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３３０６１１２月１６日 晴 稍重 （２４中山５）第６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

８１４ ハコダテナイト 牡２栗 ５５ 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４９８－ ４１：５７．４ １．６�

２２ ワールドレーヴ 牡２黒鹿５５ C．スミヨン 嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 ４６４＋ ２１：５７．５� ４．３�
（仏）

４５ ラッキーチケット 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 勢司 和浩 浦河 ミルファーム ４９４＋ ２１：５８．６７ ７．８�
（豪）

６９ トーセンツリー 牡２芦 ５５ 江田 照男島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ
スティファーム ４７０＋ ２１：５８．７� ９．４�

１１ トウカイマスター 牡２栗 ５５ 幸 英明内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 ４７４＋ ２２：００．０８ ２２．３�
７１２ キルタンサス 牡２栗 ５５ 戸崎 圭太山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 ４４２± ０２：００．５３ ４７．６	

（大井）

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 ４７２－ ２２：０１．４５ ２９７．０

５７ ゴールドピューマ 牡２栗 ５５ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４９８＋ ８２：０１．６１� ５５．０�
３３ イラッシャイマセ 牡２栗 ５５ 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 日高 法理牧場 ４６４＋ ６２：０２．０２� ２６．３�
４６ エクセルシード 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹谷川 正純氏 松永 康利 浦河 オンワード牧場 ４７０＋ ８ 〃 ハナ ９９．９
８１３ マイネルガーラ 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新ひだか 井高牧場 ４８０＋ ６２：０２．１クビ ９２．７�
７１１ コスモアドミラル 牝２栗 ５４ 石橋 脩岡田 繁幸氏 田島 俊明 新冠 守矢牧場 ４８４－ ６２：０２．６３ １９５．７�
５８ フォージドホウオー 牡２鹿 ５５ 小野寺祐太�三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 B４４８＋ ２２：０３．９８ ２８９．０�
３４ ミラクルヒーロー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣保谷フミ子氏 小野 次郎 新冠 守矢牧場 ４８６＋ ６２：０４．７５ ９４．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，２９１，１００円 複勝： ４７，７５８，９００円 枠連： １１，７５７，０００円

馬連： ４６，３６５，５００円 馬単： ３７，５１９，０００円 ワイド： ２３，０９３，８００円

３連複： ６６，５９３，９００円 ３連単： １２４，２８３，５００円 計： ３７６，６６２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（２－８） ３１０円

馬 連 �� ３１０円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ２７０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� １，５１０円

票 数

単勝票数 計 １９２９１１ 的中 � ９６１９８（１番人気）
複勝票数 計 ４７７５８９ 的中 � ２６３３４９（１番人気）� ７７２７９（２番人気）� ３４０７１（４番人気）
枠連票数 計 １１７５７０ 的中 （２－８） ２８６３５（１番人気）
馬連票数 計 ４６３６５５ 的中 �� １１１３１１（１番人気）
馬単票数 計 ３７５１９０ 的中 �� ５４２６７（１番人気）
ワイド票数 計 ２３０９３８ 的中 �� ３９６２２（１番人気）�� ２０５５３（３番人気）�� １２０３７（５番人気）
３連複票数 計 ６６５９３９ 的中 ��� ８３８２３（１番人気）
３連単票数 計１２４２８３５ 的中 ��� ６０８２９（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．５―３８．９―５２．４―１：０５．１―１：１７．８―１：３１．２―１：４４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．６
１
３

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

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

ハコダテナイト �
�
父 アルカセット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．１１．２５ 東京２着

２０１０．３．１４生 牡２栗 母 ラヴリージョウ 母母 ラブラブジョウ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモアドミラル号・フォージドホウオー号・ミラクルヒーロー号は，平成２５年１月１６日まで平地競

走に出走できない。
※コスモアドミラル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３３０６２１２月１６日 晴 稍重 （２４中山５）第６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

５９ オメガキングティー 牡２鹿 ５５ R．ムーア 原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４５２－１２１：３６．３ ６．３�
（英）

７１３ ケイアイホクトセイ 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 新ひだか 松田牧場 ５０４－ ４１：３６．４� ９．０�
（豪）

２４ サーストンニュース 牡２青鹿５５ 岩田 康誠齊藤 宣勝氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４４＋ ８１：３６．７２ １．５�
７１４ サクラアルカンジュ 牡２栗 ５５ C．スミヨン�さくらコマース加藤 征弘 新ひだか 木田 祐博 ４２４＋ ４１：３６．９１� ６７．９�

（仏）

３６ ミエノハートハート 牡２鹿 ５５ C．ルメール 里見美惠子氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４３６＋１６ 〃 クビ ２８．３�
（仏）

６１１ マイネルゴスホーク 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 大北牧場 ４９８＋１４１：３７．１１� ２７．６�

４７ クリノエルブルース 牡２芦 ５５ 江田 照男栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 門別牧場 ４６４＋１２ 〃 アタマ ４１．３	
１２ セデュウシング 牝２栗 ５４ 北村 宏司山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６６－ ２ 〃 ハナ ７．３

３５ ノッキングオン 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか グランド牧場 ４４６＋ ６１：３７．２� １５５．３�
２３ シャトルダンサー 牝２鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 細道牧場 ４４８± ０１：３７．３� ４７．０�
８１６ プ ル ー フ 牝２栗 ５４ 吉田 豊近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４３２＋１０１：３７．４クビ ３８４．９
６１２ ドリームアース 牡２鹿 ５５ 武士沢友治森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ １０９．７�
１１ アンスーリール 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４２４－ ２１：３７．７１� ５２．８�
８１５ ホーリーナンバー 牡２黒鹿 ５５

５３ △嶋田 純次西森 道男氏 栗田 徹 新冠 越湖牧場 B４５６＋１２ 〃 ハナ ３５３．２�
５１０ マ イ ネ ロ ア 牝２黒鹿５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋１４１：３８．５５ ３７３．５�
４８ サフランティアラ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春海原 聖一氏 高橋 義博 平取 高橋 啓 ４０６－ ４１：３９．１３� ３８４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，４９７，０００円 複勝： ７７，４９７，９００円 枠連： １２，０４３，７００円

馬連： ４９，５５３，３００円 馬単： ３９，５０４，２００円 ワイド： ２２，７５６，２００円

３連複： ６５，８３２，１００円 ３連単： １２１，０６３，２００円 計： ４１３，７４７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（５－７） １，８５０円

馬 連 �� ２，８９０円 馬 単 �� ４，８９０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ２５０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� １２，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２５４９７０ 的中 � ３２２０５（２番人気）
複勝票数 計 ７７４９７９ 的中 � ５５８２９（２番人気）� ４６８１５（４番人気）� ５３１５８４（１番人気）
枠連票数 計 １２０４３７ 的中 （５－７） ４８１０（８番人気）
馬連票数 計 ４９５５３３ 的中 �� １２６６１（１１番人気）
馬単票数 計 ３９５０４２ 的中 �� ５９７１（１４番人気）
ワイド票数 計 ２２７５６２ 的中 �� ８１１２（８番人気）�� ２４５７８（２番人気）�� ２４２０７（３番人気）
３連複票数 計 ６５８３２１ 的中 ��� ５０４５６（２番人気）
３連単票数 計１２１０６３２ 的中 ��� ７４１１（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３４．６―４６．７―５９．６―１：１２．７―１：２４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．７

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

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

勝馬の
紹 介

オメガキングティー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１２．８．１１ 新潟７着

２０１０．１．２６生 牡２鹿 母 ミュージックアワー 母母 ミ ュ ン シ ー ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※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 サクセスカーチス号・サクラフィアーブル号・ダイワロフティ号・ミラクルアスク号
※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。

第５回 中山競馬 第６日



３３０６３１２月１６日 晴 稍重 （２４中山５）第６日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時４５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

７１４ ホワイトポピー 牝２芦 ５４ 吉田 豊楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 ４２２－ ２１：１３．４ ５７．０�

２３ ヴェアリアスローズ 牝２栗 ５４ C．ルメール 小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 村上牧場 ３９６－ ６１：１３．８２� １０．５�
（仏）

６１２ ナムラビジン 牝２鹿 ５４ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４５４－ ２ 〃 クビ ２．４�
８１６ ポ ロ ロ ッ カ 牝２青鹿５４ 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ラツキー牧場 ４３８± ０１：１４．１２ ２０２．５�
４８ コスモキャロル 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 前川 義則 ４５２＋１２１：１４．２� ６３．２�
４７ タイセイゼニス 牝２黒鹿５４ 内田 博幸田中 成奉氏 武藤 善則 日高 藤本ファーム ４５６＋ ６１：１４．６２� ４．６�
６１１ シルバームーン 牝２芦 ５４ 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４２０－１８１：１４．７� １７７．１	
５９ ス タ ー ボ ウ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 高橋 裕 新冠 タニグチ牧場 ４５４＋ ４１：１４．８クビ ５６．２

３５ ヤマニンソルシェ 牝２芦 ５４ 田中 勝春土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４３８－ ６１：１５．０１� ９．２�
７１３ トーセンレインボー 牝２栗 ５４ 柴田 善臣島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６２＋ ２ 〃 クビ ７５．１
８１５ パッシートジビッボ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 平取 雅 牧場 ４３４± ０１：１５．１� １０．６�
１１ ラ ノ ラ ラ ク 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 ４７６＋１０１：１５．４１� １３．８�
５１０ キャビンクルー 牝２栗 ５４ 戸崎 圭太山上 和良氏 和田 正道 新冠 浜口牧場 ４２２－ ４１：１６．１４ ６．６�

（大井）

３６ ハナイチモンメ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀小菅 定雄氏 松山 康久 平取 高橋 啓 ４２２－ ６１：１６．８４ １３６．９�
１２ ウエストゲート 牝２青鹿５４ 和田 竜二 Him Rock Racing 田村 康仁 新ひだか 桜井牧場 ３９８＋ ２１：１８．７大差 ３３９．８�
２４ ミリオンガーネット 牝２栗 ５４

５２ △嶋田 純次�Basic 田島 俊明 新ひだか 乾 皆雄 ３８４－ ８１：１９．０１� ２２５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８９１，５００円 複勝： ３８，８０７，９００円 枠連： １３，５９１，７００円

馬連： ５７，１６４，３００円 馬単： ３８，９９９，８００円 ワイド： ２６，２９６，５００円

３連複： ７０，３５５，５００円 ３連単： １１５，９５８，９００円 計： ３８４，０６６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，７００円 複 勝 � １，２５０円 � ２８０円 � １５０円 枠 連（２－７） ８，３８０円

馬 連 �� ２５，８７０円 馬 単 �� ６１，３７０円

ワ イ ド �� ５，３９０円 �� １，８５０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １６，６００円 ３ 連 単 ��� ２７１，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２２８９１５ 的中 � ３１７０（９番人気）
複勝票数 計 ３８８０７９ 的中 � ５７９１（１１番人気）� ３３３８５（５番人気）� ９９４２４（１番人気）
枠連票数 計 １３５９１７ 的中 （２－７） １１９８（２７番人気）
馬連票数 計 ５７１６４３ 的中 �� １６３１（３９番人気）
馬単票数 計 ３８９９９８ 的中 �� ４６９（９１番人気）
ワイド票数 計 ２６２９６５ 的中 �� １１４０（３８番人気）�� ３４２７（２３番人気）�� １２２８０（４番人気）
３連複票数 計 ７０３５５５ 的中 ��� ３１２８（５１番人気）
３連単票数 計１１５９５８９ 的中 ��� ３１５（５００番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．３―１２．５―１３．２―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．６―４６．１―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３９．８
３ ・（１，３）１５（５，７，１４）１２－１６，１０（２，４，８）－（１３，９）－１１，６ ４ ・（１，３）１５，１４（５，７）１２－１６，８，１０（４，９）２，１３，１１＝６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホワイトポピー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１２．１１．１７ 東京１５着

２０１０．３．２８生 牝２芦 母 ヴァージンスノー 母母 ノベンバーサンライズ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミリオンガーネット号は，平成２５年１月１６日まで平地競走に出走できない。

ウエストゲート号は，平成２５年２月１６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） ２頭 クリノガッサン号・ソデフリン号
（非抽選馬） １頭 ホノオノマイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３３０６４１２月１６日 晴 稍重 （２４中山５）第６日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時１５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

１：５９．９
１：５９．９

良

良

４８ フェイムゲーム 牡２青鹿５５ C．スミヨン �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ６２：０２．７ １４．７�
（仏）

１２ シャイニーリーヴァ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 ４６４＋ ６２：０３．１２� １６．９�
６１２ トーセンターキー 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 岡田スタツド ４８４－ ２２：０３．３１� ６．４�
７１３ ヒカルデザイアー 牡２鹿 ５５ R．ムーア �橋 京子氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 ４７０－ ８２：０３．４� ６．３�

（英）

５９ ジェイケイネオ 牡２青鹿５５ 蛯名 正義小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４８２＋ ６ 〃 アタマ ４．２�
２４ ロンギングゴールド 牡２黒鹿５５ M．デムーロ坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６６－ ４２：０３．６１� ２．７	

（伊）

７１４ ナスシュウホウ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊小山田 満氏 高木 登 千歳 社台ファーム B４９８－ ６ 〃 ハナ ３７．０

８１６ カ ウ ウ ェ ラ 牡２青鹿５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム ４５２＋ ４２：０３．７� １３．５�
８１７ ワ ン パ ン チ 牡２芦 ５５

５３ △嶋田 純次 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４０６＋ ４２：０４．２３ １１２．８�
５１０ マイネルムーン 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 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 ４４０－ ４ 〃 アタマ １６２．８�
３６ サマーカエラ 牝２栗 ５４ 北村 宏司セゾンレースホース 高橋 祥泰 安平 追分ファーム ４２８＋ ４２：０４．５１� １３４．７�
８１８ グンジョウノソラ 牝２黒鹿５４ 石橋 脩内藤 好江氏 浅野洋一郎 新ひだか 本桐牧場 ４２６－ ２２：０４．７１� ３５８．５�
７１５ ミサキノドリーム 牝２栗 ５４ 大庭 和弥古賀 禎彦氏 高橋 義博 新ひだか 城地 清満 ４７６＋ ４２：０４．８� ４５２．１�
４７ ウインプライズ 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 ４４４＋ ６２：０５．１１� １９．９�

（大井）

２３ ショウナンアデヤカ 牝２芦 ５４ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 酒井牧場 ４４０－ ４２：０５．７３� ２１３．４�
１１ ローアンドオーダー 牝２鹿 ５４ 幸 英明中村 浩章氏 藤原 辰雄 様似 清水スタッド ４７８＋ ４２：０５．９１� ３５８．５�
６１１ チェリーヒュドラー 牡２青 ５５ 浜中 俊櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 大成牧場 ４５６＋ ２２：０８．１大差 ６０．４�
３５ ブリーズギフト 牝２黒鹿５４ 池添 謙一飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 ４４４－ ４２：０８．６３ １６５．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，１０９，８００円 複勝： ４８，０２３，５００円 枠連： １７，４５０，２００円

馬連： ６５，１１０，１００円 馬単： ４１，１６８，８００円 ワイド： ２８，５３３，４００円

３連複： ７９，３５２，１００円 ３連単： １２５，３２７，０００円 計： ４３３，０７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ３８０円 � ４６０円 � ２１０円 枠 連（１－４） ５，７３０円

馬 連 �� ８，０９０円 馬 単 �� １６，８１０円

ワ イ ド �� ２，６９０円 �� １，３２０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� ２０，２６０円 ３ 連 単 ��� １３５，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２８１０９８ 的中 � １５０８２（６番人気）
複勝票数 計 ４８０２３５ 的中 � ３１１４３（５番人気）� ２４９６７（６番人気）� ７３４８４（３番人気）
枠連票数 計 １７４５０２ 的中 （１－４） ２２５１（２０番人気）
馬連票数 計 ６５１１０１ 的中 �� ５９４３（２６番人気）
馬単票数 計 ４１１６８８ 的中 �� １８０８（５１番人気）
ワイド票数 計 ２８５３３４ 的中 �� ２５８１（２７番人気）�� ５４３９（１５番人気）�� ３８１５（２０番人気）
３連複票数 計 ７９３５２１ 的中 ��� ２８９１（５９番人気）
３連単票数 計１２５３２７０ 的中 ��� ６８４（３４５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．７―１２．６―１２．５―１２．５―１２．２―１１．９―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．３―３７．０―４９．６―１：０２．１―１：１４．６―１：２６．８―１：３８．７―１：５０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９
１
３

１１－１２（２，９）（１，７，１４）（８，６，１６）１３（５，１０）１７，４（１５，１８）－３・（１１，１２）９，２（７，１４）１（８，６）（１３，１６）１０（１５，１７，４）－１８－５，３
２
４

１１－１２（２，９）（１，７，１４）（８，６）１６－１３－（５，１０）１７（１５，４）１８－３・（１１，１２）９，２，１４（７，８）（１，１３）６，１０（１６，４）（１５，１７）１８－３，５

勝馬の
紹 介

フェイムゲーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アレミロード デビュー ２０１２．９．２９ 中山８着

２０１０．５．１１生 牡２青鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔制裁〕 フェイムゲーム号の騎手C．スミヨンは，負担重量について注意義務を怠り戒告。
〔その他〕 チェリーヒュドラー号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリーズギフト号は，平成２５年１月１６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 ボンジュールリリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３３０６５１２月１６日 晴 良 （２４中山５）第６日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時０５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

８１６ ノーヒッター 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 ４８２ ―１：３６．４ ８１．６�

２４ ダイワストリーム 牝２栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム ４８８ ― 〃 クビ ５．７�
７１４ ユニヴァーザライド 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２８ ―１：３６．６１� ６．５�
（豪）

３６ インナーアージ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４２２ ―１：３６．８１� ３．０�
５９ イーグルモア 牡２栗 ５５ C．スミヨン �千葉パブリックゴ

ルフコース 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５４ ― 〃 アタマ １７．７�
（仏）

４８ リボントリコロール 牝２芦 ５４ 横山 典弘 �グリーンファーム 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：３７．０１� ７．３	
６１２ ツキノウサギ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 ４４０ ― 〃 アタマ ５１．３

３５ シュペトレーゼ 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太 �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 ― 〃 ハナ １０．６�

（大井）

７１３ タイセイスカイ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 ４６８ ―１：３７．１� ２３．８�
４７ ラジアントカット 牡２栗 ５５ C．ルメール �G１レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：３７．２� ６．３

（仏）

５１０ フーラビューティー 牝２青鹿５４ 田中 勝春有限会社シルク田中 剛 安平 ノーザンファーム ４９２ ―１：３７．５２ ３９．９�
８１５ マ ン リ ー 牡２鹿 ５５ 津村 明秀古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ５１２ ―１：３８．５６ １００．９�
１２ ハイフェアレディー 牝２栗 ５４ 中谷 雄太井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４０８ ―１：３８．６� １７８．８�
６１１ フヨウムサシ 牡２栗 ５５

５３ △嶋田 純次刈屋 �氏 高市 圭二 浦河 目名太山口
牧場 ４３０ ― 〃 クビ ３７．８�

２３ ナイスアリウム 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 ４６２ ―１：４１．５大差 ２５４．２�

（１５頭）
１１ スマートホルス 牡２栗 ５５ 武 豊大川 徹氏 西園 正都 新冠 大栄牧場 ４８８ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２２，５４７，５００円 複勝： ３４，６３７，２００円 枠連： ２０，７６１，１００円

馬連： ４７，２７３，０００円 馬単： ３１，９３２，８００円 ワイド： ２０，９１３，２００円

３連複： ５２，４０９，５００円 ３連単： ８５，９３１，７００円 計： ３１６，４０６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，１６０円 複 勝 � １，８４０円 � ２１０円 � ２５０円 枠 連（２－８） １４，６４０円

馬 連 �� ３８，０１０円 馬 単 �� １２２，７５０円

ワ イ ド �� ８，０５０円 �� ８，８５０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ７３，８２０円 ３ 連 単 ��� ９１９，１００円

票 数

単勝票数 差引計 ２２５４７５（返還計 １６３５４） 的中 � ２１８０（１２番人気）
複勝票数 差引計 ３４６３７２（返還計 ２５８３９） 的中 � ３８５７（１２番人気）� ５０９９７（２番人気）� ３９３６８（５番人気）
枠連票数 差引計 ２０７６１１（返還計 ２６５） 的中 （２－８） １０４７（２９番人気）
馬連票数 差引計 ４７２７３０（返還計１０１３９９） 的中 �� ９１８（５９番人気）
馬単票数 差引計 ３１９３２８（返還計 ６８２８９） 的中 �� １９２（１４４番人気）
ワイド票数 差引計 ２０９１３２（返還計 ４１０６２） 的中 �� ６２１（５６番人気）�� ５６４（６２番人気）�� ６７９６（１０番人気）
３連複票数 差引計 ５２４０９５（返還計１８３８６８） 的中 ��� ５２４（１４１番人気）
３連単票数 差引計 ８５９３１７（返還計２８８７５７） 的中 ��� ６９（１２４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２４．０―３６．０―４８．５―１：００．８―１：１２．９―１：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．６

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

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

勝馬の
紹 介

ノーヒッター �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 タイキブリザード 初出走

２０１０．３．３０生 牡２黒鹿 母 レ オ リ ズ ム 母母 リヴァーシャルマン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 スマートホルス号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナイスアリウム号は，平成２５年１月１６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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 コスモマートレット号・ダイワボビー号・ナムラショウリ号・ヒシエメラルド号・ビッグワンボーイ号・

ベニバナタイザン号・ルタドール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３３０６６１２月１６日 晴 良 （２４中山５）第６日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

７９ サトノイクシード 牡２鹿 ５５ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ５１６ ―２：００．１ ２．９�

８１２ ダンシングツル 牡２栗 ５５ 田辺 裕信 K.C．タン氏 小西 一男 浦河 今井 秀樹 ４９０ ― 〃 ハナ ３３．７�
４４ � キ ャ バ ー ン 牡２栗 ５５ 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 米 Yoshiyuki Ito ５１６ ―２：００．７３� ２．８�
１１ タケデンアプローズ 牡２鹿 ５５ 二本柳 壮武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ５０８ ―２：００．９１� ２０．１�
５５ ク レ イ オ ス 牡２鹿 ５５

５３ △嶋田 純次柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ５０６ ―２：０１．２２ ２３．８�
３３ ベルゲンクライ 牡２芦 ５５ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４８８ ―２：０１．４１ １３．４�
６７ エメラルパワー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春高橋 勉氏 土田 稔 平取 スガタ牧場 ４７４ ― 〃 クビ １５．５	
７１０ マザーズアイ 牝２栗 ５４ 江田 照男西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 ４５８ ―２：０１．５� ４６．６

２２ キョウワカイザー 牡２芦 ５５ 内田 博幸�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 ５０８ ―２：０１．７１� ４．６�
８１１ エーブスーパーマン 牡２栗 ５５ 柴田 大知 �レーシングホース

ジャパン 清水 英克 新ひだか 小河 豊水 ４４２ ―２：０３．４大差 ５２．９
５６ グレートエスケープ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司 H.R.H．プリンセス・ハヤ 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８２ ―２：０４．３５ ４７．９�
６８ マグナムアウトロー 牡２栗 ５５ 竹之下智昭飯田総一郎氏 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ５１８ ―２：０６．７大差 １４０．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，４６９，８００円 複勝： ３１，２４９，２００円 枠連： １３，４１０，０００円

馬連： ５０，３４９，７００円 馬単： ３６，５６３，９００円 ワイド： ２１，１９３，８００円

３連複： ５７，７２４，４００円 ３連単： １０９，２９１，２００円 計： ３４１，２５２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ５６０円 � １３０円 枠 連（７－８） ２，４００円

馬 連 �� ６，３９０円 馬 単 �� ８，５８０円

ワ イ ド �� １，６７０円 �� １８０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� ４，４９０円 ３ 連 単 ��� ３２，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２１４６９８ 的中 � ５９１９２（２番人気）
複勝票数 計 ３１２４９２ 的中 � ７５０６５（２番人気）� ８７４９（９番人気）� ７８１７４（１番人気）
枠連票数 計 １３４１００ 的中 （７－８） ４１２５（１１番人気）
馬連票数 計 ５０３４９７ 的中 �� ５８１６（２０番人気）
馬単票数 計 ３６５６３９ 的中 �� ３１４８（２９番人気）
ワイド票数 計 ２１１９３８ 的中 �� ２５６９（２５番人気）�� ４０５２７（１番人気）�� ２８５４（２０番人気）
３連複票数 計 ５７７２４４ 的中 ��� ９４８９（１４番人気）
３連単票数 計１０９２９１２ 的中 ��� ２５１７（９８番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．１―１３．５―１４．０―１３．４―１３．２―１３．４―１３．４―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．４―３８．９―５２．９―１：０６．３―１：１９．５―１：３２．９―１：４６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．８―３F４０．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

サトノイクシード �
�
父 Street Sense �

�
母父 Distorted Humor 初出走

２０１０．４．２７生 牡２鹿 母 ヴィヴァシャスヴィヴィアン 母母 Tuzla １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 サトノイクシード号は，４コーナーから最後の直線コースにかけて内側に逃避したことについて平地調教注意。

ダンシングツル号は，最後の直線コースで外側および内側に逃避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〕 マグナムアウトロー号は，平成２５年１月１６日まで平地競走に出走できない。



３３０６７１２月１６日 晴 良 （２４中山５）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時０５分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
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

２３ ハッピーマリーン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義道永 幸治氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ５１４－ ６１：５５．０ １．７�

３６ � マ レ ン カ ヤ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４５０＋ ４１：５６．２７ ２８１．１�
３５ ファーマジェンヌ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４９６－ ２１：５６．３� ４．６�
４７ ツーオブアス 牝３黒鹿５４ 石橋 脩�前川企画 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：５６．７２� ３５．８�
１２ ニシノキュアノス 牝５青鹿５５ 幸 英明西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B５００－ ４ 〃 ハナ １２．２�
５１０ ミラクルフラッグ 牝５栗 ５５ 田中 博康小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B４９８＋ ４ 〃 クビ １２２．１�
８１６ カルトマリーヌ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４８＋ ５１：５６．９１� １４７．９

５９ ノーブルガイア 牝３黒鹿５４ 梶 晃啓菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 ４３２± ０１：５７．１１� １６０．０�
８１５ チャードリー 牝３青鹿５４ 福永 祐一	G１レーシング 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２４－１６１：５７．２クビ １９．５�
１１ シンクオブミー 牝４鹿 ５５ 吉田 豊島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４８８＋１６１：５７．７３ １３．０
６１１ コーラルビュー 牝４鹿 ５５ R．ムーア 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 ４８４－ ２１：５８．１２� ３４．０�
（英）

６１２ オペラフォンテン 牝４栗 ５５ 戸崎 圭太吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 B４８０＋ ８１：５８．５２� ３０．４�
（大井）

７１３ トーセンエトワール 牝４鹿 ５５ 松岡 正海島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５１４－１２１：５９．６７ １３３．９�

７１４ ケイツークロート 牝３栗 ５４ 田中 勝春楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム ４５０＋１２１：５９．９２ ５６．６�
２４ トーセンビート 牝４鹿 ５５ 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 ４８４± ０ 〃 ハナ ２９．２�
４８ カアチャンコワイ 牝３芦 ５４ 竹之下智昭國分 純氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム ４８８＋１０２：０３．２大差 ２４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，８９２，０００円 複勝： ７１，４５０，７００円 枠連： ２３，８３２，０００円

馬連： ７６，６６７，６００円 馬単： ６１，７１９，７００円 ワイド： ３２，５３６，４００円

３連複： ９４，３９３，４００円 ３連単： １８２，２１０，７００円 計： ５７３，７０２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ５，１９０円 � １５０円 枠 連（２－３） ３２０円

馬 連 �� ２４，４６０円 馬 単 �� ２５，３００円

ワ イ ド �� ６，０２０円 �� １８０円 �� １１，８３０円

３ 連 複 ��� ２５，７１０円 ３ 連 単 ��� １３３，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３０８９２０ 的中 � １５０７９３（１番人気）
複勝票数 計 ７１４５０７ 的中 � ４０９０１２（１番人気）� １２６９（１６番人気）� ８９００６（２番人気）
枠連票数 計 ２３８３２０ 的中 （２－３） ５６４８９（１番人気）
馬連票数 計 ７６６６７６ 的中 �� ２３１４（４２番人気）
馬単票数 計 ６１７１９７ 的中 �� １８０１（５３番人気）
ワイド票数 計 ３２５３６４ 的中 �� １０６８（５３番人気）�� ６５８８８（１番人気）�� ５４０（７１番人気）
３連複票数 計 ９４３９３４ 的中 ��� ２７１０（６３番人気）
３連単票数 計１８２２１０７ 的中 ��� １００４（２８９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１３．０―１３．３―１２．４―１２．１―１３．２―１３．１―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３７．２―５０．５―１：０２．９―１：１５．０―１：２８．２―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F４０．０
１
３
３，４，１１－（２，８）１２（６，１３）１５（１，１６）９（５，７）１４，１０
３（４，１２，５）２，１６，１１（６，１４）（１３，１５）（１０，７）（８，９）１

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

勝馬の
紹 介

ハッピーマリーン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．３．１８ 中山１着

２００９．３．３生 牝３栗 母 ノンストップラブ 母母 ノンストップレディ ９戦２勝 賞金 ２５，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カアチャンコワイ号は，平成２５年１月１６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。
（非抽選馬） ３頭 コスモディクタット号・ジョウテンオリーヴ号・チェルカトローバ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３３０６８１２月１６日 晴 良 （２４中山５）第６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

８１５ エイコオウイング 牝４鹿 ５５ 横山 典弘木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７８＋ ６１：１１．１ ４．２�

１１ テンエイエスプリ 牡５栗 ５７ 田中 勝春熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人
天栄牧場 ４９６＋ ６ 〃 アタマ ６３．９�

２３ ガ ク ニ ホ シ 牡６鹿 ５７ 江田 照男矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４９８＋ ６１：１１．３１� １１．７�
６１２ シゲルシゲザネ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４７６＋ ４１：１１．４� ８．３�
７１３ トーセンナスクラ 牡４黒鹿５７ 浜中 俊島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４８０＋ ６ 〃 ハナ ７．８�
４７ ワンダーキラメキ 牡６栗 ５７ C．ウィリアムズ 山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B４９０± ０１：１１．６� ４．９�

（豪）

８１６ ジャーグラット 牡４栗 ５７ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４４０＋ ６１：１１．８１� １５．６	
４８ サクラシリアス 牡５鹿 ５７ 北村 宏司
さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４８８＋ ４１：１１．９� ７６．９�
７１４ キンショーユウジャ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５１６＋１０１：１２．０� １２．９�
６１１ 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 ４７６＋ ４１：１２．１� ５．１
２４ � トウショウアトム 牡６黒鹿５７ 上野 翔トウショウ産業
 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B５２０＋１０１：１２．３１ ９５．２�
５１０ ラヴリードリーム 牝６青鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 静内 松田 三千雄 ４７４－ ８１：１２．５１ ２４．１�
１２ ウネントリッヒ 牝５栗 ５５ 幸 英明宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４５８＋ ４１：１２．６クビ １１１．９�
３６ カリスマアキラ 牡３栗 ５６ R．ムーア Him Rock Racing 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４６６± ０１：１２．９２ ２４．０�

（英）

３５ � スマートスパークル 牡６栗 ５７ 田辺 裕信栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ４９８＋ ４１：１３．０� １５０．６�
５９ プリティスター 牝５栗 ５５

５３ △嶋田 純次横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 新ひだか 原 光彦 ４６８－ ２１：１３．９５ ２１３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，５８９，９００円 複勝： ５５，０４６，９００円 枠連： ２８，４５８，４００円

馬連： ８８，４４２，８００円 馬単： ４９，９２４，０００円 ワイド： ３７，９９２，１００円

３連複： １０８，７３８，２００円 ３連単： １７１，６２４，７００円 計： ５６８，８１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２００円 � １，３５０円 � ３２０円 枠 連（１－８） ５，５３０円

馬 連 �� １５，０９０円 馬 単 �� ２３，７４０円

ワ イ ド �� ４，４４０円 �� １，０８０円 �� ６，３６０円

３ 連 複 ��� ４４，６４０円 ３ 連 単 ��� ２４７，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２８５８９９ 的中 � ５４８９８（１番人気）
複勝票数 計 ５５０４６９ 的中 � ８８９１１（２番人気）� ８６２３（１１番人気）� ４５４４５（６番人気）
枠連票数 計 ２８４５８４ 的中 （１－８） ３８０４（１９番人気）
馬連票数 計 ８８４４２８ 的中 �� ４３２８（４６番人気）
馬単票数 計 ４９９２４０ 的中 �� １５５２（８４番人気）
ワイド票数 計 ３７９９２１ 的中 �� ２０７３（４７番人気）�� ９０６３（１４番人気）�� １４３８（５６番人気）
３連複票数 計１０８７３８２ 的中 ��� １７９８（１２３番人気）
３連単票数 計１７１６２４７ 的中 ��� ５１２（６８５番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．２―１１．１―１２．１―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．０―３３．１―４５．２―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３８．０
３ ・（１１，１４）－（１，４）１５－（１０，１３）３（７，１６）（２，８）６，１２（５，９） ４ ・（１１，１４）（１，４）１５（１０，１３）３，１６，７（２，８）１２，６（５，９）

勝馬の
紹 介

エイコオウイング �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２０１０．１１．１３ 東京８着

２００８．５．１２生 牝４鹿 母 ホクトブルーバード 母母 ホクトフローラ ２１戦４勝 賞金 ５３，７６７，０００円
※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 スターゲイジング号・タニセンジャッキー号・ハワイアンシュガー号・ラフアウェイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０６９１２月１６日 晴 良 （２４中山５）第６日 第９競走 ��
��２，０００�千 葉 テ レ ビ 杯

発走１４時１０分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
千葉テレビ杯（１着）

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

４４ ダ ノ ン ミ ル �４栗 ５７ 浜中 俊�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６８－ ６２：００．１ ４．２�

６９ オリエンタルジェイ 牡５黒鹿５７ 吉田 豊棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ５０４＋ ４ 〃 クビ １７．５�
７１１ マイネルシュライ 牡４青 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４９４＋ ８２：００．４２ ３．７�

３３ オメガブレイン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８２：００．５クビ １０．６�
５６ 	 コスモワイルド 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 河津 裕昭 日高 白瀬 明 B４６０＋ ４ 〃 クビ ２１．８�

（川崎） （大井）

５７ オマワリサン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５２２＋ ６２：００．６
 ２３．７	
４５ マルターズグロウヴ 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ５０６－ ２２：００．９１� ８９．０

８１２ ラヴェルソナタ �４鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ４２：０１．１１� １８．４�
６８ 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 ５００－ ４２：０１．５２
 １７１．９�
１１ ヘレナモルフォ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 ４５２± ０２：０１．７１� ７．２
８１３	 トキノドラゴン 牡３鹿 ５６ 郷間 勇太�山 昭氏 河津 裕昭 新ひだか 山野牧場 ４２６－ ２２：０２．５５ ３１０．９�

（川崎） （川崎）

２２ ダイヤモンドアスク 牝４黒鹿５５ 幸 英明廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４４２＋ ４２：０３．９９ ４４．９�
７１０ ピサノカルティエ 牡６鹿 ５７ R．ムーア 市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９２－ ２ （競走中止） ３．７�

（英）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３８，９００，９００円 複勝： ６８，７６１，８００円 枠連： ３１，９１１，６００円

馬連： １２３，８８０，７００円 馬単： ７５，９１５，５００円 ワイド： ５２，６８６，３００円

３連複： １４６，３４６，３００円 ３連単： ２６８，２２８，１００円 計： ８０６，６３１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � ４３０円 � １５０円 枠 連（４－６） ３，３００円

馬 連 �� ３，５９０円 馬 単 �� ６，４００円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ３９０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ４，６５０円 ３ 連 単 ��� ３０，０１０円

票 数

単勝票数 計 ３８９００９ 的中 � ７４５５１（３番人気）
複勝票数 計 ６８７６１８ 的中 � １００４４５（３番人気）� ３１１７４（７番人気）� １５５０６５（１番人気）
枠連票数 計 ３１９１１６ 的中 （４－６） ７１４８（１３番人気）
馬連票数 計１２３８８０７ 的中 �� ２５４８２（１４番人気）
馬単票数 計 ７５９１５５ 的中 �� ８７５９（２７番人気）
ワイド票数 計 ５２６８６３ 的中 �� １０８１９（１４番人気）�� ３６９３６（２番人気）�� １１６９６（１２番人気）
３連複票数 計１４６３４６３ 的中 ��� ２３２７１（１３番人気）
３連単票数 計２６８２２８１ 的中 ��� ６５９７（９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３６．０―４８．０―１：００．１―１：１１．６―１：２３．７―１：３５．４―１：４７．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダ ノ ン ミ ル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神２着

２００８．３．２４生 �４栗 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー １１戦３勝 賞金 ４９，４２８，０００円
〔競走中止〕 ピサノカルティエ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため４コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 マイネルシュライ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（６番・１２番への進路影響）

オメガブレイン号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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または施行団体名を表示している。

３３０７０１２月１６日 晴 良 （２４中山５）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�

ちゅうとう

仲冬ステークス
発走１４時４５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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ ワールドエンド 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 Him Rock Racing 斎藤 誠 新冠 新冠伊藤牧場 ５１８－ ２１：１０．３ ４．６�
（大井）

６１２ キョウワダッフィー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ４５６－１０１：１０．６２ ３．１�
６１１ カフェシュプリーム 牡３鹿 ５６ 武 豊西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５１２± ０１：１０．７� ５．２�
２４ ハッピーカオル 牡５青 ５７ 岩田 康誠芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ４１：１０．９１ １２．１�
４８ � ズ ン ダ モ チ 牡６芦 ５７ 浜中 俊吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５４０－ ６ 〃 クビ ２１．３�
４７ ノボレインボー 牝６芦 ５５ 和田 竜二�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５２２＋ ２１：１１．１１	 ９６．１	
７１３ ケイアイダイオウ 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５４８－ ６１：１１．２クビ １６．６

１２ サザンブレイズ 牡４栗 ５７ R．ムーア 南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４８０＋ ２１：１１．３� ３１．２�

（英）

８１５ チャンピオンラブ 牡６青鹿５７ 幸 英明坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４９０＋１２ 〃 ハナ １６１．６�
５１０ サマーソング 牝５鹿 ５５ 田中 勝春セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ４１：１１．４� １５．８
２３ ハンマープライス 牡６栗 ５７ 木幡 初広 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８８－ ６ 〃 クビ １８７．４�
３５ グローリールピナス 牝６栃栗５５ 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８０＋ ６１：１１．５
 ２７０．９�
７１４ トーホウプリンセス 牝５栗 ５５ 北村 宏司東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ５００＋１４１：１１．７１	 １１．８�
５９ カフェマーシャル 牡６芦 ５７ 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５２２＋１４ 〃 ハナ ９２．５�
３６ � エーシンジェイワン 牡４栗 ５７ 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B５４０± ０１：１１．８� ８．７�
１１ � カフェレジェンド 牡７青鹿５７ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５２６± ０ 〃 アタマ １１２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５３，９６４，５００円 複勝： ９７，１３１，９００円 枠連： ４４，５４７，２００円

馬連： １９２，０５９，１００円 馬単： １０１，５８０，４００円 ワイド： ６９，９４３，８００円

３連複： ２１７，１４６，４００円 ３連単： ３８７，１５２，６００円 計： １，１６３，５２５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（６－８） ４７０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ４４０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ７，３８０円

票 数

単勝票数 計 ５３９６４５ 的中 � ９３０８２（２番人気）
複勝票数 計 ９７１３１９ 的中 � １５０５２６（２番人気）� ２５６２８４（１番人気）� １３５２６７（３番人気）
枠連票数 計 ４４５４７２ 的中 （６－８） ７０９６８（１番人気）
馬連票数 計１９２０５９１ 的中 �� １７２６５５（２番人気）
馬単票数 計１０１５８０４ 的中 �� ３８３９８（４番人気）
ワイド票数 計 ６９９４３８ 的中 �� ５７８３１（１番人気）�� ３７２８３（３番人気）�� ４９８３８（２番人気）
３連複票数 計２１７１４６４ 的中 ��� １２８８０２（１番人気）
３連単票数 計３８７１５２６ 的中 ��� ３８７５９（４番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．５―１１．０―１１．８―１２．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．２―３３．２―４５．０―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワールドエンド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２０１１．９．１８ 中山３着

２００９．５．１７生 牡３鹿 母 レーシングハート 母母 ベリーグランド ９戦４勝 賞金 ５７，９８４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１レース目



３３０７１１２月１６日 晴 良 （２４中山５）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第６４回朝日杯フューチュリティステークス（ＧⅠ）

発走１５時２５分 （芝・右・外）

牡・牝，２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞・日本軽種馬協会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ７０，０００，０００円 ２８，０００，０００円 １８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ７，０００，０００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

レースレコード

１：３３．４
１：３３．１
１：３３．４

良

良

良

７１４ ロ ゴ タ イ プ 牡２黒鹿５５ M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：３３．４ ３４．５�
（伊）

３５ コ デ ィ ー ノ 牡２黒鹿５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ １．３�
２３ ゴットフリート 牡２栗 ５５ C．スミヨン �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：３３．８２� １５．７�

（仏）

６１２ フラムドグロワール 牡２栗 ５５ C．ウィリアムズ 有限会社シルク藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４９０± ０１：３３．９� ２４．６�
（豪）

４７ ティーハーフ 牡２栗 ５５ 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３６－ ２ 〃 クビ ２７．１�

８１６ ノ ウ レ ッ ジ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９０＋ ２１：３４．０クビ ５８．６�

３６ ラブリーデイ 牡２黒鹿５５ C．ルメール 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 ４７２－ ２ 〃 クビ １６．２


（仏）

５９ � エーシントップ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊	栄進堂 西園 正都 米
Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

５３２－ ２１：３４．１クビ ７．３�
４８ クラウンレガーロ 牡２栗 ５５ 幸 英明矢野 悦三氏 日吉 正和 新冠 大栄牧場 ４５６＋１２ 〃 ハナ ３６．４�
１２ ネオウィズダム 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：３４．２� ６６．９
６１１ アットウィル 牡２栗 ５５ 岩田 康誠宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ １０９．８�
１１ ザ ラ ス ト ロ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 ４９２＋ ４１：３４．３クビ ６２．０�
２４ テイエムイナズマ 牡２黒鹿５５ 池添 謙一竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ５１０＋１０１：３４．５１� ４４．１�
７１３ ディアセルヴィス 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 ４５４＋ ４１：３４．６� ２７４．１�
５１０ ワキノブレイブ 牡２青鹿５５ 福永 祐一脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４６８＋ ６１：３４．７クビ １５３．７�
８１５� マイネルエテルネル 牡２栗 ５５ 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd ４７０－ ２１：３４．９１	 １３５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７４，０５５，２００円 複勝： ７４６，３４９，０００円 枠連： ３１１，９７７，９００円

馬連： １，４０２，６１０，３００円 馬単： １，１４５，３０２，０００円 ワイド： ４９６，０９３，９００円

３連複： ２，０４３，７００，９００円 ３連単： ５，４８０，６５９，３００円 計： １２，１００，７４８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４５０円 複 勝 � ４５０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（３－７） １，３８０円

馬 連 �� １，５６０円 馬 単 �� ７，７７０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ２，２７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ４，５３０円 ３ 連 単 ��� ５４，８８０円

票 数

単勝票数 計４７４０５５２ 的中 � １０８４１８（７番人気）
複勝票数 計７４６３４９０ 的中 � １６５８０１（７番人気）� ４９６６８５７（１番人気）� ３０５７７５（４番人気）
枠連票数 計３１１９７７９ 的中 （３－７） １６７８１６（７番人気）
馬連票数 計１４０２６１０３ 的中 �� ６６７２７１（６番人気）
馬単票数 計１１４５３０２０ 的中 �� １０８７８２（１８番人気）
ワイド票数 計４９６０９３９ 的中 �� １８５０４９（６番人気）�� ４８８７２（２３番人気）�� ３７７９７３（３番人気）
３連複票数 計２０４３７００９ 的中 ��� ３３３３７３（１４番人気）
３連単票数 計５４８０６５９３ 的中 ��� ７３７１２（１４６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．０―１１．５―１１．９―１２．２―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．９―３３．９―４５．４―５７．３―１：０９．５―１：２１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．１

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

勝馬の
紹 介

ロ ゴ タ イ プ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．６．２４ 函館１着

２０１０．３．１０生 牡２黒鹿 母 ステレオタイプ 母母 スターバレリーナ ６戦３勝 賞金 １００，９２８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タマモベストプレイ号
（非抽選馬） ９頭 アポロオラクル号・エールブリーズ号・クリノチョモランマ号・ケンブリッジサン号・コトブキゴールド号・

コパノリチャード号・トーセンパワフル号・ヘルデンテノール号・メイショウオオゼキ号
※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。

３３０７２１２月１６日 晴 良 （２４中山５）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�

なんそう

南総ステークス
発走１６時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．１２．１７以降２４．１２．９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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

２３ ボストンエンペラー 牡４黒鹿５７ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６６± ０１：０８．０ ４．５�

１２ ル リ ニ ガ ナ 牝４鹿 ５４ 松岡 正海�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 B４７０－ ２ 〃 クビ ７．３�
４８ サクラアドニス 牡４黒鹿５６ 横山 典弘�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６４－ ２１：０８．１クビ ５．１�
５９ � シゲルアセロラ 牡３黒鹿５５ 勝浦 正樹森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

４８６＋ ４１：０８．２� １８．３�
７１４ アグネスウイッシュ 牡４黒鹿５７ 武 豊渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ５１０＋ ４ 〃 アタマ ６．６�
６１１ ウインバンディエラ 牡６栗 ５３ 岩田 康誠�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４７０＋ ６１：０８．３クビ ８２．７	
２４ シルクウェッジ 牡５青鹿５６ 蛯名 正義有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ５００＋ ４ 〃 クビ ２８．２

１１ エ ス カ ー ダ 牡５青鹿５４ 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４７４± ０ 〃 アタマ ７９．６�
４７ コンサートレディ 牝３鹿 ５３ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 ４６４－ ６１：０８．４� ２０．８�
６１２ ターニングポイント 	７青鹿５４ 大庭 和弥山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 B４７４＋ ６１：０８．６１
 ５０．６
７１３ ジャーエスペランサ 牡３鹿 ５４ 幸 英明本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４８２＋１６ 〃 ハナ ５４．２�
５１０ バクシンカーリー 牝５鹿 ５３ 吉田 豊杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ５０４＋１２１：０８．７� １５．４�
３５ マイネルエデン 牡６鹿 ５３ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５２２＋１８１：０８．９１� １６１．７�
３６ ブルームーンピサ 牝５芦 ５４ M．デムーロ市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４７８＋ ４ 〃 アタマ ９．６�

（伊）

８１５ ゴーハンティング 牡４黒鹿５７ R．ムーア �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム ５０８＋ ６ 〃 アタマ ９．１�
（英）

８１６ ダンスファンタジア 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：０９．２１� １５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６２，７０６，８００円 複勝： １０４，３５８，１００円 枠連： ５５，７３２，１００円

馬連： ２０５，４２２，９００円 馬単： １０８，００１，３００円 ワイド： ８０，６１１，９００円

３連複： ２５１，６１０，６００円 ３連単： ４３９，２９５，９００円 計： １，３０７，７３９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � １７０円 枠 連（１－２） １，１９０円

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，７７０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ３５０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� １０，４６０円

票 数

単勝票数 計 ６２７０６８ 的中 � １１２２２５（１番人気）
複勝票数 計１０４３５８１ 的中 � １９７７９５（１番人気）� １０８２４２（３番人気）� １６５００７（２番人気）
枠連票数 計 ５５７３２１ 的中 （１－２） ３４５９９（３番人気）
馬連票数 計２０５４２２９ 的中 �� １０９１６１（２番人気）
馬単票数 計１０８００１３ 的中 �� ２８８４７（３番人気）
ワイド票数 計 ８０６１１９ 的中 �� ４３４８９（２番人気）�� ６０１３０（１番人気）�� ２９３３８（５番人気）
３連複票数 計２５１６１０６ 的中 ��� ８９９９６（１番人気）
３連単票数 計４３９２９５９ 的中 ��� ３１０２０（３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１０．８―１１．２―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．１―４４．３―５５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボストンエンペラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アイネスフウジン デビュー ２０１０．１０．１６ 京都８着

２００８．１．２７生 牡４黒鹿 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー ２１戦５勝 賞金 １０５，２６２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 ルリニガナ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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 オーシャンカレント号・サザンスターディ号・ストロングポイント号・ダイメイザクラ号・ツルマルジュピター号・

バートラムガーデン号・プリンセスメモリー号
※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。

３レース目



（２４中山５）第６日 １２月１６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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

３２２，５９０，０００円
２，０８０，０００円
９，３１０，０００円
３，１９０，０００円
２９，１８０，０００円
６２，７７０，５００円
５，３７６，０００円
１，７６６，４００円

勝馬投票券売得金
８２８，９１６，０００円
１，４２１，０７３，０００円
５８５，４７２，９００円
２，４０４，８９９，３００円
１，７６８，１３１，４００円
９１２，６５１，３００円
３，２５４，２０３，３００円
７，６１１，０２６，８００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 １８，７８６，３７４，０００円

総入場人員 ３６，８７０名 （有料入場人員 ３２，６３４名）


