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３３００１１２月１日 曇 稍重 （２４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）

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

２４ グラスミッション 牡２鹿 ５５ 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７０＋１６１：１３．４ ４６．２�

５１０ メイショウトラクマ 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５１４－ ２ 〃 ハナ ３．８�
６１１ キャビンクルー 牝２栗 ５４ 大庭 和弥山上 和良氏 和田 正道 新冠 浜口牧場 ４２６－ ４１：１３．５� １６．９�
４７ ホワイトコーヒー 牡２芦 ５５ 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか グランド牧場 ４４４± ０１：１３．６� ２４．９�
１２ ト ド ロ ッ ク 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 B４７８－ ４ 〃 アタマ ２．６�
８１６ クイックスパイダー 牡２栗 ５５ 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ １７．１�
７１４ カラダドリーム 牡２鹿 ５５ 武士沢友治子安 裕樹氏 伊藤 正徳 浦河 有限会社

松田牧場 ４８２－ ４１：１３．８� １５．９	
７１３ ヨイチピース 牡２栗 ５５ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム ４５２＋ ４１：１３．９� ２６．４

５９ エイダイシアトル 牡２鹿 ５５ 上野 翔�東振牧場 伊藤 大士 むかわ 東振牧場 ４４０± ０１：１４．１１� １３６．６�
４８ ディアストライカー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸ディアレスト 栗田 徹 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８２± ０１：１４．４２ ６．９�
３５ マルヨコマキ 牡２栗 ５５ 吉田 豊野村 春行氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内白井牧場 ４１８＋ ４１：１４．５� ３００．９
２３ セ ン ラ ン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 ４７４－ ６１：１４．６� ７．４�
１１ アインディアマント 牡２鹿 ５５ 川島 信二辻 大作氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 ５１０＋１６ 〃 ハナ １１３．６�
３６ ハートビート 牡２鹿 ５５ 津村 明秀畑佐 博氏 高柳 瑞樹 新ひだか 高田 利雄 ５１２＋ ６１：１４．７� ２８１．０�
８１５ フリムカナイデ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 ４５６± ０１：１５．１２� １１５．８�
６１２ エースカイザー 牡２黒鹿 ５５

５３ △嶋田 純次新川 敏弘氏 松山 康久 茨城 栗山 道郎 ４８２＋ ４１：１５．３１� ５９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，９８０，１００円 複勝： ３０，９３２，１００円 枠連： １０，２００，８００円

馬連： ３７，４２４，５００円 馬単： ２４，９７２，９００円 ワイド： １８，９５４，９００円

３連複： ５３，３３０，０００円 ３連単： ８３，４３８，４００円 計： ２７２，２３３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，６２０円 複 勝 � １，４００円 � １９０円 � ５２０円 枠 連（２－５） １，４８０円

馬 連 �� ２１，２００円 馬 単 �� ５５，３５０円

ワ イ ド �� ５，２４０円 �� １１，９２０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� １１２，１３０円 ３ 連 単 ��� ７７９，４７０円

票 数

単勝票数 計 １２９８０１ 的中 � ２２１７（１０番人気）
複勝票数 計 ３０９３２１ 的中 � ４７１６（１０番人気）� ５８３４７（２番人気）� １４２１９（６番人気）
枠連票数 計 １０２００８ 的中 （２－５） ５１０６（６番人気）
馬連票数 計 ３７４２４５ 的中 �� １３０３（４３番人気）
馬単票数 計 ２４９７２９ 的中 �� ３３３（９１番人気）
ワイド票数 計 １８９５４９ 的中 �� ８７９（４３番人気）�� ３８３（５９番人気）�� ３８５９（１３番人気）
３連複票数 計 ５３３３００ 的中 ��� ３５１（１５５番人気）
３連単票数 計 ８３４３８４ 的中 ��� ７９（９２３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．５―１２．５―１２．８―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．２―４６．７―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３９．２
３ ・（２，１２）（８，９）４（７，１５）（１，１４）－（３，１１，１０）１３－（６，１６）－５ ４ ・（２，１２）（８，９）４（７，１４）１（１１，１５）（３，１０）１３（６，１６）－５

勝馬の
紹 介

グラスミッション �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー ２０１２．７．２９ 新潟１４着

２０１０．３．１２生 牡２鹿 母 グラスブロード 母母 Magic Broad ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ツキノピラミッド号・トウカイクッキー号・マコトオンディーヌ号

３３００２１２月１日 曇 稍重 （２４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

８１４ ダンディーソル 牡２青鹿５５ 内田 博幸 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 ４６８＋ ２１：５７．３ ３．８�

７１２ ジャストザオネスト 牡２黒鹿５５ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４８６＋ ６１：５８．３６ ３．９�

３４ オ ベ ロ ン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４８０－ ２ 〃 クビ ８．６�
４６ フェイマスシーン 牡２鹿 ５５ 吉田 豊笠原 幸六氏 大久保洋吉 平取 高橋 啓 ４７６－ ８１：５８．６２ １４．３�
６９ ビービーラッシュ 牡２芦 ５５ 田中 勝春�坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 ４６２－ ２１：５８．７� １９．３�
５８ デルマカマイタチ 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B４８４± ０ 〃 アタマ ７．５	
５７ ネ ス 牝２青 ５４ 北村 宏司楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 ４５６－ ６１：５８．８� ２０．０

７１１ ティアサンシャイン 牝２青鹿５４ 大野 拓弥岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４８８＋ ４１：５９．０１� ９０．９�
３３ コスモデスタン 牡２鹿 ５５ R．ムーア �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ２１：５９．２� ３．６�

（英）

２２ マイネルリネージ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 中本 隆志 ４８８± ０１：５９．６２� １５３．０�

４５ ポッドシャイン 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信小川眞査雄氏 池上 昌弘 新ひだか タガミファーム ４８４± ０ 〃 クビ ６７．９�
６１０ ブラックテラー 牡２栗 ５５ 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 石川 栄一 ４７４＋ ４２：０１．２１０ ２８０．４�
１１ エルキュール 牡２青 ５５

５２ ▲山崎 亮誠上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 幾千世牧場 ４４０＋ ２２：０１．６２� ２１９．５�
８１３ カ ナ デ ル 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 笹島 政信 B４６０－ ８２：０３．７大差 ４０１．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，７２９，０００円 複勝： ２５，４７６，１００円 枠連： １０，１１５，１００円

馬連： ３５，４４７，８００円 馬単： ２４，４９０，２００円 ワイド： １６，１７８，０００円

３連複： ４３，４６１，６００円 ３連単： ６９，９６４，９００円 計： ２３９，８６２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ２４０円 枠 連（７－８） ７３０円

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ７００円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，３００円 ３ 連 単 ��� ９，８１０円

票 数

単勝票数 計 １４７２９０ 的中 � ３０９６９（２番人気）
複勝票数 計 ２５４７６１ 的中 � ４７５０５（２番人気）� ３６３８５（３番人気）� ２５２４７（５番人気）
枠連票数 計 １０１１５１ 的中 （７－８） １０２５４（４番人気）
馬連票数 計 ３５４４７８ 的中 �� ３２０１１（２番人気）
馬単票数 計 ２４４９０２ 的中 �� １２２５７（３番人気）
ワイド票数 計 １６１７８０ 的中 �� ９９４０（２番人気）�� ５５２２（９番人気）�� ６２０１（７番人気）
３連複票数 計 ４３４６１６ 的中 ��� １４０００（７番人気）
３連単票数 計 ６９９６４９ 的中 ��� ５２６６（１９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１３．１―１３．３―１３．１―１２．８―１２．９―１３．２―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３７．９―５１．２―１：０４．３―１：１７．１―１：３０．０―１：４３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F４０．２
１
３
１２（３，６）（４，１４）（５，８）（１，２，１０）１１，７，１３－９・（１２，１４）（６，８）３，４，１１，５（２，７）（１，１０）９，１３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンディーソル �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１２．１０．１３ 東京６着

２０１０．５．１生 牡２青鹿 母 ラガーエレガンス 母母 ラガーシンガー ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カナデル号は，平成２５年１月１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。

第５回 中山競馬 第１日



３３００３１２月１日 曇 良 （２４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

６１１ アルマドラーゴ 牡２栗 ５５ 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 信田牧場 ４６０＋ ２１：０９．２ ７．１�

２３ アイティコスモス 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 むかわ 貞広 賢治 ４２２± ０１：０９．４１� １０．５�
７１４ サザンドリーム 牝２芦 ５４ 田中 勝春南波 壽氏 伊藤 圭三 新冠 武田 修一 ４４０－ ６１：１０．０３� １０９．５�
８１６ スズノニシキ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀小紫惠美子氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ５１２－ ４１：１０．１クビ ３７．６�
１１ クロイゼリンチャン 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 ４４０＋ ２１：１０．２� ３．９�
４７ テイエムトップガン 牡２栗 ５５ R．ムーア 竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 土田農場 ４７８－ ４１：１０．３� ５．９�

（英）

５９ タ サ ジ ャ ラ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B５１４＋ ６ 〃 ハナ ７．７�
２４ イ ク ラ ン 牡２栗 ５５ 嘉藤 貴行	ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム ４５４＋１２ 〃 アタマ ７２．１

４８ ヴァレンティーネ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 B４４８－ ４１：１０．４� １３．７�
６１２� ブルーモントレー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義�須野牧場 和田 正道 米 Fares

Farm, LLC ４７６＋ ４１：１０．５クビ １５．３
１２ シ ェ ー ル 牝２芦 ５４

５２ △嶋田 純次谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 ４４０＋ ２１：１０．６� ５．１�
５１０ アルファグッキー 牝２鹿 ５４ 内田 博幸�貴悦 田村 康仁 新冠 秋田牧場 ４４４± ０１：１０．７� ６０．８�
７１３ プ ラ リ ネ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４５２＋１４１：１１．０２ ３２．８�
３６ バシニアティヴ 牝２栗 ５４ 松岡 正海石橋 英郎氏 高橋 義博 洞爺湖 メジロ牧場 ４３４－ ８１：１１．５３ ５８．３�
３５ エイプリルメロディ 牝２黒鹿５４ 石橋 脩岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 ４４８－ ２１：１１．７１	 ６１．４�
８１５ カシノフェアリー 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 ３８２－ ８１：１３．０８ ３００．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７８５，８００円 複勝： ２９，７６８，９００円 枠連： １５，８６８，７００円

馬連： ４５，５３８，７００円 馬単： ２８，６３２，９００円 ワイド： ２０，５９９，７００円

３連複： ５７，４９５，２００円 ３連単： ８１，８２２，７００円 計： ２９６，５１２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ３００円 � ３１０円 � ４，４５０円 枠 連（２－６） ２，５１０円

馬 連 �� ３，７２０円 馬 単 �� ８，２６０円

ワ イ ド �� １，４１０円 �� １５，９９０円 �� ２５，８００円

３ 連 複 ��� ３００，９４０円 ３ 連 単 ��� ８５０，５００円

票 数

単勝票数 計 １６７８５８ 的中 � １８７４９（４番人気）
複勝票数 計 ２９７６８９ 的中 � ２８６６３（５番人気）� ２７５７９（６番人気）� １４６５（１５番人気）
枠連票数 計 １５８６８７ 的中 （２－６） ４６７４（１０番人気）
馬連票数 計 ４５５３８７ 的中 �� ９０４１（２０番人気）
馬単票数 計 ２８６３２９ 的中 �� ２５５９（４１番人気）
ワイド票数 計 ２０５９９７ 的中 �� ３７１７（２１番人気）�� ３１２（９０番人気）�� １９３（１０１番人気）
３連複票数 計 ５７４９５２ 的中 ��� １４１（３５１番人気）
３連単票数 計 ８１８２２７ 的中 ��� ７１（１４８３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１０．９―１１．８―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．１―４４．９―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマドラーゴ �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２０１２．９．３０ 中山１２着

２０１０．３．２０生 牡２栗 母 カンザスガール 母母 Speak Straight ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノフェアリー号は，平成２５年１月１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 タッテハンジョウ号
※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。

３３００４１２月１日 曇 稍重 （２４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 カワキタシャウト 牡２鹿 ５５ 田中 勝春川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 ４６８ ―１：１３．２ １５．１�

６１２ ドラゴンブラック 牡２青鹿５５ R．ムーア 窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 豊洋牧場 ４７８ ― 〃 クビ １．９�
（英）

１１ スノーモンキー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 ４４８ ―１：１３．５２ １８．６�
５９ ライングラン 牡２芦 ５５

５３ △嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 シンボリ牧場 ４４６ ―１：１４．４５ １５０．３�
８１６ オレンジフレア 牝２栗 ５４ 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 奥山 博 ４０６ ― 〃 ハナ ４２．５�
６１１ ティアップドリーム 牝２鹿 ５４ 村田 一誠田中 昇氏 奥平 雅士 新ひだか 田原橋本牧場 ４８６ ―１：１４．６１� １５．３�
７１３ ケージーササニシキ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊川井 五郎氏 田島 俊明 新ひだか 松本牧場 ４７２ ―１：１４．８１� ４．４�
４８ ロックフォード 牝２鹿 ５４ 上野 翔 Him Rock Racing 松永 康利 日高 タバタファーム ５０８ ―１：１４．９クビ １０２．２	
３６ ナムラタンタン 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信奈村 信重氏 石栗 龍彦 浦河 桑田フアーム ４２４ ―１：１５．０� ８６．８

３５ ブロークンハート 牡２栗 ５５ 木幡 初広杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ５３０ ― 〃 ハナ ４１．５�
７１４ トップギャル 牝２鹿 ５４ 津村 明秀吉岡 實氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム ４５６ ―１：１５．６３� ２７．９�
２３ ムーンスケイプ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム ４５６ ― 〃 クビ １２．１
８１５ ハピネスサウンド 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成前迫 義幸氏 木村 哲也 新冠 赤石 久夫 ４６４ ―１：１５．７クビ ２１．７�
１２ ケイアイリブラ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 新ひだか 村上牧場 ４６０ ―１：１６．３３� １６．２�
５１０ カドーディヴァン 牡２芦 ５５ 武士沢友治 �丸村村下ファーム粕谷 昌央 平取 中川 隆 ４３２ ―１：１６．５１� １７９．６�
４７ ナンヨーノエミー 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４７４ ―１：１８．８大差 １６０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４３１，７００円 複勝： ２５，３２５，０００円 枠連： １４，９７０，６００円

馬連： ３７，７５６，２００円 馬単： ２８，５８８，７００円 ワイド： １７，５１１，８００円

３連複： ４２，１８８，９００円 ３連単： ７０，３１４，３００円 計： ２５４，０８７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５１０円 複 勝 � ３６０円 � １３０円 � ３５０円 枠 連（２－６） ７２０円

馬 連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ５，２５０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ２，３００円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ６，２００円 ３ 連 単 ��� ５２，９６０円

票 数

単勝票数 計 １７４３１７ 的中 � ９１３５（４番人気）
複勝票数 計 ２５３２５０ 的中 � １３８１５（７番人気）� ８１８９３（１番人気）� １４５７６（６番人気）
枠連票数 計 １４９７０６ 的中 （２－６） １５３６６（３番人気）
馬連票数 計 ３７７５６２ 的中 �� １３５４０（７番人気）
馬単票数 計 ２８５８８７ 的中 �� ４０２４（１７番人気）
ワイド票数 計 １７５１１８ 的中 �� ５５０６（８番人気）�� １７８４（２５番人気）�� ６９５７（４番人気）
３連複票数 計 ４２１８８９ 的中 ��� ５０２６（１４番人気）
３連単票数 計 ７０３１４３ 的中 ��� ９８０（１３３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．８―１２．７―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３５．０―４７．７―１：００．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．２
３ ・（５，１２）－１６（１１，８）（６，４）－（１，３，１４）９－（１５，１３）＝１０，２－７ ４ ・（５，１２）（１１，８，１６）４，６（１，３）－（９，１４）１３，１５＝１０＝２－７

勝馬の
紹 介

カワキタシャウト �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

２０１０．３．２９生 牡２鹿 母 キャンドルアイス 母母 ブルーベイブリッジ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナンヨーノエミー号は，平成２５年１月１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。



３３００５１２月１日 曇 良 （２４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

１：４６．４
１：４６．０

良

良

４７ アンブリッジローズ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４４４ ―１：５８．０ ３．０�

４６ � イヤーオブドラゴン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司窪田 康志氏 大竹 正博 米 Sally An-
dersen ４９８ ― 〃 クビ ３．３�

３５ ケージーモンブラン 牡２鹿 ５５ R．ムーア 川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 ４７２ ―１：５８．１クビ ７．３�
（英）

２３ コウヨウセレクト 牡２栗 ５５ 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４９８ ― 〃 クビ ８４．２�
８１５ ワッペンジュニア 牡２青鹿５５ 田中 勝春有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム ４８０ ―１：５８．２クビ ８．８�
５８ クリノグランデ 牡２栗 ５５ 大野 拓弥栗本 博晴氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 ４６８ ―１：５８．３� ５３．７�
３４ ヒカルハノハノ 牡２黒鹿５５ 木幡 初広高橋 光氏 古賀 史生 登別 青藍牧場 ４８８ ― 〃 ハナ ２４．５	
２２ レディアントデイズ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義�橋 長治氏 田村 康仁 新ひだか グローリーファーム ４６２ ―１：５８．４� １１．７

８１４� メイプルキャンディ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４３２ ― 〃 クビ ２３．９�
７１３ ダイワマークスマン 牡２栗 ５５ 柴田 善臣大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：５８．６１� １１．８�
１１ アナタトトモニ 牝２栗 ５４ 吉田 豊村田 哲朗氏 粕谷 昌央 日高 エンドレス

ファーム ４３２ ―１：５８．７	 ７３．９
６１０ ジパングサンダー 牡２鹿 ５５ 村田 一誠大野 龍氏 田中 剛 新ひだか カタオカステーブル ５０８ ―１：５９．９７ ３９．１�
７１２ レッドサファイア 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 荒木 貴宏 ４２４ ― 〃 ハナ １６８．１�
６１１ ハッピーハレルヤ 牡２鹿 ５５

５３ △嶋田 純次志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４６０ ―２：００．１１� ８２．１�
５９ チャンピオンゴッド 牡２鹿 ５５ 内田 博幸坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 川上牧場 ４８６ ― 〃 ハナ ３６．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，８７０，０００円 複勝： ２７，７４５，２００円 枠連： １７，０８８，６００円

馬連： ３９，７５１，６００円 馬単： ２８，９９９，３００円 ワイド： １９，４６９，０００円

３連複： ４９，０５２，２００円 ３連単： ８１，６５２，５００円 計： ２８１，６２８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（４－４） ３８０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ５１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，５２０円 ３ 連 単 ��� ４，６８０円

票 数

単勝票数 計 １７８７００ 的中 � ４７８３７（１番人気）
複勝票数 計 ２７７４５２ 的中 � ６３１１８（１番人気）� ５６４１７（２番人気）� ２３９９３（５番人気）
枠連票数 計 １７０８８６ 的中 （４－４） ３３２５３（１番人気）
馬連票数 計 ３９７５１６ 的中 �� ６８４０１（１番人気）
馬単票数 計 ２８９９９３ 的中 �� ２３７７０（２番人気）
ワイド票数 計 １９４６９０ 的中 �� ２５８６９（１番人気）�� ８７５６（４番人気）�� ６５１７（７番人気）
３連複票数 計 ４９０５２２ 的中 ��� ２３９４２（３番人気）
３連単票数 計 ８１６５２５ 的中 ��� １２８９３（４番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．６―１４．９―１４．９―１３．４―１３．７―１２．９―１１．２―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．７―４０．６―５５．５―１：０８．９―１：２２．６―１：３５．５―１：４６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３５．４
１
３
２，１４（１，５，６）（３，７）（８，１５）（１２，１３）－９（４，１０）１１・（２，１４）６（１，５，７）（３，１２，１５）（８，４，１３）（１１，１０）９

２
４

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

アンブリッジローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

２０１０．３．２９生 牡２鹿 母 クラシックローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３３００６１２月１日 曇 稍重 （２４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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１２ コスモメルハバ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 ５０４± ０１：５５．７ ９．３�

４８ インパルション 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 ４７２＋２２ 〃 クビ １５．２�
２４ コパノウィリアム 牡３鹿 ５６ 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 ４７０＋１２１：５５．９１� ２５．２�
８１５ デルマエビス 牡３鹿 ５６ 石橋 脩浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４６６＋ ４１：５６．０� ３９．８�
３５ クリノハナミチ 牡３栗 ５６ R．ムーア 栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ４９８－ ２１：５６．１クビ ５．０�

（英）

５９ トップストライド 牡４鹿 ５７ 岩部 純二�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 B４９８＋１２ 〃 クビ ８１．２�
７１４ タイセイローマン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 ４９８＋ ８１：５６．３１� ６．２	
１１ プリュキエール 牡３青鹿５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９０＋ ２１：５６．５� ３．２

３６ ロングスローイン 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４８６± ０１：５７．２４ ２７．５�
１２ メイプルリンカーン 牡４栗 ５７ 田中 勝春節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 ４８２－ ２１：５７．３� ６．８�
４７ バンダムクラウス 牡５鹿 ５７ 江田 照男山科 統氏 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 B４５６＋ ２１：５７．８３ ２２０．８
５１０� ブルースビスティー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４６６＋１０１：５８．０１� ４２．１�
２３ ニホンノチカラ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２４－ ４１：５８．１� １０．８�
８１６ メイショウパルマ 牡６黒鹿５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９４－２４１：５８．９５ ９８．２�
７１３ トーセンマグナム 牡３鹿 ５６ 村田 一誠島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B４６０＋１０１：５９．２２ ７１．８�
６１１ プリサイスファイン 牡３青鹿５６ 木幡 初広井山 登氏 矢野 照正 新ひだか シンボリ牧場 ４９４＋ ６ （競走中止） ３１２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５６８，４００円 複勝： ３４，１２３，０００円 枠連： １４，７７３，１００円

馬連： ４９，９００，７００円 馬単： ３１，７６２，４００円 ワイド： ２３，４２４，５００円

３連複： ６３，０１３，６００円 ３連単： ９９，３１６，７００円 計： ３３３，８８２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ３７０円 � ４５０円 � ８４０円 枠 連（４－６） ６，０１０円

馬 連 �� ７，１７０円 馬 単 �� １３，７００円

ワ イ ド �� ２，１７０円 �� ４，５３０円 �� ５，４１０円

３ 連 複 ��� ８３，８００円 ３ 連 単 ��� ２７７，６４０円

票 数

単勝票数 計 １７５６８４ 的中 � １４９０３（５番人気）
複勝票数 計 ３４１２３０ 的中 � ２６２９６（５番人気）� ２０２６２（７番人気）� ９９７３（８番人気）
枠連票数 計 １４７７３１ 的中 （４－６） １８１７（１８番人気）
馬連票数 計 ４９９００７ 的中 �� ５１４１（２３番人気）
馬単票数 計 ３１７６２４ 的中 �� １７１２（４５番人気）
ワイド票数 計 ２３４２４５ 的中 �� ２６９５（２４番人気）�� １２６７（４１番人気）�� １０５７（４９番人気）
３連複票数 計 ６３０１３６ 的中 ��� ５５５（１５５番人気）
３連単票数 計 ９９３１６７ 的中 ��� ２６４（６３２番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．２―１３．６―１３．３―１２．７―１２．８―１２．５―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．７―３８．３―５１．６―１：０４．３―１：１７．１―１：２９．６―１：４２．４

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

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

コスモメルハバ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．１１．２７ 東京３着

２００９．３．１７生 牡３鹿 母 エリモアリュール 母母 レディーシャノン ８戦２勝 賞金 １７，９５０，０００円
〔発走状況〕 プリサイスファイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 プリサイスファイン号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症したため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 プリサイスファイン号は，発走調教再審査。
〔鼻出血による出走制限〕 プリサイスファイン号は，平成２５年２月１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 エレガンテココ号・コウズシャイン号・ソールデスタン号・ダイゴロー号
※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。



３３００７１２月１日 雨 稍重 （２４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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１４ ダッシャーワン 牡４栗 ５７ 内田 博幸�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５０６＋ ６１：１０．６ ５．２�

１２ ケ ビ ン ド ゥ 牡３栗 ５６ 吉田 豊井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 ４７２＋ ４１：１０．８１� ７４．０�
４７ スノードラゴン 牡４芦 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ５０６＋ ２ 〃 ハナ １．５�
８１６ ト レ ボ ー ネ �４鹿 ５７ R．ムーア 田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４５２＋ ２１：１１．５４ ２２．２�

（英）

８１５ ノボピュアリティ 牝３鹿 ５４
５２ △嶋田 純次�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４９６± ０１：１１．６クビ ２０．９�

２３ ハワイアンシュガー 牡４黒鹿５７ 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４５４＋１０ 〃 ハナ ２６．５	
６１２ ヴェイグストーリー 牝３栗 ５４ 村田 一誠 
社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ５００＋１０ 〃 アタマ ２４．７�
５１０ キングスリージョン 牡６栗 ５７ 柴田 善臣吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ５０４＋ ４１：１１．７クビ ４１．８�
７１３	 シャイニイチカ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４３４－ ６１：１１．８
 ２４６．７
６１１ タニセンジャッキー 牡３鹿 ５６ 江田 照男染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４７４± ０１：１２．０１� ９．４�
４８ コ ラ ン ダ ム 牡３栗 ５６ 大庭 和弥山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 ５１０＋１０ 〃 クビ ６５．５�
３５ ゲーリックストーム 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信 
社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２１：１２．４２
 ２３．９�
２４ フレンチミシル 牝４栗 ５５ 津村 明秀�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４８８＋１６ 〃 クビ ３２０．２�
５９ 	 シンビオシス �５青鹿５７ 武士沢友治岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 佐々木 直孝 ４８４＋１０１：１２．５クビ ３３９．８�
１１ テ ン ペ ス タ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成コウトミックレーシング 高橋 裕 浦河 大道牧場 B５２６＋２２１：１２．７１
 ９３．４�
３６ トーセンプリモ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム ５１０＋１０１：１３．５５ ８８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，８０１，６００円 複勝： ７２，４１０，７００円 枠連： １８，０８２，１００円

馬連： ６５，９７３，９００円 馬単： ４８，６３７，９００円 ワイド： ２８，３６６，６００円

３連複： ７９，８４２，８００円 ３連単： １５４，４９３，６００円 計： ４９６，６０９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １７０円 � ７８０円 � １１０円 枠 連（１－７） ８，０５０円

馬 連 �� ２６，５８０円 馬 単 �� ３７，７９０円

ワ イ ド �� ４，５４０円 �� ２１０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ７，１８０円 ３ 連 単 ��� ９５，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２８８０１６ 的中 � ４４４０８（２番人気）
複勝票数 計 ７２４１０７ 的中 � ６６５９２（２番人気）� ８５４６（１１番人気）� ４５５９３９（１番人気）
枠連票数 計 １８０８２１ 的中 （１－７） １６５８（１９番人気）
馬連票数 計 ６５９７３９ 的中 �� １８３２（４０番人気）
馬単票数 計 ４８６３７９ 的中 �� ９５０（５６番人気）
ワイド票数 計 ２８３６６６ 的中 �� １２８４（４４番人気）�� ４４６８９（１番人気）�� ４７４６（１２番人気）
３連複票数 計 ７９８４２８ 的中 ��� ８２１０（２０番人気）
３連単票数 計１５４４９３６ 的中 ��� １２００（２１９番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．２―１１．３―１２．２―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．０―３３．３―４５．５―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダッシャーワン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１０．９．２０ 阪神３着

２００８．５．５生 牡４栗 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer １１戦３勝 賞金 ２９，０６０，０００円
〔発走状況〕 トーセンプリモ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 トーセンプリモ号は，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アキノモーグル号・エイブルサクセス号・トウカイアストロ号・ユメノキズナ号
※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。

３３００８１２月１日 雨 良 （２４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 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード３：５８．９良

５７ マジェスティバイオ 牡５鹿 ６３ 山本 康志バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 ５１２＋ ２４：０２．７ １．５�

２２ ハ ク サ ン 牡６黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４４０－ ８４：０２．８� ７．７�
８１３ ゴールデンガッツ 牡７栗 ６０ 金子 光希�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ５１４＋１４４：０４．３９ ５．１�
８１４ マイネルパルティア 牡７鹿 ６０ 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ５０８＋ ６４：０５．１５ ２２．４�
１１ ビービースカット 牡５青鹿６０ 横山 義行�坂東牧場 田中 剛 日高 森本牧場 ５１４＋ ４４：０５．５２� １９．３�
６１０ アイティゴールド 牡４黒鹿６０ 大江原 圭一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８６－ ４ 〃 アタマ ２４６．７	
６９ セ イ エ イ 牡４栗 ６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ５３６＋ ６ 〃 ハナ ７４．２

４５ ボストンプラチナ 牡５青鹿６０ 平沢 健治ボストンホース� 嶋田 潤 日高 浦新 徳司 ４５４＋ ２４：０５．８２ ８０．８�
７１１ シルクダイナスティ 牡７栗 ６０ 草野 太郎有限会社シルク星野 忍 新冠 �渡 信義 ４８８－ ４４：０６．２２� １２９．９
４６ リリースバージョン 牡５鹿 ６０ 江田 勇亮薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム ４８２＋ ２４：０８．２大差 ４１．０�
３３ ナ ド レ 牝６鹿 ５８ 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６４：０９．３７ １７６．９�
５８ � マックスチャンプ 牡１１鹿 ６０ 熊沢 重文田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 B４８６－１６４：１１．４大差 ２９．３�
３４ ダイバーシティ �７鹿 ６０ 蓑島 靖典 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ４ （競走中止） ７６．２�
７１２ コスモソユーズ 牡４栗 ６０ 高嶋 活士 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ５００－ ４ （競走中止） ３２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，４１６，８００円 複勝： ３１，５２７，１００円 枠連： １７，４７８，８００円

馬連： ５５，０００，８００円 馬単： ４２，３９２，５００円 ワイド： ２４，４３０，１００円

３連複： ７１，１６４，２００円 ３連単： １４１，８４５，８００円 計： ４０８，２５６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（２－５） ７１０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １９０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 ��� ２，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２４４１６８ 的中 � １３４４３０（１番人気）
複勝票数 計 ３１５２７１ 的中 � １１３７００（１番人気）� ４０９７７（３番人気）� ５８３２１（２番人気）
枠連票数 計 １７４７８８ 的中 （２－５） １８４０４（２番人気）
馬連票数 計 ５５０００８ 的中 �� ５５５９１（２番人気）
馬単票数 計 ４２３９２５ 的中 �� ３４８５３（２番人気）
ワイド票数 計 ２４４３０１ 的中 �� ２３１９３（２番人気）�� ３６４９３（１番人気）�� １４６５９（３番人気）
３連複票数 計 ７１１６４２ 的中 ��� ７８１４０（１番人気）
３連単票数 計１４１８４５８ 的中 ��� ３６７１７（３番人気）

上り １マイル １：５０．０ ４F ５３．２－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジェスティバイオ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．８．９ 札幌６着

２００７．３．９生 牡５鹿 母 ハイグレードバイオ 母母 ディシイペイティング 障害：１３戦７勝 賞金 ２７３，７８８，０００円
〔発走状況〕 ゴールデンガッツ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 コスモソユーズ号は，１周目５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。

ダイバーシティ号は，１周目３号障害〔いけ垣〕手前で騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。



３３００９１２月１日 曇 良 （２４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 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

４４ トーセンヤマト 牡２栗 ５５ 田中 勝春島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 土田農場 ５１８＋ ８２：０３．６ １１．６�

４５ � ビービーボイジャー 牡２栗 ５５ 大野 拓弥�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 ５００＋ ４２：０３．８１� １７７．５�
５６ ピュアソルジャー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋ ２２：０４．０１� ９．１�
１１ リアルマイスター 牡２鹿 ５５ 石橋 脩宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 ４６６＋ ２ 〃 クビ ６５．６�
２２ マイネルクレイズ 牡２黒鹿５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム ４８２＋１０ 〃 アタマ １１８．９	
３３ ヒラボクディープ 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 ４７２± ０２：０４．１クビ ６．５

７１１ マイネルストラーノ 牡２青鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４５２± ０ 〃 クビ １４．３�
８１２ キープインタッチ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ １１５．８�
６８ インプロヴァイズ 牡２青 ５５ R．ムーア 有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８± ０２：０４．３１� １．７
（英）

５７ トロワボヌール 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５６－ ４２：０４．４� ２４．９�
６９ サングブルー 牡２芦 ５５ 柴田 善臣吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４５０± ０２：０４．６１� １６．４�
７１０ トーセンエジンバラ 牡２栗 ５５ 田辺 裕信島川 �哉氏 本間 忍 日高 本間牧場 ４７２＋ ４２：０５．０２� ２２５．０�
８１３ サトノジェミニ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４６＋ ４２：０５．１	 ９．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３６，２５０，８００円 複勝： ６０，７５９，３００円 枠連： １９，６５９，７００円

馬連： ９１，７１１，２００円 馬単： ６０，３４０，５００円 ワイド： ３６，３８５，０００円

３連複： １０３，８２６，６００円 ３連単： ２０７，９０４，０００円 計： ６１６，８３７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ２６０円 � ２，７８０円 � ２７０円 枠 連（４－４） ４６，５１０円

馬 連 �� ５４，７２０円 馬 単 �� ９１，０７０円

ワ イ ド �� ９，８６０円 �� ８４０円 �� １０，２９０円

３ 連 複 ��� ７９，８２０円 ３ 連 単 ��� ４８５，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３６２５０８ 的中 � ２４８１０（５番人気）
複勝票数 計 ６０７５９３ 的中 � ７０４４８（２番人気）� ４６２５（１２番人気）� ６６３６４（４番人気）
枠連票数 計 １９６５９７ 的中 （４－４） ３１２（３２番人気）
馬連票数 計 ９１７１１２ 的中 �� １２３７（５３番人気）
馬単票数 計 ６０３４０５ 的中 �� ４８９（９６番人気）
ワイド票数 計 ３６３８５０ 的中 �� ８８２（５５番人気）�� １１３５８（８番人気）�� ８４５（５６番人気）
３連複票数 計１０３８２６６ 的中 ��� ９６０（１１９番人気）
３連単票数 計２０７９０４０ 的中 ��� ３１６（６４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．８―１３．２―１３．２―１２．３―１２．３―１２．１―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．１―３６．９―５０．１―１：０３．３―１：１５．６―１：２７．９―１：４０．０―１：５１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．７
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンヤマト �
�
父 デュランダル �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１２．７．８ 福島１０着

２０１０．３．１２生 牡２栗 母 オレンジカラー 母母 ノーザンハマナス ４戦２勝 賞金 １７，２１２，０００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。

３３０１０１２月１日 曇 稍重 （２４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，２３．１２．３以降２４．１１．２５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３４ エクセルシオール 牡３栗 ５４ 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９６± ０１：１０．２ ６．４�

３５ サダムグランジュテ 牝４鹿 ５３ 内田 博幸大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４７６－ ２ 〃 クビ ５．７�

８１４ タマブラックホール 牡３黒鹿５３ 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ５０２－ ４ 〃 アタマ ６．８�
２３ カフェシュプリーム 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５１２－ ６１：１０．４� ２．５�
５８ ケイアイダイオウ 牡６鹿 ５６ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５５４＋２０ 〃 ハナ １９．３�
８１５ オリオンザポラリス 牡５黒鹿５５ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４７０＋ ４１：１０．６１� １１．２�
６１１ ノボレインボー 牝６芦 ５１ 嶋田 純次�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５２０± ０１：１０．８� ５６．１	
４６ � カフェレジェンド 牡７青鹿５２ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５２６＋１６ 〃 ハナ １０８．０

７１２ フリートアロー 牡３栗 ５４ 北村 宏司矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４９２＋ ４１：１１．１１� ２４．０�
７１３	 サクラインザスカイ 牡３栗 ５５ 蛯名 正義�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 ４５８＋１０ 〃 クビ １１．１�
５９ ハンマープライス 牡６栗 ５４ 木幡 初広 社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：１１．２� ９２．６�
１１ スマートキャスター 
７青 ５４ 三浦 皇成大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４９０＋ ４１：１１．４１ ８１．６�
４７ 	 チャンピオンヤマト 牡３鹿 ５５ 吉田 豊坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 ４５６－ ９１：１１．５� ２２．６�
６１０	 ファンドリノチカラ 牡５鹿 ５４ 津村 明秀水戸眞知子氏 高橋 義忠 新冠 的場牧場 ４５６－ ８１：１１．９２� ２０６．５�
２２ 	 アラマサローズ 牝６鹿 ５１ 江田 照男アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４５８＋ ２１：１２．２１� ９５．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，２６５，８００円 複勝： ６５，７８１，１００円 枠連： ３３，６１４，６００円

馬連： １２０，２０３，０００円 馬単： ６９，５８４，２００円 ワイド： ４６，６６０，５００円

３連複： １４２，５６５，９００円 ３連単： ２５３，９７２，５００円 計： ７７１，６４７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ３２０円 � ２１０円 � ２３０円 枠 連（３－３） ２，７６０円

馬 連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ４，５８０円

ワ イ ド �� １，１００円 �� １，５００円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ７，３１０円 ３ 連 単 ��� ４１，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３９２６５８ 的中 � ４８７１４（３番人気）
複勝票数 計 ６５７８１１ 的中 � ４９９９６（５番人気）� ９１７８１（２番人気）� ７８５４８（３番人気）
枠連票数 計 ３３６１４６ 的中 （３－３） ９００１（１２番人気）
馬連票数 計１２０２０３０ 的中 �� ３４２７１（９番人気）
馬単票数 計 ６９５８４２ 的中 �� １１２３３（１５番人気）
ワイド票数 計 ４６６６０５ 的中 �� １０４８３（１４番人気）�� ７４９６（１８番人気）�� １４１５１（７番人気）
３連複票数 計１４２５６５９ 的中 ��� １４４０９（２４番人気）
３連単票数 計２５３９７２５ 的中 ��� ４５６４（１２３番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．４―１１．１―１１．７―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．１―３３．２―４４．９―５７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３７．０
３ ４，１２，１０（２，３，１３）（７，８，９）１５（１，６）５，１１－１４ ４ ４－１２（２，３，１３）１０（７，８，９）１５（１，６）５，１１，１４

勝馬の
紹 介

エクセルシオール �
�
父 Exceed And Excel �

�
母父 Zafonic デビュー ２０１１．６．２５ 中山１着

２００９．４．４生 牡３栗 母 メイビーフォーエヴァー 母母 Easy Option ９戦３勝 賞金 ４７，６２７，０００円



３３０１１１２月１日 晴 良 （２４中山５）第１日 第１１競走 ��
��３，６００�第４６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５４�４歳以上５６�，牝馬２�減，２３．１２．３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，２３．１２．２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 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，１７６，０００円 ３３６，０００円 １６８，０００円 � コースレコード

中央レコード

３：４１．６
３：４１．６

良

良

８１５ トウカイトリック 牡１０鹿 ５６ 北村 宏司内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４４６＋ ２３：４６．５ ２８．０�

６１１ ファタモルガーナ �４鹿 ５６ 川島 信二 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 ４７６－ ４３：４６．７１� ７．０�
５８ デスペラード 牡４鹿 ５６ 内田 博幸市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４８０－ ６ 〃 クビ ５．３�
２３ セイカプレスト 牡６黒鹿５６ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４６８＋ ６３：４７．３３	 ３３．３�
４６ ネヴァブション 牡９黒鹿５６ 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８０＋ ４ 〃 クビ ３１．５�
５９ サイモントルナーレ 牡６栗 ５６ 吉田 豊澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４５８－ ４３：４７．６１
 １３４．１�
１１ マイネルキッツ 牡９栗 ５７ 松岡 正海 	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 B５０８＋ ６３：４７．７クビ １０．１

７１２ メイショウウズシオ 牡５黒鹿５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７６－ ２３：４７．８	 ４．９�
４７ ネオブラックダイヤ 牡４青鹿５６ 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８＋ ２３：４８．０１� ８．０�
２２ フォゲッタブル 牡６黒鹿５６ R．ムーア 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＋ ４ 〃 アタマ ５．６
（英）

３４ ピエナファンタスト 牡６鹿 ５６ 木幡 初広本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ４ 〃 ハナ １１０．７�
８１４ ナンデヤネン 牡５青 ５６ 大野 拓弥杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４８２＋ ８３：４８．９５ ３２．２�
６１０ ケイアイドウソジン 牡６鹿 ５６ 蛯名 正義 	啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ５００± ０３：４９．４３ ７．８�
７１３� グラスゴッド 牡８栗 ５６ 柴田 善臣半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４８２＋ ２３：５０．１４ ５９．７�
３５ メイショウクオリア 牡７鹿 ５６ 石橋 脩松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４７０＋ ４ （競走中止） ３３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６８，６５２，２００円 複勝： １０１，１１４，１００円 枠連： ６３，５３０，３００円

馬連： ３４８，９９１，２００円 馬単： １５８，１３５，０００円 ワイド： １１２，９５６，７００円

３連複： ４８０，３４３，０００円 ３連単： ７７８，２００，４００円 計： ２，１１１，９２２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８００円 複 勝 � ５３０円 � ２７０円 � ２３０円 枠 連（６－８） ２，５１０円

馬 連 �� １１，４７０円 馬 単 �� ３３，０５０円

ワ イ ド �� ２，７００円 �� ２，６６０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ２３，３００円 ３ 連 単 ��� ２４４，５００円

票 数

単勝票数 計 ６８６５２２ 的中 � １９３８８（８番人気）
複勝票数 計１０１１１４１ 的中 � ４３５１１（８番人気）� １０５５８５（４番人気）� １３０３７８（２番人気）
枠連票数 計 ６３５３０３ 的中 （６－８） １８７１０（１３番人気）
馬連票数 計３４８９９１２ 的中 �� ２２４６３（３７番人気）
馬単票数 計１５８１３５０ 的中 �� ３５３２（１０１番人気）
ワイド票数 計１１２９５６７ 的中 �� １００９１（３７番人気）�� １０２６４（３６番人気）�� ３２２８７（１０番人気）
３連複票数 計４８０３４３０ 的中 ��� １５２１５（７９番人気）
３連単票数 計７７８２００４ 的中 ��� ２３４９（７２７番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１３．３―１２．９―１２．０―１１．８―１２．８―１３．４―１２．９―１２．４―１２．６―１３．２―１３．０―１２．５―１２．０―１２．２
―１２．１―１２．６

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�
１２．８―２４．８―３８．１―５１．０―１：０３．０―１：１４．８―１：２７．６―１：４１．０―１：５３．９―２：０６．３―２：１８．９―２：３２．１

２，６００� ２，８００� ３，０００� ３，２００� ３，４００�
―２：４５．１―２：５７．６―３：０９．６―３：２１．８―３：３３．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイトリック �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００４．８．２２ 小倉１着

２００２．２．２６生 牡１０鹿 母 ズ ー ナ ク ア 母母 Made in America ５５戦９勝 賞金 ５２５，９５６，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔競走中止〕 メイショウクオリア号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため１周目正面の直線コースで競走中止。
※出走取消馬 フミノヤマビコ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。

３３０１２１２月１日 晴 良 （２４中山５）第１日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３０．７
１：３０．７

良

良

４６ プレミアムブルー 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 ４８６＋ ４１：３３．４ ２．９�

４５ ウインクリアビュー 牝５栗 ５５ R．ムーア �ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４５８－ ４１：３３．６１ １８．６�
（英）

６９ クラックシード 牝５黒鹿５５ 大野 拓弥 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８＋ ４１：３３．８１ １６．７�

３３ ハングリージャック 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９２＋ ８ 〃 クビ ４．１�
１１ コスモトゥルーラヴ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 ４９４＋ ２１：３３．９� １７．８�
３４ ハーキュリーズ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４２－ ２ 〃 クビ ５．８	
７１２ モンテフジサン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４８６＋ ８１：３４．０クビ ８．８

８１３� ダークマレイン 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm ４５２＋ ４１：３４．１	 １３．１�
５７ コルノグランデ 牡４青鹿５７ 田中 勝春吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：３４．２� １７．４�
６１０ ドラゴンライズ 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋ ８１：３４．３	 ２９．５
２２ ピュアオパール 牝４青鹿５５ 吉田 豊 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４１６± ０１：３４．９３	 １９９．９�
５８ マ イ ヨ ー ル 牡６芦 ５７ 津村 明秀岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか 乾 皆雄 ５０４＋ ４ 〃 クビ ２５．３�
７１１ シンボリカージナル 牡６鹿 ５７ 江田 照男シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ５０４＋１０１：３５．２１� １６７．１�

（１３頭）
８１４ ブリスアウト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３９，４５５，６００円 複勝： ５８，９９７，８００円 枠連： ３３，８２８，１００円

馬連： １０８，６２９，３００円 馬単： ６４，５２０，２００円 ワイド： ４７，３０８，４００円

３連複： １３１，１２５，８００円 ３連単： ２３２，９７３，１００円 計： ７１６，８３８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � ５００円 � ３６０円 枠 連（４－４） ２，２８０円

馬 連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ５４０円 �� ３，０８０円

３ 連 複 ��� １０，１４０円 ３ 連 単 ��� ４５，７２０円

票 数

単勝票数 差引計 ３９４５５６（返還計 ２６２） 的中 � １０８２０７（１番人気）
複勝票数 差引計 ５８９９７８（返還計 ２０６） 的中 � １３１７７４（１番人気）� ２５５６４（９番人気）� ３８１３３（５番人気）
枠連票数 差引計 ３３８２８１（返還計 １４） 的中 （４－４） １０９８７（１１番人気）
馬連票数 差引計１０８６２９３（返還計 ２１９１） 的中 �� ３３６３４（９番人気）
馬単票数 差引計 ６４５２０２（返還計 １２５２） 的中 �� １２８６０（１１番人気）
ワイド票数 差引計 ４７３０８４（返還計 ５４６） 的中 �� １４７１１（８番人気）�� ２２８５８（４番人気）�� ３５４０（４２番人気）
３連複票数 差引計１３１１２５８（返還計 ３８００） 的中 ��� ９５４９（３７番人気）
３連単票数 差引計２３２９７３１（返還計 ６７９９） 的中 ��� ３７６１（１４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３４．９―４６．６―５８．２―１：１０．０―１：２１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．２

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

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

プレミアムブルー �
�
父 サムライハート �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１１．１０．１６ 京都１着

２００９．５．１０生 牡３栗 母 メイケイキララ 母母 トップペンダント １２戦３勝 賞金 ５２，４７３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔出走取消〕 ブリスアウト号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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。



（２４中山５）第１日 １２月１日（土曜日） 曇一時雨後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７９頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９９，１６０，０００円
７，８８０，０００円
３，０９０，０００円
２７，４２０，０００円
６２，９３７，０００円
５，５８３，８００円
１，７１８，４００円

勝馬投票券売得金
３３４，２０７，８００円
５６３，９６０，４００円
２６９，２１０，５００円
１，０３６，３２８，９００円
６１１，０５６，７００円
４１２，２４５，２００円
１，３１７，４０９，８００円
２，２５５，８９８，９００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 ６，８００，３１８，２００円

総入場人員 ２２，８１７名 （有料入場人員 １９，１３６名）


