
３３０６１１２月１６日 晴 良 （１９中山５）第６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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

８１５� クレムリンエッグ 牡２栗 ５５ 吉田 隼人�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell
Farm ４７２＋ ６１：１２．９ ６．３�

５９ ザシークレット 牡２芦 ５５ 蛯名 正義 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ５１８＋ ６ 〃 アタマ ４．２�
７１４ ハタノギャラン 牝２栗 ５４ 小林 淳一 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７０＋ ８１：１３．０� ８．３�
３５ � ライトオブピース 牡２鹿 ５５ 横山 典弘前田 幸治氏 古賀 史生 米 R. Brodie, J. Buck-

ley & R. Scanlon ４９０± ０１：１３．２１� ２．８�
４８ � サンターナズギフト 牡２黒鹿５５ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４５８－ ４１：１４．０５ ４．７�
２３ ナスノマツカゼ 牡２栗 ５５ 田中 勝春	須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 ４５６＋ ２１：１４．４２	 １２．７

６１１ キモンホワイト 牡２芦 ５５ 戸崎 圭太小林 祥晃氏 上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４９６＋１０１：１４．６１ ２８．５�

（大井）

７１３� ホットスウェル 牝２黒鹿５４ 池添 謙一吉澤 克己氏 相沢 郁 米
Donald and R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

４７８－ ４１：１４．８１	 ６５．１�
３６ クインズウイスパー 牝２鹿 ５４ 武士沢友治嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４４８－ ４１：１４．９� ２５９．７
２４ ニューカマー 牡２芦 ５５ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 坂本 春雄 ４９２＋ ８１：１５．８５ ２６５．４�
８１６
 サチノインパクト 牡２鹿 ５５ 村上 忍佐藤 幸彦氏 嶋田 功 門別 門別 正 ４７６－ ４１：１６．０１ ３７９．２�

（岩手）

６１２ グランディブルー 牝２鹿 ５４ 吉田 豊関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 ４９２＋ ２１：１６．１	 ２２９．４�
５１０
 バ シ ケ ー ン 牡２栗 ５５ 大庭 和弥石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 B４３４＋ ６１：１６．３１ １９４．６�
１１ ナイスコマンダー 牡２鹿 ５５ 木幡 初広水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B４６０＋ ４１：１７．０４ １４７．５�
４７ 
 ウエスタンアイビス 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹西川 賢氏 的場 均 静内 北西牧場 ４５４＋ ２１：１７．７４ ２４２．７�
１２ シークエンサー 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次内藤 好江氏 矢野 照正 門別 中館牧場 ４２０－ ４１：１８．４４ ３４８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９３８，３００円 複勝： ２８，２８６，５００円 枠連： １８，７６３，３００円

普通馬連： ８１，５０６，７００円 馬単： ７９，６７２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４５０，４００円

３連複： １０７，８５４，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３５４，４７１，９００円

払 戻 金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（５－８） １，３２０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ７４０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ３，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６９３８３ 的中 � ２１４９４（４番人気）
複勝票数 計 ２８２８６５ 的中 � ４２０３３（４番人気）� ５０２００（３番人気）� ２５４３１（５番人気）
枠連票数 計 １８７６３３ 的中 （５－８） １０５４３（６番人気）
普通馬連票数 計 ８１５０６７ 的中 �� ５４６０２（５番人気）
馬単票数 計 ７９６７２４ 的中 �� ２０７９７（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４５０４ 的中 �� １３８３９（６番人気）�� ６９２６（１２番人気）�� ７６５７（９番人気）
３連複票数 計１０７８５４３ 的中 ��� ２５０２７（１４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１２．５―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．８―４７．３―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クレムリンエッグ �
�
父 Snow Ridge �

�
母父 Mythical Ruler デビュー ２００７．１０．２１ 東京３着

２００５．４．１１生 牡２栗 母 Eleni 母母 Miss Carissa ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナイスコマンダー号・ウエスタンアイビス号・シークエンサー号は，平成２０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） ４頭 エリカオンヒル号・ダイメイガール号・ダイワプレシャス号・リネンエース号
（非抽選馬） ３頭 カゼノビューティ号・ショウナンアローン号・ベルグラスカル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３３０６２１２月１６日 晴 良 （１９中山５）第６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
１：５２．５

良

不良

３４ � フェイクスパ 牡２黒鹿 ５５
５３ △田中 博康山上 和良氏 中川 公成 浦河 谷口牧場 ４９８－ ２１：５７．９ ５９．７�

３５ � ファンキーテーラー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義松本 俊廣氏 勢司 和浩 大樹 大樹ファーム ４７８＋ ２１：５９．５１０ ２．８�
８１５� ユウターヴェルデ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ５０２＋ ６１：５９．６� ５．３�
２２ � レオフロンティア 牡２鹿 ５５ 村田 一誠�レオ 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 ４８０± ０２：００．６６ １５．１�
６１０ エムオーティンバー 牡２栗 ５５ 丹内 祐次大浅 貢氏 久保田貴士 門別 門別牧場 ５００＋ ２２：００．７� ４．５�
６１１� サチノスクランブル 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹佐藤 幸彦氏 嶋田 潤 門別 中村牧場 ４７８＋３０２：００．９１� １４．６�
７１３� ミラクルロザリオ 牡２鹿 ５５ 小野 次郎本間 茂氏 柴田 政人 えりも 上島牧場 ４８０± ０２：０１．０� ４９．６	
５８ ノボディーヴォ 牡２栗 ５５ 村上 忍�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４８６＋１２２：０１．３１� ２３．５


（岩手）

８１４ スプリングアンリ 牡２栗 ５５ 菊沢 隆徳加藤 春夫氏 斎藤 誠 様似 宮本 一輝 B５１４± ０２：０１．４クビ ２０．７�
２３ � ドリームブレイド 牡２黒鹿５５ 戸崎 圭太セゾンレースホース� 上原 博之 三石 坂本牧場 ４３４－ ２２：０２．０３� ８２．１�

（大井）

７１２ レ ア リ ゼ 牡２栗 ５５ 田中 剛井上 修一氏 根本 康広 新冠 豊巻牧場 ４６６＋２６２：０２．８５ ４３．２
４６ エーシンダカーポ 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一平井 宏承氏 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 ４８６＋ ２２：０３．６５ ７．９�
４７ � ザサンデーアミフジ 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 ４５８± ０ 〃 アタマ １４１．３�
１１ ドリームサクセス 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝石橋 松蔵氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７８＋ ８２：０４．６６ ２０．９�
５９ � ゴ ス ペ ル 牡２黒鹿５５ 小林 淳一吉橋 計氏 郷原 洋行 登別 登別上水牧場 ５００－ ８２：０４．８� １５９．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，１３９，３００円 複勝： ２１，０７５，９００円 枠連： ２１，８５７，６００円

普通馬連： ７７，１０４，６００円 馬単： ７０，６７３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３４５，０００円

３連複： １０１，２２４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３３０，４２０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５，９７０円 複 勝 � ８９０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（３－３） ９，７４０円

普通馬連 �� ７，３７０円 馬 単 �� ２６，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� ３，１９０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １４，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７１３９３ 的中 � ２２６５（１２番人気）
複勝票数 計 ２１０７５９ 的中 � ４２０９（１２番人気）� ５８８５８（１番人気）� ２３９８７（３番人気）
枠連票数 計 ２１８５７６ 的中 （３－３） １６５７（２８番人気）
普通馬連票数 計 ７７１０４６ 的中 �� ７７２４（２８番人気）
馬単票数 計 ７０６７３６ 的中 �� １９８２（７３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３４５０ 的中 �� ２７３１（２５番人気）�� １５４７（３８番人気）�� １３７５４（２番人気）
３連複票数 計１０１２２４４ 的中 ��� ５２５９（４８番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１３．３―１３．５―１３．１―１２．９―１３．３―１３．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３８．０―５１．５―１：０４．６―１：１７．５―１：３０．８―１：４４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．３―３F４０．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�フェイクスパ �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００７．１２．２ 中山９着

２００５．５．２９生 牡２黒鹿 母 ア エ ル 母母 ホマレノグレイス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ファンキーテーラー号の騎手蛯名正義は，１コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンダカーポ号・ザサンデーアミフジ号・ドリームサクセス号・ゴスペル号は，平成２０年１月

１６日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ヤマノテイオー号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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） ６頭 ウインク号・グラスブラスト号・コウワスプラッシュ号・シュリクン号・トウショウダブル号・ラビットヒビキ号
（非抽選馬） １頭 コスモザグレート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３３０６３１２月１６日 晴 良 （１９中山５）第６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

４７ � オメガファルコン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１８± ０１：３５．６ ５．２�

５１０ ドリームラプチャー 牡２鹿 ５５ M．デムーロセゾンレースホース� 高橋 裕 青森 伊藤牧場 ４６６－ ２１：３５．７� ５．６�
（伊）

５９ � モリトパラダイス 牡２芦 ５５ 柴田 善臣石橋 忠之氏 阿部 新生 三石 金舛 幸夫 ４６８－ ４１：３５．８� ３１．５�
２４ � インユアアームス 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４９２± ０１：３５．９クビ ２．０�
８１５ ボ ー マ タ ン 牡２黒鹿５５ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 ４２２± ０１：３６．２１� ２１．５�
８１６ ドナヴィラージュ 牝２黒鹿５４ 横山 典弘山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 北星村田牧場 ４２６－ ２１：３６．４１ ９．９�
３５ � スズヨコジーン 牡２芦 ５５ 小野 次郎鈴木与四郎氏 根本 康広 浦河 丸村村下

ファーム ４５６＋ ４１：３６．５� ２２．３	
１１ サッチャリズム 牝２鹿 ５４ 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４６４－ ４１：３６．８２ １８９．４

１２ �� メイショウダイアナ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義松本 好�氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４２６＋ ４１：３７．１２ ９．５�
６１２� アウロラハート 牝２栗 ５４ 村田 一誠西浦 和男氏 松永 康利 門別 出口牧場 ４３８－ ８１：３７．３１ ８７．５
６１１� スプラッシュアイ 牝２青鹿５４ 大庭 和弥河村 �平氏 高橋 義博 浦河 吉田 又治 ４６４－ ２１：３７．４� １２８．３�
７１３� フ ジ ベ ガ 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４５６＋ ６１：３７．６１� １４４．０�
３６ � コスモプレストン 牡２栗 ５５ 江田 照男 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 浦河 三栄牧場 ４２８－ ４１：３８．１３ ２２１．１�
４８ � シナノザクラ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一齊藤四方司氏 浅野洋一郎 門別 下河辺牧場 ４３４＋ ６１：３９．８大差 ６１．２�
２３ � セーセーゴールド 牝２黒鹿５４ 小林 淳一馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ３８６－ ２１：４０．０１ １８９．６�
７１４� イガノガイア 牝２鹿 ５４ 田中 勝春五十嵐政則氏 水野 貴広 静内 酒井 亨 ４６６＋ ２１：４０．３１� ２０８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２９５，８００円 複勝： ３０，８３１，６００円 枠連： ３１，０９４，８００円

普通馬連： １０５，８４４，７００円 馬単： ９７，４８５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７９８，３００円

３連複： １３０，５６３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４５０，９１４，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２１０円 � ２２０円 � ５３０円 枠 連（４－５） １，４００円

普通馬連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ４，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� １，７３０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ９，１８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７２９５８ 的中 � ４２１４８（２番人気）
複勝票数 計 ３０８３１６ 的中 � ４３１７１（２番人気）� ３９８７４（３番人気）� １２６４５（８番人気）
枠連票数 計 ３１０９４８ 的中 （４－５） １６４０４（６番人気）
普通馬連票数 計１０５８４４７ 的中 �� ３８３９９（８番人気）
馬単票数 計 ９７４８５５ 的中 �� １７５３２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７９８３ 的中 �� ９６９３（７番人気）�� ３８６３（１９番人気）�� ５６２９（１２番人気）
３連複票数 計１３０５６３９ 的中 ��� １０５００（２７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．２―１１．６―１２．１―１２．４―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．９―３４．１―４５．７―５７．８―１：１０．２―１：２２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．８

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

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

勝馬の
紹 介

�オメガファルコン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．１１．２３ 東京２着

２００５．４．３０生 牡２鹿 母 オメガフォーチュン 母母 エリンバード ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 サッチャリズム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シナノザクラ号・セーセーゴールド号・イガノガイア号は，平成２０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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アカテブクロ号・エーブダヴィンチ号
※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。



３３０６４１２月１６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９中山５）第６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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

６１０ シュフルール 牝５鹿 ５８ 金子 光希臼田 浩義氏 上原 博之 新冠 勝川牧場 ４８０＋１０３：１８．２ １２．３�

４５ エプソムフォルテ 牡４黒鹿６０ 浜野谷憲尚 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 岩城 博俊 門別 浜本牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ２．０�

４６ �� ヒ シ バ ト ル �５鹿 ６０ 山本 康志阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 浦河 中村 敏明 ４６０＋ ２３：１８．８３� ５．７�
５７ � ファストソニック 牡３鹿 ５８ 石神 深一平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４８４± ０３：１８．９� ５．９�
５８ 	 デリジェントハート 牝３鹿 ５６ 大庭 和弥大井田 修氏 本間 忍 三石 前川 正美 ４３６－ ８３：１９．７５ ９０．４�
８１３�	 マイネルデネブ 牡３鹿 ５８ 蓑島 靖典 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 進 三石 乾 皆雄 ５１４＋２２ 〃 ハナ ３４．４	
２２ シルクリベラル �４栗 ６０ 水出 大介有限会社シルク矢野 進 静内 見上牧場 ４８６＋ ４３：２０．５５ １１．９

７１１	 ジェネラスボーイ 牡４鹿 ６０ 宗像 徹青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 越湖牧場 ５０４＋１６３：２０．８２ ２２．３�
８１４� クリノダイマオー 牡５黒鹿６０ 穂苅 寿彦栗本 博晴氏 萱野 浩二 早来 ノーザンファーム ５１４＋１４３：２０．９クビ ４２．４�
６９ スプリングレアル 牡５芦 ６０ 田中 剛加藤 春夫氏 相沢 郁 浦河 川越牧場 ５１０＋ ８３：２２．６大差 ９．１
１１ フレッシュブラッド 牝４黒鹿５８ 五十嵐雄祐飯田 政子氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４８８＋ ２３：２３．０２� ９０．１�
３３ 	 ス ル フ ァ ー 牡３黒鹿５８ 柴田 未崎山上 和良氏 柴崎 勇 浦河 岡本 昌市 ５００± ０３：２３．６３� １８１．８�
３４ 	 ミヤギハーバー 牡３鹿 ５８ 矢原 洋一菅原 光博氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４５８＋ ２３：２６．３大差 １８３．５�
７１２
 フリーダムブラウン 牡４鹿 ６０ 柴田 大知清進電設� 戸田 博文 米

Taylor Made
Farm, Inc. &
Brian Kahn

４８６－１０３：２７．０４ １７６．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，６０２，２００円 複勝： １７，１１５，８００円 枠連： ２７，３０１，５００円

普通馬連： ７２，１９１，９００円 馬単： ７５，１４２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２３２，４００円

３連複： １０７，６２０，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３３７，２０６，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ２４０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（４－６） ３８０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� ３，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ８１０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９６０２２ 的中 � １２５６２（６番人気）
複勝票数 計 １７１１５８ 的中 � １３８５３（５番人気）� ５２２８４（１番人気）� ２６２１３（３番人気）
枠連票数 計 ２７３０１５ 的中 （４－６） ５３３１９（１番人気）
普通馬連票数 計 ７２１９１９ 的中 �� ４６６７１（５番人気）
馬単票数 計 ７５１４２５ 的中 �� １８０８４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２３２４ 的中 �� ９４９４（５番人気）�� ４９８０（１０番人気）�� １８８４２（１番人気）
３連複票数 計１０７６２０１ 的中 ��� ４５３３３（５番人気）

上り １マイル １：５２．１ ４F ５４．８－３F ４１．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュフルール �
�
父 パントレセレブル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．９．１９ 中山１１着

２００２．２．１５生 牝５鹿 母 ベイフィオーリ 母母 ヒロポリシー 障害：７戦１勝 賞金 １８，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハッスルシチー号



３３０６５１２月１６日 晴 良 （１９中山５）第６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）

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
１：５２．５

良

不良

２２ バロズハート 牡２栃栗５５ 後藤 浩輝栗山 良子氏 池上 昌弘 新冠 田渕牧場 ５０８ ―１：５９．２ ２．１�

５８ フラッグラッシュ 牡２栗 ５５ 吉田 隼人青山 洋一氏 伊藤 伸一 静内 岡田牧場 ５０２ ―１：５９．３� ５．６�
８１４�� マイネルパルティア 牡２鹿 ５５

５３ △田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ４８６ ―２：００．０４ １２．９�

６１０ エゾスズラン 牝２栗 ５４ 大庭 和弥蛭川 年明氏 高橋 義博 浦河 ひるかわ育
成牧場 ４３２ ―２：００．９５ ３３．０�

１１ イモータライズ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠島田 久氏 根本 康広 三石 大塚牧場 ４５２ ― 〃 ハナ ７４．１�
８１５ ヨシモンドノスケ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 浦河 金石牧場 ４７０ ―２：０１．５３� ３４．１�
２３ � タカミツベガ 牡２黒鹿５５ 池田 鉄平高橋 光雄氏 畠山 重則 浦河 ハヤシファーム ５０２ ―２：０１．７１	 ９３．９	
６１１ ウインオーシャン 牡２栗 ５５ 木幡 初広�ウイン 宗像 義忠 静内 矢野牧場 ５３２ ―２：０１．８� ７２．４

７１３ トラストシャイン 牡２栗 ５５ 松岡 正海菅波 雅巳氏 土田 稔 大樹 大樹ファーム ４９４ ―２：０１．９
 ８．９�
７１２�� トーセンソフィア 牡２栗 ５５ 柴田 善臣島川 �哉氏 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５２２ ―２：０２．０クビ １３．９
３５ ウエスタンバリア 牝２栗 ５４ 江田 照男西川 賢氏 池上 昌弘 静内 北西牧場 ４６０ ―２：０２．１� ５５．４�
５９ ソードユグドラシル 牡２黒鹿５５ 田中 剛平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上牧場 ５０２ ― 〃 ハナ １１９．７�
４７ � マルーンショット 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース松山 康久 新冠 追分ファーム ５３８ ―２：０２．６３ ５．７�
３４ マルターズボクサー 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太藤田与志男氏 水野 貴広 門別 天羽 禮治 ５１２ ―２：０２．８１ ９６．８�

（大井）

４６ ベットオンミー 牡２鹿 ５５ 田中 勝春佐々木 力氏 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 ４９２ ―２：０３．７５ ４９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，１５３，２００円 複勝： ２１，２３１，５００円 枠連： ２７，８４５，８００円

普通馬連： ８４，４３０，４００円 馬単： ８９，７５９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８８３，８００円

３連複： １０８，４１４，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３７７，７１８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ２５０円 枠 連（２－５） ４７０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ６１０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４１５３２ 的中 � ９４２３３（１番人気）
複勝票数 計 ２１２３１５ 的中 � ６２３３９（１番人気）� ３０４４４（２番人気）� １６８４２（５番人気）
枠連票数 計 ２７８４５８ 的中 （２－５） ４３９５１（１番人気）
普通馬連票数 計 ８４４３０４ 的中 �� １１０３５７（１番人気）
馬単票数 計 ８９７５９９ 的中 �� ７４２３５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８８３８ 的中 �� ２０９４７（１番人気）�� ８５００（６番人気）�� ５８３５（９番人気）
３連複票数 計１０８４１４３ 的中 ��� ３９７３７（４番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．６―１４．２―１４．１―１３．５―１３．１―１３．２―１２．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２５．３―３９．５―５３．６―１：０７．１―１：２０．２―１：３３．４―１：４６．３

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

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

勝馬の
紹 介

バロズハート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００５．２．２４生 牡２栃栗 母 ビ ッ グ ラ ブ 母母 ニユーアラジン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 エゾスズラン号の騎手大庭和弥は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３３０６６１２月１６日 晴 良 （１９中山５）第６日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時４０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

７１３� アイティトップ 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ５００ ―１：３７．７ ２．８�

２３ �� リーサムクラウン 牡２黒鹿５５ 木幡 初広平田友里恵氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４８６ ― 〃 クビ ４．８�
１２ �� コスモディスティニ 牝２芦 ５４ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：３７．９１� ４．８�
８１５� ヤマニンシュエット 牝２栗 ５４ 江田 照男土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 ４６０ ―１：３８．１１� ２９．２�
７１４	 ベストプロジェクト 牡２栗 ５５ 村上 忍薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Flaxman

Holdings Ltd ４９２ ―１：３８．３１� １５．８�
（岩手）

４８ � アポロシアター 牡２鹿 ５５ 石神 深一アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新冠 赤石 久夫 ４８０ ―１：３８．４
 ２６．４�
２４ � ハイブリッドスター 牡２鹿 ５５ 村田 一誠杉山 忠国氏 尾形 充弘 追分 追分ファーム ４５４ ―１：３８．５� １９．７	
１１ � コアレスルドルフ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一小林 昌志氏 成島 英春 門別 原田牧場 ４３８ ― 〃 ハナ ５５．４

５９ �� スズノヒロイン 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４５８ ―１：３８．６� ７．１�
５１０ シルバーワーロック 牡２鹿 ５５ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ５００ ―１：３８．８１ ８４．９�
６１１�� マイネルゼニット 牡２鹿

５５
５３ △田中 博康 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 川島牧場 ４７０ ― 〃 クビ ２１．５�
８１６� プロディギー 牡２栗 ５５ 吉田 隼人広尾レース 二ノ宮敬宇 青森 諏訪牧場 ４２０ ― 〃 ハナ ８０．０�
３６ �� トップオブオアフ 牡２栗 ５５ 吉田 豊横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 浦河 浦河土肥牧場 ４３８ ―１：３９．０� ２５．５�
４７ エ ア ブ リ エ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹 ラッキーフィールド後藤 由之 千歳 社台ファーム ３９２ ―１：３９．７４ １４８．４�
６１２� ステイパシフィック 牡２青鹿５５ 戸崎 圭太酒井 芳男氏 嶋田 潤 三石 パシフイツク

牧場 ４３０ ― 〃 アタマ １１８．５�
（大井）

３５ � ニシノテンクウ 牡２芦 ５５ 高山 太郎西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４９８ ―１：４０．０２ １３８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４９９，３００円 複勝： ２３，３２４，１００円 枠連： ２８，０７４，４００円

普通馬連： ９０，８１１，９００円 馬単： ８６，２４８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４２８，５００円

３連複： １１３，１６２，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３８８，５４９，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（２－７） ５５０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ３５０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，２６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３４９９３ 的中 � ６７８０５（１番人気）
複勝票数 計 ２３３２４１ 的中 � ４９１６７（１番人気）� ３９２２５（３番人気）� ４３８０７（２番人気）
枠連票数 計 ２８０７４４ 的中 （２－７） ３８２５９（１番人気）
普通馬連票数 計 ９０８１１９ 的中 �� ８４８７０（１番人気）
馬単票数 計 ８６２４８７ 的中 �� ５０４１５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４２８５ 的中 �� １８３１９（１番人気）�� １６９３２（２番人気）�� １４５００（３番人気）
３連複票数 計１１３１６２９ 的中 ��� ６６７０７（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．８―１２．１―１２．５―１２．２―１２．７―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．２―３６．３―４８．８―１：０１．０―１：１３．７―１：２５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．７

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

勝馬の
紹 介

�アイティトップ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

２００５．２．１７生 牡２鹿 母 トウキュウアビー 母母 プリンセスアビー 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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アメリカンイーグル号・アンブロークン号・エーシンリードモア号・オーラノツバサ号・ギムレットアイ号・

クレージーエッグ号・ジュンノヒーロー号・タイキヴァルト号・タイキティファニー号・ダイワライトニング号・
ターフドラゴン号・チェリーターン号・ドゥジエムシャンス号・トウショウドミンゴ号・ニシエイビュレット号・
メアリーズガーデン号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３３０６７１２月１６日 晴 良 （１９中山５）第６日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１３時１０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
１：５２．５

良

不良

３５ � スマートファルコン 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝大川 徹氏 畠山 吉宏 静内 岡田スタツド ４９０± ０１：５５．６ ４．８�

５９ �� ラッシュストリート 牡２栗 ５５ 木幡 初広 �ノースヒルズマネ
ジメント 岡田 稲男 三石 前川 隆則 ４９０± ０１：５５．７� ２．３�

４６ アバレダイコ 牡２栗 ５５ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５２８＋１０１：５６．５５ ２２．８�
６１１ レオソリスト 牡２黒鹿５５ 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 ５１２＋ ４１：５６．６クビ １５．１�
２３ ハンサムデイイヤツ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 石毛 善彦 千歳 社台ファーム ５１８＋ ４１：５６．７	 ５５．０�
６１０ グ ル ー オ ン 牡２鹿 ５５ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４７２－ ４１：５７．０２ １７．２	
３４ �
 マサノネバーマイン 牡２鹿 ５５ 吉田 豊鈴木 照雄氏 小島 茂之 浦河 カナイシスタッド ４７４－ １１：５７．２１ １６．０

２２ ゴールデンハッチ 牡２黒鹿５５ 田中 勝春田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９６± ０ 〃 クビ １１．８�
８１５�� アリゾナアベニュー 牡２青鹿５５ 柴田 善臣諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 浦河 酒井牧場 ４９４＋ ８１：５７．３	 ５６．８�
４７ � ウォーボネット 牡２鹿 ５５ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４５８－ ６１：５７．８３ １２３．３
８１４� ファンタジックキー 牝２栗 ５４ 丹内 祐次�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４８０－ ６１：５８．７５ １４８．０�
７１３� スパークキャンドル 牡２栗 ５５ M．デムーロ山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Robert Lewis &

Beverly Lewis ４９４－ ２１：５８．８	 ４．７�
（伊）

１１ ダイナマイトシコク 牡２栗 ５５ 石神 深一西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ
アーム ４８０＋ ８１：５９．７５ ４７．３�

７１２
�
�
� コンバットキック 牡２黒鹿５５ 村上 忍�ウェルネット 三野宮 通 門別 賀張中川牧場 ４４６－ ４１：５９．８	 ２６１．３�

（岩手） （岩手）

５８ マルターズウディー 牡２鹿 ５５ 池添 謙一藤田与志男氏 萱野 浩二 門別 天羽 禮治 B４９８＋ ８ 〃 クビ ２２４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３３，９５５，０００円 複勝： ３９，４８１，０００円 枠連： ３１，６９５，１００円

普通馬連： １４３，４１５，１００円 馬単： １２３，６３１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，１９６，６００円

３連複： １６６，１４９，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５７１，５２４，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ３４０円 枠 連（３－５） ４６０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ７９０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ２，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３９５５０ 的中 � ５６２６５（３番人気）
複勝票数 計 ３９４８１０ 的中 � ７７８２５（２番人気）� １２０３２７（１番人気）� １８９７１（７番人気）
枠連票数 計 ３１６９５１ 的中 （３－５） ５０９５２（１番人気）
普通馬連票数 計１４３４１５１ 的中 �� ２３３０２０（１番人気）
馬単票数 計１２３６３１８ 的中 �� ７８４７９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３１９６６ 的中 �� ４８７１８（１番人気）�� ９１１１（１０番人気）�� １２１４９（８番人気）
３連複票数 計１６６１４９９ 的中 ��� ６０３８７（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．１―１２．５―１３．１―１２．５―１２．６―１２．９―１３．２―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．８―３７．３―５０．４―１：０２．９―１：１５．５―１：２８．４―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スマートファルコン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ミシシツピアン デビュー ２００７．１０．２８ 東京１着

２００５．４．４生 牡２栗 母 ケイシュウハーブ 母母 キヨウエイシラユキ ３戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
※出走取消馬 プレシャス号（右前肢球節捻挫）
※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。
（非当選馬） ４頭 キャプテンマジン号・ステディーラブ号・ハピネスフォーユー号・マイネルアベニール号
※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。



３３０６８１２月１６日 晴 良 （１９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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

３６ � ダノンブライアン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４１：１１．７ ２．２�

３５ � ボストンキコウシ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹ボストンホース� 沢 峰次 米 David E.
Hager, II ４９２± ０１：１２．４４ １７．０�

１２ ヒカルラブハート 	４栗 ５７ 田中 勝春高橋 光氏 高木 登 早来 ノーザンファーム ５１２－１２１：１２．５クビ ７．６�
４７ � マルターズコッパー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義藤田与志男氏 中川 公成 米 Eaglestone

Farm Inc. ４５２＋ ２１：１２．６
 ４．５�
４８ � セクシーザムライ 牝３栗 ５４ M．デムーロ�コオロ 萱野 浩二 米 Payson

Stud Inc ４７０＋ ４１：１２．７
 １２．２�
（伊）

６１２ シーリーコート 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 �社台レースホース堀 宣行 追分 追分ファーム ４６２－ ６ 〃 アタマ １４．２	
５１０� アップグレーデッド 牡３芦 ５６ 加藤士津八�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ

ファーム ４７６＋ ２１：１２．８
 ３５．９

７１４� マイムマイム 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太田島榮二郎氏 谷原 義明 新冠 平山牧場 ４２６－１２１：１３．４３
 ２３５．１�

（大井）

７１３� ダイワパンテーラ 牡４鹿 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 千歳 社台ファーム ４４６－ ５ 〃 アタマ ８４．１�
５９ ノゾミヒカル 	３栗 ５６ 横山 典弘�富士開発 後藤 由之 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ １６．２
８１５� シーキングドーラ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人藤田与志男氏 秋山 雅一 米 Yoshio Fujita B４６４＋１４１：１３．８２
 ３４．０�
１１ � トウショウモード 牡３栗 ５６ 池添 謙一トウショウ産業� 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１６＋２０ 〃 アタマ ３６．９�
６１１ サクラスウィープ 牝３鹿 ５４ 五十嵐雄祐�さくらコマース藤原 辰雄 静内 伊藤 敏明 ４７８＋１２ 〃 ハナ １７．９�
２３ � アジアンティック 牝４鹿 ５５

５３ △田中 博康ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４５４± ０１：１４．０ ２４６．７�
２４ �� ロードソニック 牡４鹿 ５７ 村上 忍 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４７６－ ９１：１４．６３
 ２２１．１�

（岩手）

８１６�� エイユートレジャー 牡５鹿 ５７ 梶 晃啓笹部 義則氏 保田 一隆 新冠 対馬 正 ４６６＋ ４１：１５．６６ ４７４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，１１４，６００円 複勝： ４３，０３７，４００円 枠連： ４２，７１２，９００円

普通馬連： １５２，４５０，６００円 馬単： １３１，９８３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，１４７，３００円

３連複： １８０，３０６，４００円 ３連単： 発売なし 計： ６１７，７５２，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ３１０円 � １８０円 枠 連（３－３） １，５２０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ３００円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ２，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１１１４６ 的中 � １１５３２１（１番人気）
複勝票数 計 ４３０３７４ 的中 � １５５７１１（１番人気）� ２３９６１（６番人気）� ５５３１２（３番人気）
枠連票数 計 ４２７１２９ 的中 （３－３） ２０８１５（７番人気）
普通馬連票数 計１５２４５０６ 的中 �� ８９５０５（３番人気）
馬単票数 計１３１９８３６ 的中 �� ４４９６１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６１４７３ 的中 �� １７２８３（４番人気）�� ３４４３２（２番人気）�� ７１２０（１４番人気）
３連複票数 計１８０３０６４ 的中 ��� ５８１５１（６番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．２―１１．９―１２．６―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．５―４５．４―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダノンブライアン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Private Account デビュー ２００６．１２．２３ 中山４着

２００４．２．１７生 牡３鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia １１戦２勝 賞金 ２６，１００，０００円
※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） ６頭 エイコーロマン号・エイワナギ号・エフテーララーヤ号・シャンドラヴェリテ号・スカイタイクーン号・

スパーブスピリット号
（非抽選馬） １頭 エルカミニート号
※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。



３３０６９１２月１６日 晴 良 （１９中山５）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

と ね が わ

利 根 川 特 別
発走１４時１５分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１８．１２．１６以降１９．１２．９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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３５ パピヨンシチー 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４２８＋１２１：５３．７ １１．５�

５９ リバプールサウンド 牡４鹿 ５７ M．デムーロ �ノースヒルズマネジメント 谷 潔 新冠 須崎牧場 ５６２＋ ２ 〃 クビ ４．７�
（伊）

４８ トシザカイモン 牡３芦 ５５ 吉田 隼人上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ５１４± ０１：５４．５５ １０．３�
７１４ ゴットザビート 牝５栗 ５３ 戸崎 圭太 �社台レースホース栗田 博憲 白老 白老ファーム ４７６± ０ 〃 アタマ ８．３�

（大井）

７１３�� テンジンダイカグラ 牡４栗 ５３ 丹内 祐次�テンジン 矢野 照正 浦河 酒井 源市 ４７６± ０１：５４．９２� ６１．６�
６１２� ジャンバルジャン 牡３栗 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム B４４４± ０１：５５．０� １．６	
１２ ダイワオンディーヌ 牝４芦 ５３ 柴田 善臣大城 敬三氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４６２－ ２１：５５．１クビ ４３．５

８１５�� クロカンブッシュ 牝３鹿 ５１ 菊沢 隆徳�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４２６－ ２１：５５．２� ９３．２�
３６ � アルカライズ 牡４青鹿５３ 蛯名 正義 �社台レースホース奥平 雅士 白老 白老ファーム ４９８－ ４１：５５．３	 ４０．２�
６１１ マイネルマニセス 牡３黒鹿５３ 田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４８８± ０１：５５．４クビ １５９．２
２４ ダイレクトパス 牡３青鹿５３ 池添 謙一渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４４６－ ２ 〃 ハナ １９７．１�
８１６ バンドマスター 牡５栗 ５３ 勝浦 正樹�グランド牧場 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ １３５．３�
２３ カネスラファール 牡３黒鹿５４ 田中 勝春杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４８２＋ ６１：５５．８２� ８３．１�
４７ メイショウセレット 牡５栗 ５３ 橋本 美純松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４８２± ０１：５５．９� ３２２．０�
５１０ カブキメーク 牡４鹿 ５６ 柴山 雄一川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム ４８４＋ ４１：５７．１７ ３２２．５�
１１ エストレーア 牡６芦 ５２ 村上 忍五十嵐政則氏 水野 貴広 新冠 小田 健一 B４９４＋３０１：５８．６９ １６７．５�

（岩手）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，０９３，９００円 複勝： ５７，４２８，８００円 枠連： ４６，６７５，４００円

普通馬連： ２４４，２９４，６００円 馬単： １７０，２９３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，７１０，４００円

３連複： ２２４，１２９，５００円 ３連単： ５６３，２１３，２００円 計： １，４１１，８３９，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ２３０円 � １７０円 � ３００円 枠 連（３－５） １，８９０円

普通馬連 �� ２，３４０円 馬 単 �� ４，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ９９０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ５，７３０円 ３ 連 単 ��� ３３，０６０円

票 数

単勝票数 計 ５００９３９ 的中 � ３４４５７（５番人気）
複勝票数 計 ５７４２８８ 的中 � ６４３６２（４番人気）� １１０６１８（２番人気）� ４４５６０（５番人気）
枠連票数 計 ４６６７５４ 的中 （３－５） １８２５５（７番人気）
普通馬連票数 計２４４２９４６ 的中 �� ７７３０６（９番人気）
馬単票数 計１７０２９３７ 的中 �� ２５６７０（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５７１０４ 的中 �� ２２６９３（６番人気）�� １３４７１（１０番人気）�� ２１３８５（７番人気）
３連複票数 計２２４１２９５ 的中 ��� ２８８９５（１５番人気）
３連単票数 計５６３２１３２ 的中 ��� １２５７４（９０番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．５―１２．９―１２．８―１１．８―１２．０―１２．４―１２．６―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２５．０―３７．９―５０．７―１：０２．５―１：１４．５―１：２６．９―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パピヨンシチー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００５．９．１８ 中山５着

２００３．３．１４生 牡４黒鹿 母 エジンバラシチー 母母 コンコルドクラス ２４戦４勝 賞金 ８６，１３０，０００円
※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） ６頭 アドマイヤマントル号・スズライトアップ号・チャイニーズフレア号・トーセンアーチャー号・ナムラクック号・

レイジングザバー号
※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。



３３０７０１２月１６日 晴 良 （１９中山５）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

ほくそう

北総ステークス
発走１４時５０分 （ダート・右）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２３ マイネルアワグラス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ５２０＋ ２１：５３．９ ６．０�

４７ �� ミンティエアー 牝３黒鹿５４ M．デムーロ�RRA 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４５４± ０１：５４．０	 １２．９�
（伊）

４６ � アグネスネクタル 牡４黒鹿５７ 菊沢 隆徳渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５２０－ ４ 〃 ハナ １０．８�
２２ � ピサノフィリップ 牡６鹿 ５７ 池添 謙一市川 義美氏 田所 清広 静内 クドウファーム ４９６－ ４１：５４．３１	 ３．８�
６１０� フィールドオアシス 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一吉田 照哉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４１：５４．７２
 １１．８�
６１１� ゴールドマイン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９８＋ ６１：５４．８	 １２．４�
１１ リバースモード 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：５５．０	 ８．２	
３４ ピ オ ー ネ 牡７鹿 ５７ 村上 忍名古屋友豊� 作田 誠二 新冠 早田牧場新

冠支場 ５２８－１０１：５５．１
 ７７．５

（岩手）

８１４ ゴッドセンド 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４９０－１０１：５５．３１ ３５．７�
７１２� ヤマタケゴールデン 牡４栗 ５７ 池田 鉄平山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ５０２＋ ４１：５５．４	 ４２．３�
５８ � サーチエネミー �５鹿 ５７ 丹内 祐次 キャロットファーム 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ４ 〃 アタマ １８８．９�
３５  フサイチギガダイヤ 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太関口 房朗氏 森 秀行 米 ClassicStar ４６６－ ６１：５５．５	 ２６．７�

（大井）

５９ スズカジョリーズ 牡７鹿 ５７ 高山 太郎永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ５０２＋ ２１：５５．７１ ２７２．７�
８１５ ク リ ー ン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ５７６＋ ６１：５６．１２
 ４．４�
７１３� タガノエスペランサ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春八木 昌司氏 加藤 征弘 新冠 越湖牧場 ４５８＋ ８１：５６．２
 ２７．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４４，１２１，９００円 複勝： ６５，２９４，０００円 枠連： ６９，２６５，１００円

普通馬連： ２６４，８８４，０００円 馬単： １６４，１４８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，５４１，５００円

３連複： ２３６，４５９，８００円 ３連単： ５３６，９９５，６００円 計： １，４３８，７１０，２００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２３０円 � ５１０円 � ２７０円 枠 連（２－４） ７２０円

普通馬連 �� ５，３５０円 馬 単 �� ９，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８２０円 �� ９３０円 �� ２，１００円

３ 連 複 ��� １４，３２０円 ３ 連 単 ��� ９１，９３０円

票 数

単勝票数 計 ４４１２１９ 的中 � ５８０８３（３番人気）
複勝票数 計 ６５２９４０ 的中 � ８４９１２（３番人気）� ２９５０９（８番人気）� ６４９９４（４番人気）
枠連票数 計 ６９２６５１ 的中 （２－４） ７１５９８（３番人気）
普通馬連票数 計２６４８８４０ 的中 �� ３６５８０（２２番人気）
馬単票数 計１６４１４８３ 的中 �� １３２６２（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７５４１５ 的中 �� ７６９８（２５番人気）�� １５７０７（１１番人気）�� ６６２２（２８番人気）
３連複票数 計２３６４５９８ 的中 ��� １２１８９（５４番人気）
３連単票数 計５３６９９５６ 的中 ��� ４３１１（３２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．９―３７．９―５０．８―１：０３．４―１：１５．６―１：２７．８―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

マイネルアワグラス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Zabeel デビュー ２００６．９．２４ 中山９着

２００４．５．１生 牡３鹿 母 マイネプリテンダー 母母 Giladah １１戦４勝 賞金 ５７，０１２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出走取消馬 グランパティシエ号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 イセノイチ号・エプソムドン号・サトノスローン号・ダイショウジェット号・チザルピーノ号・トラストセレビー号・

ベルーガ号・ミネルバサウンド号・メイショウゲンスイ号・ユキノマーメイド号・ラバグルート号・
ランダムシード号・レオエンペラー号

※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。



３３０７１１２月１６日 晴 良 （１９中山５）第６日 第１１競走 ��
��１，２００�第２４回フェアリーステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右・外）

牝，２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

８１５� ルルパンブルー 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人飯田 良枝氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４４２＋ ８１：０９．８ ２８．９�

７１４� スワンキーポーチ 牝２栗 ５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７６－ ６１：０９．９� ５．０�
５１０�� マイネレーツェル 牝２鹿 ５４ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ３９６－ ４１：１０．０� ７．２�
１２ 	 エーソングフォー 牝２栗 ５４ 戸崎 圭太小田 吉男氏 森 秀行 米 Robert

Spiegel ４８４－１０ 〃 ハナ １４．８�
（大井）

４７ �� エフティマイア 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義吉野 英子氏 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４４０± ０１：１０．２
 １５．１�
３６ ビーチアイドル 牝２鹿 ５４ M．デムーロ �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４４４－１８ 〃 アタマ ５．４	

（伊）

２３ フラミニアンウェイ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ６１：１０．３クビ ４２．４

６１２� サマーエタニティ 牝２芦 ５４ 柴山 雄一セゾンレースホース� 畠山 吉宏 門別 白井牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ２２．９�
５９ �� メイビリーヴ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣千明牧場 松山 康久 千歳 社台ファーム ４９６－ ４ 〃 アタマ ４．６�
６１１ トラストパープル 牝２黒鹿５４ 木幡 初広菅波 雅巳氏 河野 通文 新冠 松浦牧場 ４５２＋ ４ 〃 アタマ ３８．８
４８ � サクラカスケード 牝２青 ５４ 村上 忍�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 ４３６－ ２１：１０．５１� ４０．２�

（岩手）

１１ � ハートオブクィーン 牝２青鹿５４ 小野 次郎泉 俊二氏 水野 貴広 門別 木村牧場 ４７２＋ ６ 〃 クビ １１．７�
７１３ ピエナプリンセス 牝２鹿 ５４ 江田 照男本谷 兼三氏 萱野 浩二 静内 フジワラフアーム ４５２＋ ８１：１０．７１� ９６．７�
２４ � メジロアリス 牝２鹿 ５４ 岩部 純二�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺 メジロ牧場 ４２４－ ６１：１０．８� １８．３�
３５ � コスモグラマラス 牝２黒鹿５４ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 土井牧場 ４６２＋ ６１：１０．９
 ４３．６�
８１６� ミスティフォレスト 牝２青鹿５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４６２± ０１：１１．１
 １７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０７，０３１，５００円 複勝： １４３，９７５，９００円 枠連： １７７，３０３，３００円

普通馬連： ８４２，３６９，５００円 馬単： ４９４，５０３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５２，００４，６００円

３連複： ７７０，５０８，９００円 ３連単： １，６９３，６８９，８００円 計： ４，３８１，３８７，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２，８９０円 複 勝 � ７２０円 � ２３０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ２，６５０円

普通馬連 �� ８，６６０円 馬 単 �� ２２，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７８０円 �� ２，２３０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� １９，３４０円 ３ 連 単 ��� １６１，７７０円

票 数

単勝票数 計１０７０３１５ 的中 � ２９２７３（１１番人気）
複勝票数 計１４３９７５９ 的中 � ４３８９２（１１番人気）� １８５２７４（３番人気）� １５８８２６（４番人気）
枠連票数 計１７７３０３３ 的中 （７－８） ４９４３２（１３番人気）
普通馬連票数 計８４２３６９５ 的中 �� ７１７９１（３５番人気）
馬単票数 計４９４５０３６ 的中 �� １５８９８（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５２００４６ 的中 �� １３１６７（３９番人気）�� １６５０８（３２番人気）�� ４４６２７（６番人気）
３連複票数 計７７０５０８９ 的中 ��� ２９４１０（５７番人気）
３連単票数 計１６９３６８９８ 的中 ��� ７７２７（４９２番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．２―１１．０―１１．９―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２１．９―３２．９―４４．８―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ルルパンブルー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．６．１６ 福島３着

２００５．４．２３生 牝２鹿 母 ガトーショコラ 母母 スリーフェアリー ７戦３勝 賞金 ６１，１３５，０００円
※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） ４頭 オリヒメチャーム号・スイートカルタゴ号・ブリリアントマリー号・マイネアルデュール号
（非抽選馬） ２頭 オーサンイチバン号・フラワーバード号
※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。



３３０７２１２月１６日 晴 良 （１９中山５）第６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）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

４６ ミストラルクルーズ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４８６－ ６１：４９．７ ４．２�

５７ � セプターレイン 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４６４＋ ４１：４９．８� ９．８�
６１０	
 バトルバニヤン 牡３栗 ５６ M．デムーロ津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４９８＋１４１：５０．０１� ８．３�

（伊）

３４ 
 スーパーキャノン 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４７４＋ ２ 〃 アタマ ５．０�
４５ 	 ヒ カ ル ベ ガ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝高橋 光氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５４４－ ２１：５０．２１� ６．７�
６９ 	 コウヨウアイリーン 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４８２＋１２ 〃 クビ ２０．８�
７１２ マジックビクトリア 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４５２＋ ６ 〃 アタマ ４７．３	
３３ 	 グレースエポナ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５１４＋ ２ 〃 ハナ ７．６

２２ アイアムマイネル 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹堀 紘一氏 杉浦 宏昭 浦河 佐々木 恵一 ４７４＋１４１：５０．３クビ １１７．８�
８１３	 ジャングルテクノ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �サンデーレーシング 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４５６－ ４ 〃 同着 ５．８�
５８ � フレアリングベスト 牡６鹿 ５７ 武士沢友治山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５１２＋ ６１：５０．４� ５１．７
１１ アンテリオール 牡６鹿 ５７ 吉田 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４８６＋１０１：５０．５クビ １１１．０�
７１１	 コマンドールクロス 牡３青鹿 ５６

５４ △田中 博康 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ６ 〃 アタマ ５０．２�
８１４ ヤ ナ ギ ム シ 牡８栗 ５７ 岩部 純二井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５０６－ ２ 〃 ハナ ５３．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４３，９６１，０００円 複勝： ５９，７３５，１００円 枠連： ６４，２１１，４００円

普通馬連： ２２９，７９７，７００円 馬単： １４７，９８４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，９３４，５００円

３連複： １９２，４９４，８００円 ３連単： ４９２，１９９，０００円 計： １，２８４，３１７，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � ２６０円 � ２９０円 枠 連（４－５） １，０６０円

普通馬連 �� １，６７０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ７００円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ４，６５０円 ３ 連 単 ��� ２１，１５０円

票 数

単勝票数 計 ４３９６１０ 的中 � ８４０６３（１番人気）
複勝票数 計 ５９７３５１ 的中 � １０８８２４（１番人気）� ５６２３９（５番人気）� ４９３７２（６番人気）
枠連票数 計 ６４２１１４ 的中 （４－５） ４５０８８（５番人気）
普通馬連票数 計２２９７９７７ 的中 �� １０１８２９（４番人気）
馬単票数 計１４７９８４４ 的中 �� ３８４０５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３９３４５ 的中 �� ２１２７６（５番人気）�� １９５０４（６番人気）�� ８５５６（２０番人気）
３連複票数 計１９２４９４８ 的中 ��� ３０５６５（１６番人気）
３連単票数 計４９２１９９０ 的中 ��� １７１７７（５９番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．１―１２．６―１２．２―１１．７―１２．０―１２．０―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．１―３７．７―４９．９―１：０１．６―１：１３．６―１：２５．６―１：３７．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミストラルクルーズ �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１．２２ 中山１着

２００３．２．１８生 牡４鹿 母 ミスティーダンス 母母 タイムトゥダンス １６戦４勝 賞金 ７２，８８１，０００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。



（１９中山５）第６日 １２月１６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 １８４頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４２，９００，０００円
２１，４８０，０００円
１，９００，０００円
２，１９０，０００円
２６，６６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，６０９，５００円
５，７３０，８００円
１，８５８，４００円

勝馬投票券売得金
４３８，９０６，０００円
５５０，８１７，６００円
５８６，８００，６００円
２，３８９，１０１，７００円
１，７３１，５２８，０００円
５２２，６７３，３００円
２，４３８，８８９，２００円
３，２８６，０９７，６００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 １１，９４４，８１４，０００円

総入場人員 ４２，８６７名 （有料入場人員 ）




