５番人気）
枠連票数 計 １２４２６８ 的中 （４－５） １７３４（１９番人気）
馬連票数 計 ４５４６６０ 的中 �� ３８５０（３２番人気）
馬単票数 計 ２９４９５３ 的中 �� １４８２（５６番人気）
ワイド票数 計 １９５０１６ 的中 �� ２１８３（２９番人気）�� ５７５７（１１番人気）�� １６０９（３９番人気）
３連複票数 計 ６１５７５６ 的中 ��� １８２７（８０番人気）
３連単票数 計 ８７８６２９ 的中 ��� ３７４（４９７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．６―１２．６―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．３―４６．９―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスメジャー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．１１．２６ 東京５着

２００９．４．１生 牡２鹿 母 ピンクガーター 母母 オーピーキャット ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔その他〕 コスモルベウス号は，馬場入場後に膠着したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オリオンザマダム号は，平成２４年１月１７日まで平地競走に出走できない。

ツノカクシ号は，平成２４年２月１７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ノーネームホース号
（非抽選馬） ５頭 ウインクルチャチャ号・エースドライバー号・ハルピュイア号・ピットシール号・フロムクローバーズ号

３４０５０１２月１７日 晴 良 （２３中山５）第５日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

４７ クレバーオーロラ 牝２芦 ５４ C．オドノヒュー 田� 正明氏 加藤 和宏 日高 日高大洋牧場 ４５２＋ ２１：５６．７ ６．１�
（愛）

７１４ コスモリボン 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B４８４－ ４１：５７．０２ ２３．１�
８１５ カテキンパワー 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次山上 和良氏 和田正一郎 浦河 浦河育成牧場 ４５０－ ２１：５７．２１ １４１．１�
２３ フィーユブルー 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B４７８± ０ 〃 クビ ２．４�
５９ モエレアンバサダー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣中村 和夫氏 小笠 倫弘 新ひだか 中村 和夫 ４９６± ０１：５７．３クビ ３．９	
１２ ディアスピリトゥス 牡２鹿 ５５ 和田 竜二�樽さゆり氏 菊川 正達 新冠 長浜牧場 B４６０＋１２１：５７．５１ ４５．０

１１ ダブルピース 牡２黒鹿５５ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 ４８４－１０１：５７．８２ ３２８．３�
８１６ トラストネモフィラ 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信菅波 雅巳氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋ ６１：５７．９� ４５．０�
７１３ ダニーボーイ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上 悦夫 ４８６± ０１：５８．０クビ ３９．９
５１０ グラスマテリアル 牡２黒鹿５５ 小林 淳一半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ４６６－１０１：５８．４２� ２８２．５�
２４ ライムフレーバー 牡２黒鹿５５ 木幡 初広 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 真歌田中牧場 ４３８＋ ４１：５８．６１� １３２．１�
６１１ サトノライトニング 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４９４± ０１：５８．８１� ４．５�
６１２ エストボヌール 牡２鹿 ５５

５２ ▲平野 優橋川 欣司氏 本間 忍 新冠 辻 和明 ４８２＋ ２１：５８．９� ２９４．１�
３５ ティルトザキルト 牡２栗 ５５ 田中 勝春�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５１４＋ ８２：００．５１０ ３４．３�
３６ サンターナズリボン 牝２栗 ５４ 武士沢友治藤田 在子氏 伊藤 伸一 新冠 村上 雅規 ４７２＋ ６２：０１．２４ １２１．１�
４８ アルテバンダム 牡２黒鹿５５ 津村 明秀山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 B４７８－１０２：０１．７３ ４８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４１２，７００円 複勝： ２８，７７７，３００円 枠連： １０，４１３，３００円

馬連： ４１，０７６，７００円 馬単： ３１，７５２，６００円 ワイド： １８，００３，１００円

３連複： ５５，８７３，６００円 ３連単： ９４，３１７，７００円 計： ２９５，６２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２５０円 � ５００円 � ４，６２０円 枠 連（４－７） ３，２１０円

馬 連 �� ４，８１０円 馬 単 �� ７，７１０円

ワ イ ド �� １，５８０円 �� １２，７８０円 �� ２３，１９０円

３ 連 複 ��� １９５，４３０円 ３ 連 単 ��� ５８０，０６０円

票 数

単勝票数 計 １５４１２７ 的中 � ２０１１０（４番人気）
複勝票数 計 ２８７７７３ 的中 � ３５９３９（４番人気）� １４８８９（５番人気）� １３８２（１３番人気）
枠連票数 計 １０４１３３ 的中 （４－７） ２３９７（１１番人気）
馬連票数 計 ４１０７６７ 的中 �� ６３０７（１２番人気）
馬単票数 計 ３１７５２６ 的中 �� ３０４３（２１番人気）
ワイド票数 計 １８００３１ 的中 �� ２８８８（１４番人気）�� ３４２（５６番人気）�� １８８（７４番人気）
３連複票数 計 ５５８７３６ 的中 ��� ２１１（１８２番人気）
３連単票数 計 ９４３１７７ 的中 ��� １２０（７０６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３７．３―５０．３―１：０３．６―１：１６．５―１：２９．５―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F４０．２
１
３
１２（１４，１１，３）１５（５，９）７，１３（６，１０）（２，１６）（１，８）４・（１２，１４）（１５，９，１１，３）（５，７，１３）（１，６，１０，８）１６，２－４

２
４

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

勝馬の
紹 介

クレバーオーロラ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．２９ 東京４着

２００９．４．２９生 牝２芦 母 アグネスキフジン 母母 スウィーピングズ ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走状況〕 フィーユブルー号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し馬体検査。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〕 フィーユブルー号は，平成２３年１２月１８日から平成２４年１月９日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アールフィリア号・コスモオレオ号
※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。

第５回　中山競馬　第５日



３４０５１１２月１７日 晴 良 （２３中山５）第５日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時５０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

６１１ パララサルー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�G１レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４－１０１：３５．０ ４．９�

７１４ ユッカマウンテン 牝２栗 ５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：３５．１� １３．８�
５９ マイネルスパイス 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 ４１４＋ ４１：３５．３１� ４．６�
６１２ シャドウライフ 牝２黒鹿５４ 横山 典弘飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４ 〃 クビ １１．２�
８１５ ミッドサマーフェア 牝２青鹿５４ 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４２－ ８１：３５．４クビ ２．６�
８１６ マイネルスパーブ 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム ４６６＋ ６ 〃 アタマ ３９．３�
４７ マイネルクリフ 牡２黒鹿５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 森 牧場 ４８４＋ ６１：３５．７１� ２５．０	
１１ マイネサヴァラン 牝２青鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ４１：３５．８� １６．８

２３ デルマジュロウジン 牡２鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４３０± ０ 〃 クビ ５１．０�
１２ ティアップハッピー 牝２栗 ５４ 武士沢友治田中 昇氏 高木 登 日高 天羽牧場 ５００＋１０ 〃 ハナ ４０．５�
５１０ テイエムコウノトリ 牝２黒鹿５４ 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド ４５８－ ４１：３５．９クビ １６．４
２４ ヤ ヤ ラ ー ラ 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１８－ ２１：３６．０� ８２．２�

３５ マイネヒメル 牝２栗 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム ４３８－１６１：３６．１� ９２．３�

７１３ フューワーズ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４７０± ０ 〃 ハナ ９１．７�
４８ ル ナ 牡２芦 ５５ C．オドノヒュー 山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４７０＋１２１：３７．１６ ４８．４�

（愛）

３６ オメガボンドガール 牝２栗 ５４
５１ ▲平野 優原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４０８－ ６１：３９．９大差 ４０１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９５５，３００円 複勝： ４４，８７５，６００円 枠連： １９，５９２，３００円

馬連： ５４，１９９，９００円 馬単： ３７，２８４，６００円 ワイド： ２３，３０２，３００円

３連複： ６８，０４４，０００円 ３連単： １０５，４３０，６００円 計： ３７４，６８４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � ３１０円 � １６０円 枠 連（６－７） １，９７０円

馬 連 �� ２，５６０円 馬 単 �� ４，６６０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ４８０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ４，５４０円 ３ 連 単 ��� ２４，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２１９５５３ 的中 � ３５９７９（３番人気）
複勝票数 計 ４４８７５６ 的中 � ７０６０４（３番人気）� ３０５４５（５番人気）� ８７５６３（２番人気）
枠連票数 計 １９５９２３ 的中 （６－７） ７３６９（８番人気）
馬連票数 計 ５４１９９９ 的中 �� １５６７３（９番人気）
馬単票数 計 ３７２８４６ 的中 �� ５９１２（１５番人気）
ワイド票数 計 ２３３０２３ 的中 �� ５３４０（１１番人気）�� １２８０４（３番人気）�� ４９４５（１３番人気）
３連複票数 計 ６８０４４０ 的中 ��� １１０７５（１２番人気）
３連単票数 計１０５４３０６ 的中 ��� ３２１９（５５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．７―１１．８―１２．４―１２．３―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．０―３４．７―４６．５―５８．９―１：１１．２―１：２２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．１

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

勝馬の
紹 介

パララサルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Stuka デビュー ２０１１．９．１９ 札幌２着

２００９．１．１９生 牝２鹿 母 タンタスエルテ 母母 Trapial ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 ユッカマウンテン号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１５番・９番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オメガボンドガール号は，平成２４年２月１７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ヒカリレーザー号・ミラクルムーン号
※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。

３４０５２１２月１７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山５）第５日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

８１３ トーセンオーパス �５鹿 ６０ 横山 義行島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２３：１７．９ ２．６�

２２ クリスタルウイング 牡６鹿 ６０ 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５１０＋２０ 〃 クビ ３．９�
３３ スーパーティチャー 牝４鹿 ５８ 穂苅 寿彦福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４８４－ ６３：１８．３２� １２．６�
８１４ タイキデイブレイク �４鹿 ６０ 高野 和馬�大樹ファーム 戸田 博文 新冠 パカパカ

ファーム ４７２＋ ４３：１８．５１� １０．６�
６９ � ホーカーシーホーク 牡５黒鹿６０ 金子 光希石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４６６± ０ 〃 アタマ ５．４�
７１２ フジマサエンパイア 牡３栗 ５８ 石神 深一藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 ４７４－ ２３：１８．８１	 ３７．１	
５８ セ イ エ イ 牡３栗 ５８ 蓑島 靖典江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ５１６＋１８３：１９．１１	 ２００．５

４５ ジャンピンジャック 牡３鹿 ５８ 平沢 健治佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム ４８８＋１２３：１９．５２� ２０１．２�
６１０ ノーブルエース 牝４鹿 ５８ 鈴木 慶太�原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４２２＋ ６３：１９．７１� ９３．０
７１１ イースタリーガスト 牡４黒鹿６０ 江田 勇亮臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４３：２０．８７ ４９．９�
３４ ダイワロック 牡３青 ５８ 池崎 祐介大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４８２± ０３：２０．９	 １９７．７�
５７ ゴーゴーシュンスケ 牡４栗 ６０ 草野 太郎藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４６８＋１０３：２２．５１０ １５７．４�
１１ レスピエーグル 牡４鹿 ６０ 水出 大介佐竹 虔介氏 高柳 瑞樹 新ひだか キヨミネ牧場 ４８２＋ ６３：２３．３５ ２０９．４�
４６ ドレスアフェアー 牡４黒鹿６０ 大江原 圭吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４３８－ ２ （競走中止） ５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，３９９，０００円 複勝： ２１，９８３，２００円 枠連： １４，６６７，９００円

馬連： ３７，７６２，８００円 馬単： ３０，５０５，９００円 ワイド： １４，９７０，２００円

３連複： ５０，１５５，１００円 ３連単： ８９，９５３，３００円 計： ２７４，３９７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（２－８） ３９０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ５４０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� ５，０１０円

票 数

単勝票数 計 １４３９９０ 的中 � ４３６７０（１番人気）
複勝票数 計 ２１９８３２ 的中 � ５７５２９（１番人気）� ３７２５０（２番人気）� １９６７８（６番人気）
枠連票数 計 １４６６７９ 的中 （２－８） ２７８９８（１番人気）
馬連票数 計 ３７７６２８ 的中 �� ５０６６３（１番人気）
馬単票数 計 ３０５０５９ 的中 �� ２７０７６（１番人気）
ワイド票数 計 １４９７０２ 的中 �� １９４０２（１番人気）�� ６４０４（７番人気）�� ４８９１（１２番人気）
３連複票数 計 ５０１５５１ 的中 ��� ２２１３０（５番人気）
３連単票数 計 ８９９５３３ 的中 ��� １３２５５（１０番人気）

上り １マイル １：４８．２ ４F ５２．５－３F ３９．７
コーナー
通過順位

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

�
�

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンオーパス �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 アレミロード デビュー ２００８．８．１０ 新潟６着

２００６．５．２生 �５鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ 障害：２戦１勝 賞金 ８，４００，０００円
〔競走中止〕 ドレスアフェアー号は，１周目３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マサデパン号
（非抽選馬） １頭 マンハッタンスカイ号



３４０５３１２月１７日 晴 良 （２３中山５）第５日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０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

１２ メイスンキャプテン 牡２栗 ５５ 武士沢友治梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 B４８８＋ ８１：５５．７ １８．９�

１１ サンデーコア �２黒鹿５５ 田中 勝春田口 廣氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４７４－ ２１：５６．４４ ６．０�
７１４ ダッシュファイアー 牡２栗 ５５ C．オドノヒュー 山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５５８± ０１：５７．０３� １８．１�

（愛）

２３ メイショウイチフジ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広松本 好雄氏 尾形 充弘 浦河 三嶋牧場 ４６６± ０１：５７．３１� ３２．１�
６１１ シンキングマシーン 牡２黒鹿５５ 横山 典弘佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド ４９６－ ８１：５７．５１	 １．８�
３６ ディーエスゲイン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７２＋１４１：５７．７１	 １７．３�
８１５ サムシングエルス 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 三石橋本牧場 ４７４＋２２１：５７．９１	 １０４．１�
３５ サウンズファン 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人	ミルファーム 畠山 重則 日高 三輪牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ６５２．３

４７ ショウナンラピス 牡２青鹿５５ 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム ４６０＋ ２ 〃 アタマ ９．０�
７１３ ジャンピングタワー 牝２鹿 ５４ 小林 淳一田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４５２－ ８２：００．５大差 ３７９．４�
６１２ ナ ガ ア キ ラ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 バンダム牧場 B４９８－１０２：００．６� １３３．３
２４ ブラックリベリオン 牡２鹿 ５５ 津村 明秀黒澤 尚氏 栗田 徹 新冠 片倉 拓司 B４３８－ ４２：０２．２１０ ５１．３�
４８ ソ ン サ ン 牡２芦 ５５ 三浦 皇成林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７２－ ８２：０２．７３ ７．４�
８１６ スパンティーク 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥楠本 勝美氏 大和田 成 新冠 富本 茂喜 ４５２＋ ２２：０３．０１� ３５７．１�
５１０ リネンピーク 牝２鹿 ５４

５１ ▲平野 優戸山 光男氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ
ファーム ４４２－ ６２：０４．６１０ ４８３．０�

５９ オ オ ブ タ イ 牝２栗 ５４
５１ ▲嶋田 純次西村新一郎氏 天間 昭一 むかわ 貞広 賢治 ４７０－１０２：０５．０２� ４４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４３１，５００円 複勝： ３５，６０７，８００円 枠連： １７，９５２，５００円

馬連： ５１，１８３，０００円 馬単： ３９，８７０，７００円 ワイド： ２２，７４９，７００円

３連複： ６４，５０９，２００円 ３連単： １１３，２７７，３００円 計： ３６７，５８１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８９０円 複 勝 � ５４０円 � ２００円 � ４４０円 枠 連（１－１） ３，２４０円

馬 連 �� ３，４１０円 馬 単 �� ８，３９０円

ワ イ ド �� ９８０円 �� ２，３１０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� １０，４８０円 ３ 連 単 ��� ７５，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２２４３１５ 的中 � ９３７３（７番人気）
複勝票数 計 ３５６０７８ 的中 � １５２３２（７番人気）� ５７１６３（２番人気）� １９５７５（６番人気）
枠連票数 計 １７９５２５ 的中 （１－１） ４０９１（１３番人気）
馬連票数 計 ５１１８３０ 的中 �� １１０７９（１２番人気）
馬単票数 計 ３９８７０７ 的中 �� ３５０８（２７番人気）
ワイド票数 計 ２２７４９７ 的中 �� ５８４１（１０番人気）�� ２３７２（２８番人気）�� ４５９８（１４番人気）
３連複票数 計 ６４５０９２ 的中 ��� ４５４５（３４番人気）
３連単票数 計１１３２７７３ 的中 ��� １１１２（２１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３７．４―５０．５―１：０３．６―１：１６．７―１：３０．０―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

メイスンキャプテン �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．８．２１ 新潟１４着

２００９．３．２３生 牡２栗 母 タ カ ラ ミ ア 母母 ミ ア カ ー ラ ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔制裁〕 メイスンキャプテン号の騎手武士沢友治は，１コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１２番・１３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックリベリオン号・ソンサン号・スパンティーク号・リネンピーク号・オオブタイ号は，平成２４年

１月１７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 アポロマーベリック号・コスモガラサ号・コスモディクタット号
※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。

３４０５４１２月１７日 晴 良 （２３中山５）第５日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時４０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

５１０ ピアチェーレ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春堀 祥子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４５２ ―１：１３．６ ３．８�
（ヤッタヨカッタ）

７１４ オリエンタルポリー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４５８ ―１：１３．９２ ４．２�
４８ ディープランマ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 ４３６ ―１：１４．２１� ６．６�
６１１ ハッピーウェーブ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義道永 幸治氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６６ ― 〃 ハナ ２０．６�
８１６ スタープラチナ 牝２鹿 ５４ 的場 勇人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４９６ ―１：１４．３� ３．７�
１１ ナウオアネヴァー 牝２黒鹿５４ 和田 竜二�樽さゆり氏 松永 康利 浦河 小島牧場 ４３４ ―１：１４．８３ １３２．７�
４７ トウカイウインク 牝２栗 ５４ 横山 義行内村 正則氏 成島 英春 浦河 岡部牧場 ４４０ ―１：１５．０１� ４１１．７�
７１３ イレヴンポイント 牝２栗 ５４ 武士沢友治 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか キヨタケ牧場 ４４８ ―１：１５．１クビ １０１．７

３６ デルマベンザイ 牝２栗 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 佐藤 吉勝 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：１５．４１� ３２．６�
８１５ トーホウサリー 牝２黒鹿５４ 木幡 初広東豊物産	 古賀 史生 浦河 杵臼牧場 ４５４ ―１：１５．６１� ３４．０�
３５ ゴートゥザスタート 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優上水牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４２６ ―１：１５．７� １１５．０�
５９ アキノマロン 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 ４２４ ―１：１５．９１� ２０７．６�
２３ シーバスター 牝２鹿 ５４ 柴田 大知臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 新冠橋本牧場 ４２６ ―１：１６．１� ２２１．３�
６１２ マイビッグレディー 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 ４４４ ― 〃 クビ １６．１�
２４ タマモレディ 牝２栗 ５４ C．オドノヒュータマモ	 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 ４４６ ―１：１６．２クビ ８．６�

（愛）

１２ アーユレディー 牝２黒鹿５４ 竹之下智昭江川 伸夫氏 小桧山 悟 新ひだか 加野牧場 ４７６ ―１：１６．５１� １０７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６９９，８００円 複勝： ３０，０５２，４００円 枠連： １５，８６１，４００円

馬連： ４８，０７４，３００円 馬単： ３２，４１８，６００円 ワイド： １８，５８１，８００円

３連複： ５６，０２５，８００円 ３連単： ８３，８０８，１００円 計： ３０３，５２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（５－７） ８００円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ４７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� ９，２２０円

票 数

単勝票数 計 １８６９９８ 的中 � ３９８１９（２番人気）
複勝票数 計 ３００５２４ 的中 � ５２７５１（３番人気）� ５８８３７（１番人気）� ３６１６１（４番人気）
枠連票数 計 １５８６１４ 的中 （５－７） １４８１７（３番人気）
馬連票数 計 ４８０７４３ 的中 �� ３５０８７（３番人気）
馬単票数 計 ３２４１８６ 的中 �� １１５４３（６番人気）
ワイド票数 計 １８５８１８ 的中 �� １２６３７（２番人気）�� ９６９１（５番人気）�� １０５４２（４番人気）
３連複票数 計 ５６０２５８ 的中 ��� ２２１６５（５番人気）
３連単票数 計 ８３８０８１ 的中 ��� ６７１４（１６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．９―１２．８―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．７―４７．５―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピアチェーレ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 More Than Ready 初出走

２００９．３．９生 牝２黒鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure １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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 ヴェルテュ号・エバーローズ号・キャンディライト号・サクラアイシテル号・スカーレル号・スズノヒミコ号・

トランスレイション号・ファーマジェンヌ号
※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。



３４０５５１２月１７日 晴 良 （２３中山５）第５日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１３時１０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

８９ ジョングルール 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５１０ ―２：０７．７ ３．１�

２２ ニホンノチカラ 牡２黒鹿５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２０ ―２：０８．０２ １．８�
３３ トウカイクオーレ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４６２ ―２：０８．１� ２０．５�
８１０ クロスカップリング 牡２青鹿５５ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４６４ ―２：０８．２� ７．４�
５５ ネームオブザゲーム 牡２黒鹿５５ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４９６ ―２：０８．３� １７．４�
７８ ハンサムボーイ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４５８ ― 〃 アタマ ４０．３�
７７ ブリガンディン 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ５１２ ―２：０８．４クビ １３．４�
６６ ローズジュリエット 牝２鹿 ５４ 武士沢友治杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 ４９０ ―２：０８．６１� １３７．５	
１１ クラーロデルナ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 ４９２ ―２：０８．７� ５３．７

４４ バレンタインパパ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 日高 田端牧場 ４９４ ―２：１０．０８ ６８．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２７，０２０，５００円 複勝： ３８，７１６，３００円 枠連： １６，４５８，０００円

馬連： ４８，５６３，５００円 馬単： ４５，９５６，９００円 ワイド： １９，５０８，７００円

３連複： ５８，２８５，０００円 ３連単： １４１，３９５，８００円 計： ３９５，９０４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ３００円 枠 連（２－８） １７０円

馬 連 �� ２５０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ９７０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� ６，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２７０２０５ 的中 � ７０２９９（２番人気）
複勝票数 計 ３８７１６３ 的中 � ８３８３６（２番人気）� １５７８０８（１番人気）� １７１７２（６番人気）
枠連票数 計 １６４５８０ 的中 （２－８） ７５７３７（１番人気）
馬連票数 計 ４８５６３５ 的中 �� １４３７９７（１番人気）
馬単票数 計 ４５９５６９ 的中 �� ４８１２４（２番人気）
ワイド票数 計 １９５０８７ 的中 �� ４３６２８（１番人気）�� ３８９８（１４番人気）�� ５９４０（８番人気）
３連複票数 計 ５８２８５０ 的中 ��� ２６６６３（４番人気）
３連単票数 計１４１３９５８ 的中 ��� １６５９０（１８番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．８―１３．８―１４．０―１３．８―１２．６―１２．５―１２．２―１１．５―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．９―３９．７―５３．７―１：０７．５―１：２０．１―１：３２．６―１：４４．８―１：５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．１
１
３

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

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

ジョングルール �

父 ディープインパクト �


母父 Storm Cat 初出走

２００９．５．４生 牡２黒鹿 母 デルモニコキャット 母母 Glass Ceiling １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ハンサムボーイ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３４０５６１２月１７日 晴 良 （２３中山５）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５１０ ユキノマークン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 ４８８＋ ６１：１２．１ ７１．７�

４８ パシオンルージュ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４７２＋１０ 〃 クビ ９．９�
１２ シャラントレディ 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ４１：１２．２クビ ８．９�
７１４ シルクドミニオン 牡５栗 ５７ 田辺 裕信有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４９２± ０１：１２．３� ６．４�
１１ シャイニーデザート 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５３６＋２０ 〃 ハナ １０１．２�
８１５ トーセンナスクラ 牡３黒鹿５６ 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 ４７２＋ ６ 〃 アタマ ２．６	
４７ エーブポセイドーン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 
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 ５０６＋ ２１：１２．５� ７．８�
８１６ ゴ シ ッ ク 牡３栗 ５６ 和田 竜二齊藤四方司氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４４８＋ ８１：１２．８１� ２７．３�
６１１ フ ォ ル メ ン 牡４栗 ５７ 小林 淳一片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ５０８＋ ２ 〃 クビ １２．３
３６ イ ト ク ク リ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 ５１６＋３０１：１２．９クビ ９．９�
６１２ トゥルーボーン 牡５鹿 ５７

５４ ▲平野 優小池 依子氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 ５０６＋１０ 〃 クビ ２５４．４�
７１３� シンビオシス �４青鹿５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 佐々木 直孝 ４７８＋１６１：１３．０� ２６．６�
２３ アップルジャック 牡３黒鹿５６ 木幡 初広藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５０８± ０ 〃 アタマ ６４．４�
５９ � プ ル メ リ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥河合實貴男氏 佐藤 吉勝 新ひだか 山本 昇寿 ４１６＋ ２１：１３．５３ １６３．７�
３５ コスモティカル 牝３栗 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 ４３０＋ ８１：１４．１３� １５４．７�
２４ � カラータイマー 牡３栗 ５６ 青木 芳之山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：１４．３１	 １６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７８８，８００円 複勝： ４１，９９１，４００円 枠連： ２１，１３５，４００円

馬連： ７３，３０７，５００円 馬単： ４５，１８９，２００円 ワイド： ２９，１１９，２００円

３連複： ８５，３４４，０００円 ３連単： １３５，８３２，５００円 計： ４５４，７０８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，１７０円 複 勝 � １，７００円 � ３３０円 � ３６０円 枠 連（４－５） ７，６３０円

馬 連 �� ２６，６６０円 馬 単 �� ７１，７２０円

ワ イ ド �� ６，５８０円 �� ７，０４０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ８８，０９０円 ３ 連 単 ��� ６７７，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２２７８８８ 的中 � ２５０５（１２番人気）
複勝票数 計 ４１９９１４ 的中 � ５６７５（１２番人気）� ３６２０３（４番人気）� ３３１８３（５番人気）
枠連票数 計 ２１１３５４ 的中 （４－５） ２０４５（２６番人気）
馬連票数 計 ７３３０７５ 的中 �� ２０３０（５３番人気）
馬単票数 計 ４５１８９２ 的中 �� ４６５（１２５番人気）
ワイド票数 計 ２９１１９２ 的中 �� １０７５（５４番人気）�� １００３（５８番人気）�� ５１０９（１８番人気）
３連複票数 計 ８５３４４０ 的中 ��� ７１５（１７３番人気）
３連単票数 計１３５８３２５ 的中 ��� １４８（１１４６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．７―１２．３―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．６―４６．９―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノマークン �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１０．７．１７ 函館３着

２００８．４．１１生 牡３鹿 母 ユキノレイコ 母母 ヴ ェ リ ガ ８戦２勝 賞金 １４，９４０，０００円
〔その他〕 カラータイマー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カラータイマー号は，平成２４年１月１７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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 オールドアメリカン号・トーアティアレ号・プリティーマッハ号



３４０５７１２月１７日 晴 良 （２３中山５）第５日 第９競走 ��
��１，６００�ひ い ら ぎ 賞

発走１４時１５分 （芝・右・外）

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 ５００，０００
５００，０００

円
円

付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

６１１ チェリーメドゥーサ 牝２青鹿５４ 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 ４３６－ ２１：３４．２ ２１．９�

８１６ モエレフルール 牝２黒鹿５４ 北村 宏司中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ９．８�
６１２ ヴィオラーネ 牝２青鹿５４ 横山 典弘平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４ 〃 アタマ １４．５�
３６ セコンドピアット 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４５４± ０ 〃 ハナ ６．１�
７１３ リアルフレア 牡２栗 ５５ 柴田 善臣吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２ 〃 アタマ ５．１�
８１５ サンキューアスク 牝２黒鹿５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４８２＋ ２ 〃 同着 ６５．９�
５１０ トランドネージュ 牝２栗 ５４ 和田 竜二 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４７２－１０１：３４．６２� ３．２	
４７ � ステルミナート 牡２芦 ５５ 三浦 皇成�辻牧場 田中 剛 浦河 辻 牧場 ４８２－ ４１：３４．７� ３１．２

１２ ラミアプリマベーラ 牝２栗 ５４ 小林 淳一岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４６－ ８ 〃 ハナ ８３．８�
５９ コスモパルダ 牡２青鹿５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋ ４ 〃 ハナ ８５．１�
２３ マイネルコランダム 牡２青鹿５５ 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム ４６２± ０１：３４．９� １３．１�
２４ ヴァリアシオン 牡２鹿 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８± ０１：３５．０� ４．９�
７１４ シンボリスウィフト 牡２黒鹿５５ 木幡 初広シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ４７８± ０ 〃 アタマ １２１．５�
１１ トーセンピアス 牝２黒鹿５４ 平野 優島川 �哉氏 松永 康利 千歳 社台ファーム ４１６＋ ４１：３５．１� ２９４．４�
４８ � ロ ゼ オ 牡２栗 ５５ 鈴来 直人栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 ４７８－ ４１：３５．２クビ ５０６．５�
３５ マ ス イ デ ア 牝２黒鹿５４ 的場 勇人益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 ４１６± ０ 〃 アタマ １８９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，３１３，３００円 複勝： ６５，３４７，３００円 枠連： ３０，３５５，８００円

馬連： １１７，９４１，２００円 馬単： ６８，１２６，８００円 ワイド： ４２，８８８，０００円

３連複： １２８，５３６，０００円 ３連単： ２３２，４２３，０００円 計： ７２１，９３１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１９０円 複 勝 � ６００円 � ３２０円 � ５５０円 枠 連（６－８） ２，６７０円

馬 連 �� ７，４８０円 馬 単 �� １５，７９０円

ワ イ ド �� ２，３００円 �� ３，２００円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� ３３，７００円 ３ 連 単 ��� ２１７，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３６３１３３ 的中 � １３０７５（８番人気）
複勝票数 計 ６５３４７３ 的中 � ２７２００（９番人気）� ６００８２（５番人気）� ３０４８５（８番人気）
枠連票数 計 ３０３５５８ 的中 （６－８） ８４１６（１５番人気）
馬連票数 計１１７９４１２ 的中 �� １１６４８（２６番人気）
馬単票数 計 ６８１２６８ 的中 �� ３１８６（５１番人気）
ワイド票数 計 ４２８８８０ 的中 �� ４６１６（２８番人気）�� ３２８７（３５番人気）�� ３９２７（３２番人気）
３連複票数 計１２８５３６０ 的中 ��� ２８１５（９１番人気）
３連単票数 計２３２４２３０ 的中 ��� ７８８（５２５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．２―１１．８―１１．８―１２．０―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３４．４―４６．２―５８．０―１：１０．０―１：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．２

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

勝馬の
紹 介

チェリーメドゥーサ �
�
父 シックスセンス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１０．８ 東京２着

２００９．２．２７生 牝２青鹿 母 キョウワグレイス 母母 エールノコイビト ３戦２勝 賞金 １８，２２０，０００円
※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 オコレマルーナ号・シルクブルックリン号・マイネルアダマス号

３４０５８１２月１７日 晴 良 （２３中山５）第５日 第１０競走 ��
��１，８００�

か と り

香 取 特 別
発走１４時５０分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．１２．１８以降２３．１２．１１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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４７ セ イ リ オ ス 牡４鹿 ５８ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B５０２＋２０１：５２．３ ４．２�

８１５ マルブツビアン 牡３黒鹿５５ 田中 勝春大澤 素子氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ４９８＋ ２ 〃 クビ ５．６�
８１６� タケショウカヅチ 牡４鹿 ５４ 和田 竜二�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ５２０＋１６１：５３．０４ ２９．９�
７１４ ア イ ノ カ ゼ 牡６鹿 ５４ 柴田 大知丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５０６± ０ 〃 アタマ ３４．９�
３６ ジ ュ モ ー 牝５栗 ５２ 武士沢友治吉田 和美氏 栗田 徹 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ４１：５３．１クビ ２０５．０�
２３ アプローズヒーロー 牡７鹿 ５１ 石神 深一小野 博郷氏 浅野洋一郎 三石 稲葉牧場 ４６２－１０ 〃 クビ ２０４．７�
１１ エイブルブラッド 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５０２－ ４１：５３．２クビ １２．９	
４８ コ ン ノ ー ト 牡３鹿 ５５ 草野 太郎浜野順之助氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４９２＋１６１：５３．５１� １９．９

６１１ コアレスカポーテ 牡６鹿 ５３ 的場 勇人小林 昌志氏 木村 哲也 静内 静内酒井牧場 ４８４± ０１：５３．８１� １３３．４�
２４ キングスリージョン 牡５栗 ５５ 三浦 皇成吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４９８＋ ８ 〃 ハナ ２４．９�
５９ ベストオブケン 牡３黒鹿５４ 大庭 和弥中西 宏彰氏 清水 英克 新冠 川上牧場 B４６２＋ ４１：５４．０� ３２．８
１２ シルクタイタン 牡５黒鹿５３ 木幡 初広有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４７４＋ ８１：５４．４２� ２３７．２�
３５ アポカリプス 牡４鹿 ５５ 蛯名 正義山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 B５０８＋ ６１：５４．７１� １６．９�
６１２ ブルーソックス 牡４鹿 ５４ 鈴来 直人田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 ４９０＋１４１：５５．４４ ９２．７�
５１０ オリエンタルジェイ 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４９４＋ ２ （競走中止） ３．５�
７１３ ヒラボクマジック 牡３黒鹿５４ 横山 典弘�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４９６＋ ６ （失格） ４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，４４５，６００円 複勝： ６１，３６６，３００円 枠連： ３１，９５４，３００円

馬連： １３１，８３５，３００円 馬単： ７１，２７８，５００円 ワイド： ４３，７０７，１００円

３連複： １４２，３８５，５００円 ３連単： ２４８，２０９，８００円 計： ７６６，１８２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � ２１０円 � ７５０円 枠 連（４－８） ９７０円

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ２，０１０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� １１，０９０円 ３ 連 単 ��� ４３，８７０円

票 数

単勝票数 計 ３５４４５６ 的中 � ６７１３２（２番人気）
複勝票数 計 ６１３６６３ 的中 � １０２７７８（２番人気）� ８６４８３（３番人気）� １６４７３（１１番人気）
枠連票数 計 ３１９５４３ 的中 （４－８） ２４３９８（５番人気）
馬連票数 計１３１８３５３ 的中 �� ７０２７８（４番人気）
馬単票数 計 ７１２７８５ 的中 �� ２０７５７（７番人気）
ワイド票数 計 ４３７０７１ 的中 �� １７３８３（６番人気）�� ５２２２（２７番人気）�� ５０４６（３１番人気）
３連複票数 計１４２３８５５ 的中 ��� ９４８０（３９番人気）
３連単票数 計２４８２０９８ 的中 ��� ４１７６（１２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３６．４―４８．８―１：０１．１―１：１３．７―１：２６．３―１：３９．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セ イ リ オ ス �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．５ 札幌８着

２００７．４．２３生 牡４鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド １８戦４勝 賞金 ７８，３６０，０００円
〔競走中止〕 オリエンタルジェイ号は，４コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔失格〕 ヒラボクマジック号は，１位〔タイム１分５２秒３，２位との着差アタマ〕に入線したが，４コーナーで外側に斜行して

「オリエンタルジェイ」号の走行を妨害したため失格。
〔制裁〕 ヒラボクマジック号の騎手横山典弘は，４コーナーで外側に斜行したことについて平成２３年１２月２４日から平成２４年１月８日

まで騎乗停止。
※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 シルクグラサージュ号・タケルハヤテ号・ドリームアライブ号・マイネルウィット号・メイクアダッシュ号・

ヤマタケディガー号



３４０５９１２月１７日 晴 良 （２３中山５）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�ディセンバーステークス

発走１５時２５分 （芝・右）
３歳以上；負担重量は，日本馬：３歳５４�４歳以上５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万
円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増，�：３歳５４�４歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

６１２ ナカヤマナイト 牡３栗 ５５ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４７８ １：４７．０ ５．９�

４８ � スマートステージ 	６鹿 ５６ 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５０４＋ ２１：４７．４２
 ４８．８�
４７ ミッキーパンプキン 牡５鹿 ５５ 武士沢友治野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５０－ ４ 〃 ハナ ６３．９�
２４ ミステリアスライト 牡６栗 ５６ 津村 明秀 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５０４± ０ 〃 ハナ ５３．７�
１１ イケドラゴン 牡６栗 ５６ 木幡 初広池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５４２＋ ８ 〃 ハナ １３９．７�
５１０ モ ン テ エ ン 牡４鹿 ５６ 田中 勝春毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ ８．０�
１２ アドマイヤメジャー 牡５青鹿５６ 蛯名 正義近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５６± ０１：４７．５クビ １３．２	
８１５ ストロングガルーダ 牡５青鹿５５ 横山 典弘村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９２＋ ２１：４７．７１� ４０．５

７１３ ダイワファルコン 牡４鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２４＋１０ 〃 ハナ １．５�
６１１ リ ベ ル タ ス 牡３鹿 ５４ C．オドノヒュー 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ ２０．４

（愛）

８１６� チョウカイファイト 牡８栗 ５６ 大庭 和弥�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５１２＋ ６１：４７．８
 １６８．４�
３５ スズジュピター 牡６黒鹿５６ 嶋田 純次小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ４１：４７．９
 ２３９．２�
３６ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５２ 中谷 雄太 �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 ４８８＋ ６１：４８．３２
 ２１．４�
５９ ホクトスルタン 牡７芦 ５６ 柴田 大知布施壽賀子氏 田中 剛 三石 ダイイチ牧場 ５０４± ０１：４８．４
 ９４．５�
７１４ デストラメンテ 	７芦 ５６ 的場 勇人岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４５６＋ ８１：４８．５
 ５６３．３�
２３ ショウナンアルバ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 B５０６＋ ６１：５２．３大差 １０１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７４，６１７，６００円 複勝： １６４，２８２，９００円 枠連： ５６，９０３，９００円

馬連： ２６２，８３７，３００円 馬単： １８５，４７３，９００円 ワイド： ８３，３８１，９００円

３連複： ３０８，１６９，３００円 ３連単： ７４２，４２０，０００円 計： １，８７８，０８６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ３７０円 � １，１８０円 � １，９００円 枠 連（４－６） ５，０００円

馬 連 �� １３，１３０円 馬 単 �� ２４，３４０円

ワ イ ド �� ２，８９０円 �� ３，８９０円 �� ８，５００円

３ 連 複 ��� １２４，８３０円 ３ 連 単 ��� ６５７，７６０円

票 数

単勝票数 計 ７４６１７６ 的中 � １０００６３（２番人気）
複勝票数 計１６４２８２９ 的中 � １３２７９１（３番人気）� ３４８５０（７番人気）� ２１１８３（９番人気）
枠連票数 計 ５６９０３９ 的中 （４－６） ８４１５（１３番人気）
馬連票数 計２６２８３７３ 的中 �� １４７７６（２８番人気）
馬単票数 計１８５４７３９ 的中 �� ５６２５（４３番人気）
ワイド票数 計 ８３３８１９ 的中 �� ７１５８（２７番人気）�� ５２９３（３６番人気）�� ２３９１（５４番人気）
３連複票数 計３０８１６９３ 的中 ��� １８２２（１６０番人気）
３連単票数 計７４２４２００ 的中 ��� ８３３（７４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３６．１―４７．８―５９．４―１：１１．０―１：２３．０―１：３４．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナカヤマナイト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１０．８．８ 新潟３着

２００８．３．２４生 牡３栗 母 フィジーガール 母母 ツ バ キ ヒ メ １０戦４勝 賞金 １２５，２２０，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時３０分に変更。
〔騎手変更〕 ストロングガルーダ号の騎手田辺裕信は，第１０競走での落馬による検査のため横山典弘に変更。
〔制裁〕 ミッキーパンプキン号の騎手武士沢友治は，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１０，０００円。（１３番・２

番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンアルバ号は，平成２４年１月１７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。

３４０６０１２月１７日 晴 良 （２３中山５）第５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）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

８１２ フラワーロック 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４６８± ０１：３５．８ ２９．５�

５６ ケープタウンシチー 牝６青 ５５ 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 門別 富川田中牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ ２２．５�
２２ ウォンビーロング 牝４鹿 ５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ４７８± ０１：３５．９� ６．０�
６８ メジロオードリー 牝４鹿 ５５ 津村 明秀岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４４６－ ８１：３６．０クビ ６．３�
７１１ フィールマイハート 牝４鹿 ５５ 木幡 初広�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４９０± ０ 〃 アタマ １２９．２�
３３ ボンジュールメロン 牝４栗 ５５ 蛯名 正義田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５２２± ０ 〃 アタマ ３８．２	
１１ メジロマリアン 牝５芦 ５５ 柴田 大知岩� 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４９２＋ ２１：３６．１� １２９．６

７１０ サクラクローバー 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４５６－ ４ 〃 クビ ９．４�
４４ エパティック 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４６０－１２１：３６．３� １．７�
６９ トレノエンジェル 牝４栗 ５５ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ５００＋ ８１：３６．４� ２９．７
８１３ オメガブルーハワイ 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成原 �子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６０＋ ４ 〃 クビ ２０．５�
５７ リ ュ シ オ ル 牝５鹿 ５５ 田中 勝春吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４８０＋１２１：３６．８２� ２８．０�
４５ � ピーチフィズ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優柴田 洋一氏 坂本 勝美 浦河 鎌田 正嗣 ４７４＋ ４１：３７．５４ ３０４．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４２，３５０，３００円 複勝： ５６，７７９，１００円 枠連： ３３，４３０，２００円

馬連： １２０，７４６，５００円 馬単： ８２，７４５，２００円 ワイド： ４２，２３５，５００円

３連複： １２４，１６４，４００円 ３連単： ２９８，５８２，０００円 計： ８０１，０３３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９５０円 複 勝 � ６９０円 � ４７０円 � ２２０円 枠 連（５－８） ３，２１０円

馬 連 �� ２３，３３０円 馬 単 �� ４９，５７０円

ワ イ ド �� ５，５７０円 �� ２，４２０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ３３，５６０円 ３ 連 単 ��� ２７６，４８０円

票 数

単勝票数 計 ４２３５０３ 的中 � １１３２４（８番人気）
複勝票数 計 ５６７７９１ 的中 � １９０６４（８番人気）� ２９９４０（６番人気）� ８１８６０（２番人気）
枠連票数 計 ３３４３０２ 的中 （５－８） ７７０４（１４番人気）
馬連票数 計１２０７４６５ 的中 �� ３８２０（４１番人気）
馬単票数 計 ８２７４５２ 的中 �� １２３２（７６番人気）
ワイド票数 計 ４２２３５５ 的中 �� １８３１（４４番人気）�� ４２８８（２５番人気）�� ７６７３（１６番人気）
３連複票数 計１２４１６４４ 的中 ��� ２７３１（７９番人気）
３連単票数 計２９８５８２０ 的中 ��� ７９７（５２２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．０―１２．２―１２．４―１２．１―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．１―４８．３―１：００．７―１：１２．８―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．１

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

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

勝馬の
紹 介

フラワーロック �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２０１０．８．１ 新潟５着

２００８．３．１６生 牝３鹿 母 カシオペアレディ 母母 タケノフアルコン １５戦３勝 賞金 ２９，３９０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔発走状況〕 ボンジュールメロン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



（２３中山５）第５日 １２月１７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０３，５８０，０００円
２，１３０，０００円
１，４００，０００円
１，７７０，０００円
１９，２３０，０００円
６３，０８８，５００円
５，３５４，８００円
１，７８２，０００円

勝馬投票券売得金
３４５，３９３，３００円
６１８，０２６，６００円
２８１，１５１，８００円
１，０３２，９９４，０００円
７００，０９８，２００円
３７７，９４９，１００円
１，２０３，０６７，５００円
２，３７３，５１３，０００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 ６，９３２，１９３，５００円

総入場人員 ２２，９６８名 （有料入場人員 １９，４９３名）


