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３３０３７１２月９日 晴 良 （２４中山５）第４日 第１競走 ��１，８００�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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

４８ ゴールドメイン 牡２栗 ５５ 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ４５２± ０１：５７．９ １．３�

２４ カ ッ シ ー ニ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海松田 整二氏 田島 俊明 浦河 木戸口牧場 ５４０＋１２ 〃 クビ １０．８�
５１０ レオアクシス �２青鹿５５ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 浦河 中村 雅明 ５０２－１２１：５８．０クビ ７．８�
８１６ サイレンスバード 牡２鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４８４＋ ４１：５８．４２� ３４．５�
７１４ プラサスティ 牡２栗 ５５

５３ △嶋田 純次山上 和良氏 加藤 和宏 新ひだか 由利 徳之 ４６８＋ ４１：５８．５� １７．８�
３６ セイウンコダシ 牡２栗 ５５ 村田 一誠西山 茂行氏 菅原 泰夫 浦河 高昭牧場 B４５４－ ２１：５８．９２� ３２５．０�
１２ ヒカルハピネス 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹�橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 ハシモトフアーム ４８６＋ ６１：５９．３２� ２５．０�
６１１ ミヤビワンド 牡２鹿 ５５ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 B４８８＋ ８２：００．０４ ２５．６	
６１２ レ イ ア ロ ハ 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム ５０２－ ２２：００．４２� ６２．７

８１５ シルバートーク 牡２芦 ５５ 二本柳 壮加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４９２＋ ８２：００．５クビ １６２．２�
３５ ポ ン マ リ ー 牝２黒鹿５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８２：００．９２� ３５．９�
２３ ウインマスカット 牡２鹿 ５５ 嘉藤 貴行ウイン 田中 清隆 平取 協栄組合 ４４８＋ ８２：０１．２２ ３１０．３�
５９ シャトーザール 牡２芦 ５５ 中谷 雄太円城 幸男氏 根本 康広 日高 宝寄山 忠則 ４３８－１８２：０１．４� ６９．５�
４７ セブンカラー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治磯波 勇氏 高木 登 新冠 競優牧場 ４３８－ ２２：０２．１４ １２６．８�
１１ ワンダリングブルー 牡２栗 ５５ 石神 深一 ブルーマネジメント田中 剛 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４６２－ ２２：０３．０５ ３１０．３�
７１３ キセキノナルシスト 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥梶原 哲朗氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４９６＋１２２：０３．２１� ８６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，１３２，６００円 複勝： ６６，１５３，３００円 枠連： １０，８１２，７００円

馬連： ４１，６３６，５００円 馬単： ３５，００１，６００円 ワイド： ２０，７８５，４００円

３連複： ５７，２０１，４００円 ３連単： １０４，０４６，３００円 計： ３５４，７６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（２－４） ５２０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １７０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ２，２１０円

票 数

単勝票数 計 １９１３２６ 的中 � １１８８８６（１番人気）
複勝票数 計 ６６１５３３ 的中 � ４８３２９６（１番人気）� ２４６７４（３番人気）� ５４３６０（２番人気）
枠連票数 計 １０８１２７ 的中 （２－４） １５４７８（２番人気）
馬連票数 計 ４１６３６５ 的中 �� ５６６１６（２番人気）
馬単票数 計 ３５００１６ 的中 �� ３７３５５（２番人気）
ワイド票数 計 ２０７８５４ 的中 �� １９７３８（２番人気）�� ３７２０１（１番人気）�� ７２８６（７番人気）
３連複票数 計 ５７２０１４ 的中 ��� ６００７９（１番人気）
３連単票数 計１０４０４６３ 的中 ��� ３４７６７（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．０―１２．９―１３．１―１３．２―１３．６―１３．７―１３．４―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．４―３７．３―５０．４―１：０３．６―１：１７．２―１：３０．９―１：４４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．３―３F４０．７
１
３
１４（１６，１２）１５，８（１３，４）３（２，１１）１０（１，６）－５－７＝９
１４（１６，１２）８（１５，４）（１１，１０）３（６，２）－（１，５）－（１３，７）－９

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

勝馬の
紹 介

ゴールドメイン �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１０．１３ 東京５着

２０１０．３．２３生 牡２栗 母 レディベローナ 母母 シンコウラブリイ ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダリングブルー号は，平成２５年１月９日まで平地競走に出走できない。

キセキノナルシスト号は，平成２５年２月９日まで平地競走に出走できない。

３３０３８１２月９日 晴 良 （２４中山５）第４日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時１５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

２４ エスユーハリケーン 牡２鹿 ５５ 江田 照男楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 ４７４＋ ６１：３５．７ ４．３�

３６ ダイメイハルオ 牡２芦 ５５ 田辺 裕信宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか グランド牧場 ４４６＋ ２ 〃 アタマ ７０．８�
７１３ ラインビューティー 牝２栗 ５４ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４７８＋ ８ 〃 ハナ ８．７�
６１１ テイエムブシドー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 ４５０－ ２１：３５．８� ３９．０�
６１２ スワンボート 牡２鹿 ５５ 横山 典弘田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 ４５４＋ ４１：３６．０１� ５．６�
７１４ マイネルランスタン 牡２栗 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋１８１：３６．１クビ ９２．９�
１１ イフウドウドウ 牡２栗 ５５

５３ △嶋田 純次西村新一郎氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 ４６６＋ ４ 〃 クビ ８１．７	
５１０ クロムレック 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 
キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ８１：３６．２クビ ２．１�
８１５� マイネルハイネス 牡２栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 仏 Mr Cyril
Morange ４５２± ０１：３６．３	 １４．９�

８１６ スイートジグ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広シンボリ牧場 鈴木 伸尋 新ひだか シンボリ牧場 ５２４－ ８ 〃 クビ ５９．４
３５ シ ュ ウ ギ ン 牝２鹿 ５４ 村田 一誠荒木隆之介氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４３６＋ ８１：３６．４	 １０５．４�
４７ コスモギガデイン 牡２栗 ５５ 中谷 雄太岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 日高 木村牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ７５．２�
４８ クリノチョモラーリ 牝２栗 ５４ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 ４７４－ ４１：３６．７１� ３５．６�
２３ ベシュテルング 牝２栗 ５４ 吉田 豊 
サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４０４－ ２ 〃 クビ ７４．８�
１２ � サウンドカスケード 牡２鹿 ５５ 松岡 正海増田 雄一氏 池上 昌弘 米

Equus Farm &
Susan M. For-
rester

４８２－ ４１：３６．８クビ ２４．８�
５９ トミケンフィアブル 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 ４８２＋ ６１：３７．９７ １３６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８５５，０００円 複勝： ３６，０６７，９００円 枠連： １１，８２９，６００円

馬連： ４４，９７３，０００円 馬単： ３２，９５４，９００円 ワイド： ２２，１２９，７００円

３連複： ６０，３６５，３００円 ３連単： １０３，２４３，５００円 計： ３２９，４１８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � １，８６０円 � ３４０円 枠 連（２－３） ８，２２０円

馬 連 �� ２０，５７０円 馬 単 �� ３３，６００円

ワ イ ド �� ２，６９０円 �� ６９０円 �� ９，２５０円

３ 連 複 ��� ５６，３３０円 ３ 連 単 ��� ３７９，０８０円

票 数

単勝票数 計 １７８５５０ 的中 � ３２９１７（２番人気）
複勝票数 計 ３６０６７９ 的中 � ６８４４３（２番人気）� ３９３６（１４番人気）� ２７３２９（４番人気）
枠連票数 計 １１８２９６ 的中 （２－３） １０６３（２０番人気）
馬連票数 計 ４４９７３０ 的中 �� １６１４（４２番人気）
馬単票数 計 ３２９５４９ 的中 �� ７２４（６８番人気）
ワイド票数 計 ２２１２９７ 的中 �� １９７９（２５番人気）�� ８４２１（６番人気）�� ５６４（６３番人気）
３連複票数 計 ６０３６５３ 的中 ��� ７９１（１１０番人気）
３連単票数 計１０３２４３５ 的中 ��� ２０１（６４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．８―３５．７―４７．１―５９．５―１：１１．７―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エスユーハリケーン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１２．１０．１３ 東京８着

２０１０．３．３１生 牡２鹿 母 ルナジェーナ 母母 シュミーダー ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔制裁〕 テイエムブシドー号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
※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 パンドラローズ号

第５回 中山競馬 第４日



３３０３９１２月９日 晴 良 （２４中山５）第４日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時４５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

１：４６．４
１：４６．０

良

良

２４ ダイワポライト 牝２青鹿５４ 吉田 豊大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４２６－１４１：５０．４ ３９．２�

７１３ トゥルヴァーユ 牝２芦 ５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 矢野 英一 日高 天羽 禮治 ５２０＋ ４ 〃 アタマ ２．３�
５１０ フ ル グ ラ ン 牡２黒鹿５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２１：５０．５� ４．１�
６１２ ネコタイショウ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 ４３２＋ ４１：５０．６� １５．１�
６１１ サンダーオーシャン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 ５０２－ ６１：５０．８１� ５．０�
１２ ティアップレーヴ 牝２芦 ５４

５２ △嶋田 純次田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 ４７６－ ２１：５０．９� ２１．４	
４７ フィリーズカレン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治野� 昭夫氏 阿部 新生 豊浦 飯原牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ ７８．１

４８ マイネチリペッパー 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４３８－ ８ 〃 ハナ ９５．１�
３５ トキノロブロイ 牡２黒鹿５５ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４７４＋ ６１：５１．１１� １５．７�
８１６ ラフルネーズ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ １３２．２
８１５ ゴールデンファレノ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４２０－１０１：５１．７３� １０．６�
２３ リリカルソング 牝２栗 ５４ 田辺 裕信�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４３６＋ ２ 〃 クビ ３４．７�
３６ ウエスタンアタック 牝２鹿 ５４ 木幡 初広 �ウエスタンファーム根本 康広 新冠 競優牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ ２６９．８�
５９ ウインギャラント 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太�ウイン 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 ４４８± ０１：５２．０１� ３７７．６�
７１４ イイデジャスト 牝２黒鹿５４ 村田 一誠 �アールエスエーカントリ土田 稔 新冠 山岡ファーム ４７０＋ ４１：５３．７大差 １９５．２�
１１ エーブガッチャマン 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥 �レーシングホース

ジャパン 清水 英克 様似 様似渡辺牧場 ４２４＋１４１：５５．５大差 ２４６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，３３８，０００円 複勝： ４３，３６６，０００円 枠連： １５，２５２，３００円

馬連： ５２，４０７，４００円 馬単： ３６，８２１，３００円 ワイド： ２４，８６０，３００円

３連複： ７０，９４３，４００円 ３連単： １１９，１４３，０００円 計： ３８７，１３１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９２０円 複 勝 � ６００円 � １２０円 � １７０円 枠 連（２－７） １，９００円

馬 連 �� ２，８８０円 馬 単 �� ７，５４０円

ワ イ ド �� １，２９０円 �� ２，１６０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ４，９００円 ３ 連 単 ��� ４７，９００円

票 数

単勝票数 計 ２４３３８０ 的中 � ４８９９（９番人気）
複勝票数 計 ４３３６６０ 的中 � １１４６２（８番人気）� １４２３８９（１番人気）� ６７８０１（３番人気）
枠連票数 計 １５２５２３ 的中 （２－７） ５９５３（７番人気）
馬連票数 計 ５２４０７４ 的中 �� １３４６６（９番人気）
馬単票数 計 ３６８２１３ 的中 �� ３６０４（２８番人気）
ワイド票数 計 ２４８６０３ 的中 �� ４３３４（１４番人気）�� ２５２０（２６番人気）�� ２８５０３（２番人気）
３連複票数 計 ７０９４３４ 的中 ��� １０６９８（１６番人気）
３連単票数 計１１９１４３０ 的中 ��� １８３６（１４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．４―３６．８―４９．７―１：０２．５―１：１５．２―１：２７．１―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．２
１
３
２，１２（５，１１）８（４，１６）１３（７，９）（１４，１５）－（３，６）－１０＝１・（２，１２）（５，１１）（８，１６）（４，１３）７（１４，９）１０，１５（３，６）＝１

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

勝馬の
紹 介

ダイワポライト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ランズダーン デビュー ２０１２．１１．４ 東京７着

２０１０．２．２４生 牝２青鹿 母 ダイワキャンディ 母母 ルベールターフ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーブガッチャマン号は，平成２５年１月９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 ブリリアント号

３３０４０１２月９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４中山５）第４日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時１５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

５８ � スマートステージ �７鹿 ６０ 横山 義行大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 ５０２＋１０３：１３．５ ６．５�

７１２ ヒカルアカツキ �５青鹿６０ 浜野谷憲尚高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ １．８�
６１０ テ ル バ イ ク 牡４栗 ６０ 山本 康志加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ ４７８＋１６３：１４．０３ ２９．０�
３３ ティンバーウルフ 牡５栗 ６０ 江田 勇亮大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム ４４６± ０３：１４．４２� ８．２�
２２ � クリノスレンダー 牝６鹿 ５８ 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４９２＋２２３：１４．５� ４６．０�
３４ � トーセンタイガー 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B５２８＋ ２３：１５．３５ ４．９�
１１ マ サ デ パ ン 牡４黒鹿 ６０

５７ ▲高嶋 活士加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 ４８８＋１０３：１６．５７ ３５．０	
８１４ リアルクラシック �３鹿 ５８ 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 片山牧場 ４５８＋ ２３：１８．３大差 ９３．５

７１１ スリリングレディ 牝３栗 ５６ 大江原 圭久保 敏文氏 大江原 哲 日高 大沢育成牧場 ４５０＋１０ 〃 アタマ １３４．８�
８１３ ラガーアンバー 牡５黒鹿６０ 石神 深一古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４８２＋ ６３：１８．５１	 ８５．８�
４６ � アイアンセラヴィ 牡４鹿 ６０ 植野 貴也池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ２３：１９．４５ １８．３
４５ � クールバニヤン 牡８青鹿６０ 高野 和馬�フジレーシング 高橋 文雅 門別 藤本ファーム ４２８－１７３：２４．９大差 ７４．０�
６９ ベルウッドワンキー 牡３青鹿５８ 平沢 健治鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 坂本 春信 ４７４＋ ８３：３０．９大差 １５２．４�
５７ ショウナンサンガ �６黒鹿６０ 金子 光希�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５６－ ２ （競走中止） ４０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，５５０，２００円 複勝： ２３，１９７，１００円 枠連： １４，９６３，７００円

馬連： ３７，０５０，９００円 馬単： ２７，４９８，３００円 ワイド： １６，６９４，９００円

３連複： ５０，６３９，８００円 ３連単： ９０，５９１，７００円 計： ２７７，１８６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � ５７０円 枠 連（５－７） ５４０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ２，０２０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ５，７００円 ３ 連 単 ��� ２８，０７０円

票 数

単勝票数 計 １６５５０２ 的中 � ２０３３７（３番人気）
複勝票数 計 ２３１９７１ 的中 � ２９６２２（４番人気）� ７３４０４（１番人気）� ６８９０（７番人気）
枠連票数 計 １４９６３７ 的中 （５－７） ２０７３２（２番人気）
馬連票数 計 ３７０５０９ 的中 �� ４８５１７（２番人気）
馬単票数 計 ２７４９８３ 的中 �� １２８７０（５番人気）
ワイド票数 計 １６６９４９ 的中 �� １６４１３（２番人気）�� １８２９（２３番人気）�� ４３２１（９番人気）
３連複票数 計 ５０６３９８ 的中 ��� ６５６６（１５番人気）
３連単票数 計 ９０５９１７ 的中 ��� ２３８２（７０番人気）

上り １マイル １：４８．２ ４F ５３．３－３F ４０．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スマートステージ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス

２００５．４．２３生 �７鹿 母 ダイイチサクラ 母母 ダイイチフローネ 障害：２戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ショウナンサンガ号は，２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。
※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 ノーブルエース号



３３０４１１２月９日 晴 良 （２４中山５）第４日 第５競走 ��２，０００�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

１：５９．９
１：５９．９

良

良

６７ ロ ジ キ ン グ 牡２栗 ５５ 松岡 正海久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５３２ ―２：０６．０ １７．３�

１１ ショウナンダイラ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�湘南 二ノ宮敬宇 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２２ ―２：０６．４２� ６．６�

５５ シンボリジャズ 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 ４８０ ―２：０６．５� ３．７�
８１０ ゴールドボンド 牡２鹿 ５５ 武士沢友治 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 ４８４ ―２：０６．８２ ８３．５�
３３ スペクトロライト 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４７２ ―２：０７．１１� ２．０�
２２ セイウンミーナ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 ４９０ ― 〃 クビ ３５．４	
７９ ホシノホマレ 牡２栗 ５５ 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 ４６６ ―２：０７．３１� ４８．３

４４ バ ン ク シ ー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４７６ ―２：０７．４クビ ４８．５�
８１１ ヒカルスターダスト 牡２黒鹿５５ 木幡 初広�橋 京子氏 古賀 史生 むかわ 宇南山牧場 ５３４ ―２：０７．７２ ５９．２�
７８ アポロプラナー �２栗 ５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 浦河トラストスリーファーム ４７４ ―２：０８．０１� ４３．８
６６ ポッドフェローズ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４８２ ― 〃 ハナ ７．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，７６８，２００円 複勝： ２９，５９７，８００円 枠連： １１，９２３，４００円

馬連： ４１，３８０，３００円 馬単： ３５，３３３，４００円 ワイド： １８，５８２，６００円

３連複： ４９，３１３，２００円 ３連単： １０６，６６４，２００円 計： ３１５，５６３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７３０円 複 勝 � ３７０円 � １９０円 � １６０円 枠 連（１－６） １，７００円

馬 連 �� ３，８８０円 馬 単 �� １１，０６０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� ９２０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ４，５５０円 ３ 連 単 ��� ４９，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２２７６８２ 的中 � １０３８９（５番人気）
複勝票数 計 ２９５９７８ 的中 � １６４９４（５番人気）� ４３０７８（３番人気）� ６１４２８（２番人気）
枠連票数 計 １１９２３４ 的中 （１－６） ５１８８（７番人気）
馬連票数 計 ４１３８０３ 的中 �� ７８８２（１２番人気）
馬単票数 計 ３５３３３４ 的中 �� ２３５９（２９番人気）
ワイド票数 計 １８５８２６ 的中 �� ４６７５（９番人気）�� ４８２８（８番人気）�� １２０４６（４番人気）
３連複票数 計 ４９３１３２ 的中 ��� ８００５（１４番人気）
３連単票数 計１０６６６４２ 的中 ��� １５８２（１３２番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．３―１３．７―１４．３―１４．０―１１．７―１２．１―１１．６―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．６―３９．３―５３．６―１：０７．６―１：１９．３―１：３１．４―１：４３．０―１：５４．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロ ジ キ ン グ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

２０１０．１．２６生 牡２栗 母 ピアレスベル 母母 ラスティックベル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

３３０４２１２月９日 晴 良 （２４中山５）第４日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５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

８１２ ヒカルペガサス 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�橋 京子氏 戸田 博文 登別 青藍牧場 ４７８ ―１：３８．４ ６．２�

４４ オーバーザトップ 牡２黒鹿５５ 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４４８ ― 〃 クビ ２．４�
２２ チョコタクン 牡２鹿 ５５ 江田 照男ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７２ ―１：３８．５� ４３．４�
５７ ライズトゥフェイム 牡２鹿 ５５ 石橋 脩有限会社シルク加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６ ―１：３８．６� ６．５�
７１０ マテリアライズ 牝２鹿 ５４

５２ △嶋田 純次飯田 正剛氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４５４ ― 〃 クビ ３３．２�
４５ フレームエンゼル 牝２鹿 ５４ 吉田 豊柴田 洋一氏 高橋 文雅 日高 藤本ファーム ４２０ ―１：３８．８１� １０３．４�
３３ レ フ ア 牝２鹿 ５４ 田中 勝春桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 ４３６ ―１：３８．９� ２８．８	
１１ � ハントヴェルカー 牡２鹿 ５５ 村田 一誠前田 幸治氏 田中 剛 米

Gabriel Duignan, Rich-
ard Strappe, Bradley
TB’s & Cherokee Equine

５１２ ― 〃 クビ ５．９

６８ ハクサンキング 牡２鹿 ５５ 木幡 初広百万 武夫氏 石毛 善彦 浦河 アイオイファーム ４６８ ―１：３９．０� １２．４�
７１１ タケショウナデシコ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海�ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４２６ ―１：３９．１� １０．９
８１３ スリークスタイル 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 ４５８ ―１：３９．３１	 １２１．７�
５６ フェバリットソング 牝２栗 ５４ 田辺 裕信石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム ４５６ ―１：３９．５１	 ２５．８�
６９ リネンスカイ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ４６２ ―１：４０．１３� ３６．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，０４９，０００円 複勝： ２８，０２７，３００円 枠連： １２，９０６，１００円

馬連： ４６，１２１，３００円 馬単： ３１，５９８，６００円 ワイド： １９，５２２，３００円

３連複： ５３，４６５，３００円 ３連単： ９０，３１１，９００円 計： ３０２，００１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � ７３０円 枠 連（４－８） ７２０円

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ２，９１０円 �� ２，０５０円

３ 連 複 ��� １１，６１０円 ３ 連 単 ��� ５３，２００円

票 数

単勝票数 計 ２００４９０ 的中 � ２５７８５（３番人気）
複勝票数 計 ２８０２７３ 的中 � ４１７７５（２番人気）� ７２６４３（１番人気）� ６７０８（１１番人気）
枠連票数 計 １２９０６１ 的中 （４－８） １３３９６（１番人気）
馬連票数 計 ４６１２１３ 的中 �� ４１６９１（１番人気）
馬単票数 計 ３１５９８６ 的中 �� １１４０２（４番人気）
ワイド票数 計 １９５２２３ 的中 �� １７０７９（１番人気）�� １５１７（４０番人気）�� ２１７７（２３番人気）
３連複票数 計 ５３４６５３ 的中 ��� ３４０１（３８番人気）
３連単票数 計 ９０３１１９ 的中 ��� １２５３（１６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３６．０―４８．９―１：０２．０―１：１４．８―１：２６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．５―３F３６．４

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

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

ヒカルペガサス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２０１０．４．１８生 牡２鹿 母 ヒカルウェイブ 母母 ブルーデキシー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※マテリアライズ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３３０４３１２月９日 晴 良 （２４中山５）第４日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１３時０５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

６１０ ホワイトフリート 牡２芦 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４７２＋１６１：５６．０ ４．６�

２２ ディーエスタイド 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４８４± ０１：５６．１� ４．４�
７１３ マイネルクロップ 牡２芦 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 ５００－ ２１：５６．２� ２．７�
８１５ ポルスターシャイン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 ４７６± ０１：５６．４１� １６．２�
５９ ウェーブオーキッド 牡２青 ５５ 松岡 正海万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０１：５６．６� ２２．７�
２３ � ヤンキーソヴリン 牡２黒鹿５５ 石橋 脩岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. ４８４± ０ 〃 アタマ １３．５	
１１ ロードクラヴィウス 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか 酒井 秀紀 ４６０＋ ２ 〃 クビ １６．８

３５ � アポロソニック 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 IEAH Stables &

Andrew Cohen ５２８± ０ 〃 ハナ １０．１�
７１２ シゲルラシンバンザ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 ４７６＋ ２１：５７．２３� １７０．０�
４６ 	 アメリカンサンダー 牡２鹿 ５５

５３ △嶋田 純次�大野商事 原 孝明 新ひだか 山野牧場 ４７６± ０１：５７．５１� ６１．２
（北海道）

４７ コンプリートゲーム 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 ５２２＋ ４１：５７．６� ３３．６�
８１４ レオハイタッチ 牡２鹿 ５５ 江田 照男田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４８２± ０１：５８．０２� ８４．９�
３４ クラウンアトラス 牡２黒鹿５５ 木幡 初広矢野 悦三氏 田島 俊明 新冠 カミイスタット ４８２＋１０１：５８．４２� ４１．４�
６１１
 マンボマーチ 牝２青鹿５４ 大庭 和弥栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか グランド牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ ２７９．０�
５８ インティワタナ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか 城地 清満 ４４４－ ６２：００．０１０ ２２２．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，０８１，４００円 複勝： ４５，６７７，７００円 枠連： １７，２７１，５００円

馬連： ７０，７２１，９００円 馬単： ４４，４２６，０００円 ワイド： ３０，１３４，０００円

３連複： ８１，９６１，９００円 ３連単： １３３，７８３，２００円 計： ４５１，０５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（２－６） ８１０円

馬 連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ２７０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ７，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２７０８１４ 的中 � ４７００４（３番人気）
複勝票数 計 ４５６７７７ 的中 � ７３０００（２番人気）� ７０８０４（３番人気）� １０６４４３（１番人気）
枠連票数 計 １７２７１５ 的中 （２－６） １５８５４（３番人気）
馬連票数 計 ７０７２１９ 的中 �� ３９１２４（４番人気）
馬単票数 計 ４４４２６０ 的中 �� １１４８３（９番人気）
ワイド票数 計 ３０１３４０ 的中 �� １４０３２（４番人気）�� ２９９３４（１番人気）�� ２３８２７（２番人気）
３連複票数 計 ８１９６１９ 的中 ��� ５８４７１（１番人気）
３連単票数 計１３３７８３２ 的中 ��� １２４１２（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．６―５０．０―１：０２．９―１：１５．９―１：２９．３―１：４２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホワイトフリート �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．６．１０ 東京９着

２０１０．４．２６生 牡２芦 母 ファインセラ 母母 ビ ワ ハ イ ジ ５戦２勝 賞金 １４，０２５，０００円
※インティワタナ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３３０４４１２月９日 晴 良 （２４中山５）第４日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５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

４７ ウィルパワー 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６４＋１０１：１２．１ １３．９�

６１１ マックスガイ 牡３青鹿５６ 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム ４７６＋１０１：１２．２� １．９�
３６ ローブドヴルール 牝６鹿 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４９０＋１４１：１２．３� １６０．５�
７１４ ユメノキズナ 牝５鹿 ５５ 横山 典弘諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２ 〃 アタマ １５．３�
８１５ エイブルサクセス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ５４８± ０ 〃 アタマ ８．５�
２３ アキノモーグル 牡４栗 ５７ 小坂 忠士穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ５１８＋ ８１：１２．６１� １０．０�
２４ アルセーヌシチー 牡６鹿 ５７ 武士沢友治 	友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム ５０６＋ ６ 〃 ハナ １９．９

１１ ド ナ リ サ 牝４鹿 ５５

５３ △嶋田 純次山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４７８＋ ２１：１２．８� ８９．８�
８１６ ヤマニンアストレア 牝５黒鹿５５ 村田 一誠土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４６２＋ ８１：１３．１２ ９７．３�
４８ スイートエスケープ 牝５栗 ５５ 石橋 脩金子真人ホール

ディングス	 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４６２± ０１：１３．４１� ６６．８
５１０� トウショウセレクト 牡５鹿 ５７ 柴田 大知トウショウ産業	 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９６＋ ２１：１３．６� ３８．７�
７１３ ア ヌ エ ヌ エ 牝５青鹿５５ 蛯名 正義松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４８２＋ ６ 〃 クビ ５．７�
６１２ スターゲイジング 牝３黒鹿５４ 江田 照男�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４８０－ ４１：１３．８� １５１．０�
３５ トウカイアストロ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム ４９２＋ ４ 〃 クビ ２３．２�
１２ ミ チ シ ル ベ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４３０－１０ （競走中止） ７７．３�
５９ アユミチャン 牝４芦 ５５ 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 ４５２＋ ４ （競走中止） ４０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，２６１，３００円 複勝： ４５，０２０，０００円 枠連： ２３，５９２，８００円

馬連： ７６，６９４，６００円 馬単： ４８，７１３，８００円 ワイド： ３３，６７３，２００円

３連複： ９２，９８４，７００円 ３連単： １６５，４４９，３００円 計： ５１４，３８９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ３２０円 � １４０円 � １，７８０円 枠 連（４－６） １，０２０円

馬 連 �� １，１４０円 馬 単 �� ３，５８０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� １４，６３０円 �� ４，２１０円

３ 連 複 ��� ４１，１２０円 ３ 連 単 ��� １６５，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２８２６１３ 的中 � １６０５４（５番人気）
複勝票数 計 ４５０２００ 的中 � ３１４７５（５番人気）� １３１５４７（１番人気）� ４５３８（１４番人気）
枠連票数 計 ２３５９２８ 的中 （４－６） １７０８３（４番人気）
馬連票数 計 ７６６９４６ 的中 �� ４９７２３（４番人気）
馬単票数 計 ４８７１３８ 的中 �� １００４５（１１番人気）
ワイド票数 計 ３３６７３２ 的中 �� １６６１０（４番人気）�� ５３７（８５番人気）�� １８９３（４５番人気）
３連複票数 計 ９２９８４７ 的中 ��� １６６９（１０２番人気）
３連単票数 計１６５４４９３ 的中 ��� ７４０（４０６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．５―１２．５―１２．４―１３．０

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィルパワー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Meadowlake デビュー ２００９．１１．１ 東京３着

２００７．４．２４生 牝５鹿 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality １５戦４勝 賞金 ５０，２１９，０００円
〔競走中止〕 アユミチャン号は，競走中に疾病〔左第３中手骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。

ミチシルベ号は，最後の直線コースで，転倒した「アユミチャン」号に触れ，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トウショウアトム号



３３０４５１２月９日 晴 良 （２４中山５）第４日 第９競走 ��１，８００�
ま い は ま

舞 浜 特 別
発走１４時０５分 （ダート・右）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
賞 品
賞 品

本 賞 ９，８００，０００
９，８００，０００

円
円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円

付 加 賞 ２４３，０００
２４３，０００

円
円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４７ プリンセスキナウ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 ４７８＋１０１：５４．６ ５．３�

６１１ ダイヤモンドムーン 牝５黒鹿５５ 松岡 正海岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 B５０６－ ８ 〃 同着 ６．１�
８１５ ダートムーア 牝４鹿 ５５ 柴田 大知吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：５４．８１� ５．２�
２４ ナムラエメラルド 牝４鹿 ５５ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４６２－ ６ 〃 ハナ ２０．２�
５１０ プリティカポレイ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４５６－ ８１：５５．１２ ２０．７�
３６ トップコマチ 牝７鹿 ５５ 嶋田 純次�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５０－１０１：５５．３１ ４５．２�
５９ コウエイテンプウ 牝６鹿 ５５ 柴田 善臣西岡 静男氏 川村 禎彦 浦河 安原 実 ４９２－１２ 〃 クビ ５７．４	
１２ オメガフレグランス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義原 �子氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム ４９０＋１２１：５５．４クビ ５．４

３５ � セニョリータ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 ４５０＋ ２１：５５．６１� ２０．３�
４８ サクラトップクイン 牝４鹿 ５５ 石橋 脩櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２ 〃 クビ ９．４�
２３ ブラックアテナ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠山本 英俊氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５１８＋ ８ 〃 アタマ ９．８
１１ � プ ル プ ル 牝６鹿 ５５ 大庭 和弥栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 ４３６± ０１：５６．２３� １５４．５�
７１４ カチューシャ 牝３栃栗５４ 武士沢友治窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４６２－ ６１：５６．３クビ １０．１�
６１２ メイショウスズラン 牝５栗 ５５ 木幡 初広松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ５１０＋ ８１：５６．５１� ６７．１�
７１３ ヴィーナススマイル 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４７０＋ ８１：５６．７１� ２１３．３�
８１６ ナンヨークイーン 牝６鹿 ５５ 江田 照男中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４４６± ０２：００．１大差 １２２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１１３，０００円 複勝： ５２，６４３，２００円 枠連： ２７，２５６，０００円

馬連： １０６，１６７，９００円 馬単： ５６，９６０，１００円 ワイド： ３８，３８１，７００円

３連複： １２６，３８１，２００円 ３連単： ２０８，２９９，５００円 計： ６４２，２０２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

２７０円
３００円 複 勝 �

�
１７０円
２１０円 � １９０円 枠 連（４－６） ９３０円

馬 連 �� １，６１０円 馬 単 ��
��

１，５７０円
１，６９０円

ワ イ ド �� ５５０円 ��
��

５５０円
６３０円

３ 連 複 ��� ２，４９０円 ３ 連 単 ���
���

７，８８０円
８，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２６１１３０ 的中 � ３９３１７（２番人気）� ３４０２９（４番人気）
複勝票数 計 ５２６４３２ 的中 � ９０５０４（１番人気）� ６１９７５（４番人気）� ７４３９７（２番人気）
枠連票数 計 ２７２５６０ 的中 （４－６） ２１６８６（２番人気）
馬連票数 計１０６１６７９ 的中 �� ４８８７２（３番人気）
馬単票数 計 ５６９６０１ 的中 �� １３４２９（７番人気）�� １２４７４（１０番人気）
ワイド票数 計 ３８３８１７ 的中 �� １７４３４（２番人気）�� １７４１９（３番人気）�� １４８４２（５番人気）
３連複票数 計１２６３８１２ 的中 ��� ３７６０１（１番人気）
３連単票数 計２０８２９９５ 的中 ��� ９７６４（１１番人気）��� ９５８９（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３７．０―５０．４―１：０３．４―１：１５．７―１：２８．６―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

プリンセスキナウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．８．２２ 新潟９着

２００８．２．４生 牝４鹿 母 アスターフォーマリア 母母 Burst of Colors １８戦４勝 賞金 ４１，８９３，０００円
市場取引馬

ダイヤモンドムーン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００９．１０．３ 阪神４着

２００７．３．３生 牝５黒鹿 母 レインボークイーン 母母 レインボースキー ３１戦４勝 賞金 ８５，５１２，０００円
〔制裁〕 ダイヤモンドムーン号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナンヨークイーン号は，平成２５年１月９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） １頭 ママキジャ号
（非抽選馬） １頭 ピュアオパール号

３３０４６１２月９日 晴 良 （２４中山５）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

み ほ

美浦ステークス
発走１４時４０分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．１２．１０以降２４．１２．２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

美浦村長賞（１着）
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５６ ドリームセーリング 牡５栗 ５５ 吉田 豊セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋１０１：４７．５ ３６．１�

６９ マイネルグート 牡５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 ５２０＋ ８１：４７．９２� ２９．８�

８１３ チェリーメドゥーサ 牝３青鹿５４ 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 ４３８＋ ２１：４８．１１ ２．９�
７１１ ミヤビファルネーゼ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ ９．４�
１１ アロマカフェ 牡５黒鹿５６ 村田 一誠西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４７６＋ ４１：４８．３１� ５０．３�
３３ ケニアブラック 牡６鹿 ５６ 石橋 脩吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４７４＋１４１：４８．４� ５．１�
４４ トーセンジャガー 牡４青 ５７ 江田 照男島川 	哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム ４８２－ ２１：４８．５� ６．６

５７ ザバトルユージロー 牡６鹿 ５４ 木幡 初広宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４４０＋ ２ 〃 アタマ ５８．２�
８１２� サクラボールド 牡５栗 ５５ 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４８４＋２０ 〃 ハナ ７．１�
２２ � アロマンシェス 牡８鹿 ５３ 柴田 大知伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６８± ０１：４８．６クビ １０５．５
４５ ヤマニンシャスール 牡５鹿 ５５ 勝浦 正樹土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ２１．１�
６８ プティプランセス 牝６鹿 ５２ 武士沢友治中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４９０＋１６１：４８．７	 ４２．９�
７１０ フジマサエンペラー 牡３黒鹿５５ 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６ 〃 アタマ ７．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３８，２１７，１００円 複勝： ５６，８５０，９００円 枠連： ３２，７５２，８００円

馬連： １２６，４０２，８００円 馬単： ７５，３８８，６００円 ワイド： ４２，７７７，８００円

３連複： １４５，９６６，１００円 ３連単： ２７６，８５３，９００円 計： ７９５，２１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６１０円 複 勝 � ７９０円 � ６６０円 � １６０円 枠 連（５－６） ８，８９０円

馬 連 �� ５０，７６０円 馬 単 �� ３２，６００円

ワ イ ド �� ７，８７０円 �� ２，１１０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ５１，４００円 ３ 連 単 ��� ５６５，９８０円

票 数

単勝票数 計 ３８２１７１ 的中 � ８３６４（９番人気）
複勝票数 計 ５６８５０９ 的中 � １５３４０（１０番人気）� １８６０４（８番人気）� １３０６１３（１番人気）
枠連票数 計 ３２７５２８ 的中 （５－６） ２７２０（１９番人気）
馬連票数 計１２６４０２８ 的中 �� １８３８（６６番人気）
馬単票数 計 ７５３８８６ 的中 �� １７０７（８９番人気）
ワイド票数 計 ４２７７７８ 的中 �� １３０８（６４番人気）�� ５００５（２２番人気）�� ７３５５（１７番人気）
３連複票数 計１４５９６６１ 的中 ��� ２０９６（１３１番人気）
３連単票数 計２７６８５３９ 的中 ��� ３６１（１０１８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１１．８―１１．８―１１．６―１１．９―１１．９―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．２―４８．０―５９．６―１：１１．５―１：２３．４―１：３５．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームセーリング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．１１ 阪神１４着

２００７．２．１４生 牡５栗 母 グローバルピース 母母 エミネントガール ３０戦５勝 賞金 ７８，８９４，０００円

１レース目



３３０４７１２月９日 晴 良 （２４中山５）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�第５回カペラステークス（ＧⅢ）

発走１５時２０分 （ダート・右）
３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，２３．１２．１０以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２３．１２．９以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５９ シルクフォーチュン 牡６鹿 ５７ 横山 典弘有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４７４＋１２１：１０．８ ６．４�

３５ � エーシンウェズン 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５３８＋ ４１：１０．９� ５．７�

７１３ シセイオウジ 牡５栗 ５６ 勝浦 正樹猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６４＋ ２１：１１．２１� ２０．６�
４８ マルカバッケン 牡５鹿 ５６ 大庭 和弥河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４８６± ０ 〃 ハナ ６６．９�
８１５ ティアップワイルド 牡６栗 ５６ 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５２６± ０１：１１．３	 ４．０�
７１４ タイセイシュバリエ 牡３芦 ５５ 吉田 豊田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ２１：１１．５� １６．２�
４７ 
 トシキャンディ 牝６鹿 ５５ 木幡 初広上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ５０４－ ８ 〃 ハナ １５．４	
３６ ケイアイテンジン 牡６栗 ５６ 田中 勝春 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４８８＋ ６１：１１．６	 ８３．０

２４ セイクリムズン 牡６黒鹿５８ 松岡 正海金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ５１０－ ５ 〃 ハナ ７．７�
１２ メイショウツチヤマ 牡５鹿 ５６ 嶋田 純次松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９６＋ ８ 〃 ハナ ９１．３�
６１１� アーリーデイズ �５鹿 ５６ 柴田 大知加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette ４７２± ０ 〃 アタマ ６９．９
６１２ グランプリエンゼル 牝６栃栗５４ 田辺 裕信北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４６０± ０１：１１．７� ３０．９�
２３ スリーボストン 牡５鹿 ５６ 柴田 善臣永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ５１０－ ２１：１１．８	 ４．１�
１１ トシギャングスター 牡５芦 ５６ 村田 一誠田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４８６＋１０１：１１．９クビ ５８．３�
５１０ タンジブルアセット 牡５鹿 ５６ 江田 照男安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４８６＋ ２１：１２．０	 ５１．４�
８１６� アースサウンド 牝５栗 ５４ 中谷 雄太 �グリーンファーム 和田 正道 米 Fair Way

Equine, LLC ４９０＋ ４ 〃 ハナ １７２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８４，４２６，４００円 複勝： １３３，２７７，３００円 枠連： ８４，５９４，０００円

馬連： ３７９，２７９，９００円 馬単： １９７，５２０，６００円 ワイド： １２３，９０８，９００円

３連複： ５０５，４７８，４００円 ３連単： ９２６，３２５，４００円 計： ２，４３４，８１０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２８０円 � ２６０円 � ４７０円 枠 連（３－５） １，８３０円

馬 連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ４，４６０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� １，５６０円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� １０，４６０円 ３ 連 単 ��� ５１，０６０円

票 数

単勝票数 計 ８４４２６４ 的中 � １０４６３０（４番人気）
複勝票数 計１３３２７７３ 的中 � １３４８７０（４番人気）� １４２４４０（３番人気）� ６７７４５（６番人気）
枠連票数 計 ８４５９４０ 的中 （３－５） ３４２８１（９番人気）
馬連票数 計３７９２７９９ 的中 �� １２５３０９（１０番人気）
馬単票数 計１９７５２０６ 的中 �� ３２７５４（１９番人気）
ワイド票数 計１２３９０８９ 的中 �� ３３４０５（１１番人気）�� １９４２６（１８番人気）�� １６６８４（２０番人気）
３連複票数 計５０５４７８４ 的中 ��� ３５６９２（３５番人気）
３連単票数 計９２６３２５４ 的中 ��� １３３８９（１４９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．７―１２．４―１２．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３４．２―４６．６―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクフォーチュン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Alwuhush デビュー ２００８．８．２ 小倉５着

２００６．２．１４生 牡６鹿 母 シルクエスペランサ 母母 Monica Faye ２９戦８勝 賞金 ２４８，４１１，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２４頭 エアラフォン号・エベレストオー号・オメガファルコン号・オーセロワ号・ガンマーバースト号・

キョウエイカルラ号・サドンストーム号・サンライズプリンス号・サンライズモール号・スエズ号・
スタッドジェルラン号・タマモクリエイト号・デュアルスウォード号・トキノフウジン号・ドリームカトラス号・
トーホウチェイサー号・パワーストラグル号・フリートストリート号・ボレアス号・マコトナワラタナ号・
マルカボルト号・メテオロロジスト号・ロードバリオス号・ワンダーポデリオ号

３３０４８１２月９日 晴 良 （２４中山５）第４日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時００分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２３ � ステルミナート 牡３芦 ５６ 田中 勝春�辻牧場 田中 剛 浦河 辻 牧場 ４８４＋ ４１：４７．５ １０．０�

８１５ インプレザリオ 牡４栗 ５７ 村田 一誠青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４８６＋ ２ 〃 クビ ３．８�
４７ クラウドチェンバー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４７２＋１２ 〃 ハナ ７．５�
３５ トモロマイスター 牡５黒鹿 ５７

５５ △嶋田 純次戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４６０＋１６１：４７．７１ ３９．９�
３４ モ ビ ー ル 牡４鹿 ５７ 江田 照男吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６６＋１２１：４７．８� ４１．９�
２２ ミヤコマンハッタン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ４．７�
４６ ヴィオラーネ 牝３青鹿５４ 柴田 善臣平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４５６＋ ８１：４７．９クビ １３．０	
５８ シャンボールフィズ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４２２＋ ２１：４８．０� １８．３

７１２ ダンシングハバナ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ４ 〃 クビ ９．２�
５９ アラマサコマンダー 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２６＋ ２ 〃 アタマ １３０．６�
１１ マイネクイーン 牝４鹿 ５５ 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 浦河 富田牧場 ４６０＋ ８１：４８．２１� ５２．８�
８１４ アップルジャック 牡４黒鹿５７ 木幡 初広藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５２２－ ２１：４８．３クビ １５．６�
６１０ コスモラングデン 牝４芦 ５５ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 小島牧場 B５０２－ ２１：４８．４� ３６．９�
７１３ ル ナ 牡３芦 ５６ 武士沢友治山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４６２＋ ２１：４９．４６ ７．７�
６１１ カシノスターライト 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ５０２＋ ２１：５３．９大差 ５３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４６，１７０，１００円 複勝： ７５，２７８，９００円 枠連： ４６，３３２，１００円

馬連： １３４，６８４，９００円 馬単： ７４，９１８，２００円 ワイド： ５１，３８０，６００円

３連複： １７０，２６０，９００円 ３連単： ３０２，４９６，２００円 計： ９０１，５２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ３６０円 � １５０円 � ２８０円 枠 連（２－８） ６７０円

馬 連 �� ２，７３０円 馬 単 �� ５，９６０円

ワ イ ド �� １，０７０円 �� ２，１９０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ９，８７０円 ３ 連 単 ��� ６７，８００円

票 数

単勝票数 計 ４６１７０１ 的中 � ３６４６１（６番人気）
複勝票数 計 ７５２７８９ 的中 � ４５９５９（７番人気）� １７０２００（１番人気）� ６２６４８（４番人気）
枠連票数 計 ４６３３２１ 的中 （２－８） ５１０７６（２番人気）
馬連票数 計１３４６８４９ 的中 �� ３６４４０（８番人気）
馬単票数 計 ７４９１８２ 的中 �� ９２７９（２１番人気）
ワイド票数 計 ５１３８０６ 的中 �� １１９３８（７番人気）�� ５６０２（３０番人気）�� １６００１（５番人気）
３連複票数 計１７０２６０９ 的中 ��� １２７３９（２９番人気）
３連単票数 計３０２４９６２ 的中 ��� ３２９３（２２５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１１．６―１１．９―１１．５―１２．０―１２．３―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３５．６―４７．５―５９．０―１：１１．０―１：２３．３―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ステルミナート �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Miner’s Mark （４戦０勝 賞金 ８，８６６，０００円）

２００９．２．２８生 牡３芦 母 マイナーズジェム 母母 Side Saddle ９戦１勝 賞金 １８，２７６，０００円
地方デビュー ２０１１．５．２６ 門別

〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔その他〕 カシノスターライト号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。
〔鼻出血による出走制限〕 カシノスターライト号は，平成２５年２月９日まで出走できない。

３レース目



（２４中山５）第４日 １２月９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

２４０，０４０，０００円
８，６５０，０００円
１，８１０，０００円
２１，５８０，０００円
６１，７７５，５００円
５，５４８，８００円
１，６９９，２００円

勝馬投票券売得金
３７０，９６２，３００円
６３５，１５７，４００円
３０９，４８７，０００円
１，１５７，５２１，４００円
６９７，１３５，４００円
４４２，８３１，４００円
１，４６４，９６１，６００円
２，６２７，２０８，１００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，７０５，２６４，６００円

総入場人員 ３０，０５３名 （有料入場人員 ２６，１３５名）


