
３３０８５１２月２７日 晴 良 （２１中山５）第８日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

６１１ ミエノグレース 牝２栗 ５４ 武 豊里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 ４８２± ０１：１３．２ ２．０�

３６ オ ク ル ス 牝２鹿 ５４ 田中 勝春山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５８＋ ２１：１３．３� ３．７�
２４ ゴールインマーク 牡２鹿 ５５ 内田 博幸�ミルファーム 小笠 倫弘 浦河 ミルファーム ４８４＋ ２１：１３．５１� ７．８�
１２ タケショウカヅチ 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ４９２＋ ４１：１３．８２ ７．９�
１１ ファルブジェナ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司深澤 朝房氏 的場 均 安平 ノーザンファーム ４５４＋１６ 〃 アタマ ２７．９�
６１２ ノボシャンパーニュ 牝２栗 ５４ 浜中 俊�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B４８４－ ６１：１４．２２� １５０．２	
７１３ フジマサオーシャン 牝２鹿 ５４ A．クラストゥス 藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山際牧場 ５０２－ ８１：１４．３� ４４．４


（仏）

５９ エムオークラウン 牡２栗 ５５ 蛯名 正義大浅 貢氏 久保田貴士 日高 門別牧場 ４４４＋ ４１：１４．６２ ３４．１�
８１６ ジェラルドエビス 牡２鹿 ５５ C．ルメール 加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 ４６８＋ ４１：１４．７� １２．８�

（仏）

２３ バゴプリンス 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹志賀加代子氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ５０２－ ２１：１４．８� ６８．６
４８ サイレントダッシュ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 木村牧場 ４７８－ ２１：１５．１１� １７０．７�
７１４ ソ リ ッ ソ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ２１：１５．２クビ ４９．０�
５１０ リ ュ ウ ジ ョ 牝２芦 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム B４５０＋ ４１：１５．８３� １１３．６�
８１５ フレンドパライバ 牝２黒鹿５４ 小野 次郎横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 酒井 秀紀 ４２８－ ２１：１６．１２ ３１２．９�
３５ シャムロック 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文幅田 京子氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 ４６８－ ６１：１６．９５ ２７１．１�
４７ クリノリメンバー 牝２鹿 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 熊本 小林 良助 ４５２± ０１：１７．７５ ２７６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３９４，０００円 複勝： ５０，８５８，７００円 枠連： １９，５６０，２００円

普通馬連： ８１，４６３，３００円 馬単： ６６，１０７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６３０，０００円

３連複： ９７，９４５，４００円 ３連単： １５６，９６８，０００円 計： ５２４，９２７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（３－６） ３６０円

普通馬連 �� ３５０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ２８０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ７２０円 ３ 連 単 ��� ２，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２２３９４０ 的中 � ８９２４８（１番人気）
複勝票数 計 ５０８５８７ 的中 � ２５５４９８（１番人気）� ８７３１７（２番人気）� ４４１８４（３番人気）
枠連票数 計 １９５６０２ 的中 （３－６） ４０７３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ８１４６３３ 的中 �� １７４３５２（１番人気）
馬単票数 計 ６６１０７７ 的中 �� ８７９４４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６３００ 的中 �� ５７６９４（１番人気）�� ２４０８３（３番人気）�� １７４５８（６番人気）
３連複票数 計 ９７９４５４ 的中 ��� １０１６７９（２番人気）
３連単票数 計１５６９６８０ 的中 ��� ５６１４２（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．５―１２．５―１２．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．４―４６．９―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミエノグレース �
�
父 Sky Mesa �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー ２００９．９．１３ 中山２着

２００７．１．１９生 牝２栗 母 インオンザゴシップ 母母 In On the Secret ５戦１勝 賞金 １３，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノリメンバー号は，平成２２年１月２７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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 エルボラーチョ号・タマモキャンディ号・デルマドミティア号・ナロウエスケープ号・メイショウセキトバ号
※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。



３３０８６１２月２７日 晴 良 （２１中山５）第８日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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 � アポロノサムライ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs.
John Kerber ５１８± ０１：５８．５ ３．４�

１１ セイウンツースキー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸西山 茂行氏 土田 稔 日高 小西ファーム ５１６± ０１：５８．９２� ２．６�
２４ アサクサマリンバ 牡２鹿 ５５ 菊沢 隆徳田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８８－ ４１：５９．７５ １１１．８�
７１４ スペシャルマン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド ５００＋ ６１：５９．８� ６．７�
７１３� ミリオンデンジャー 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人�岡崎牧場 石毛 善彦 米 Jerry Jam-

gotchian LLC ５０８＋１２ 〃 ハナ ３７．１�
３５ ニシノシュナイト 牡２鹿 ５５ 浜中 俊西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ５１６－ ２２：００．０１� １５．６�
５９ マイネルダウザー 牡２黒鹿５５ M．デムーロ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 堀井 雅広 新ひだか グランド牧場 ５０２－ ８２：００．７４ ６．７


（伊）

８１６ フラメンコスケッチ 牝２鹿 ５４ 五十嵐冬樹長塩 豊氏 清水 英克 青森 一山育成牧場 ４５０－ ６２：０１．１２� ２７２．８�
（北海道）

５１０ ラビットラヴソング 牡２黒鹿５５ 横山 典弘喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４８０± ０２：０１．４１� ９．２�
２３ ネ コ キ ッ ク 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真桐谷 茂氏 星野 忍 日高 豊洋牧場 ４８２－ ２２：０１．７２ １１２．０
４７ ホッカイマナウス 牡２鹿 ５５ 小野 次郎�北海牧場 柴田 政人 日高 若林 武雄 ４９０＋ ２２：０１．８クビ １７３．１�
６１２ キタサンオトコミチ 牡２栗 ５５ 熊沢 重文�大野商事 成島 英春 新ひだか 山野牧場 ４５２＋ ２２：０１．９� １２５．８�
１２ ク ロ ヒ ョ ウ 牝２黒鹿５４ 中谷 雄太吉澤 克己氏 矢野 英一 えりも 能登 浩 ４３０＋ ２２：０２．０� １２３．３�
６１１ ゴールドパンチ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４８２－ ８２：０２．６３� ５１．７�
３６ スーパードリーマー 牡２鹿 ５５ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ５１４－ ６２：０４．０９ ３２８．０�
８１５� ファーベルハフト 牡２芦 ５５ 三浦 皇成 �キャロットファーム 上原 博之 米 Bourbon

Oaks Farm ５３４± ０２：０７．７大差 ７４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６３８，４００円 複勝： ３４，６６６，１００円 枠連： ２２，４０８，８００円

普通馬連： ８４，４４０，２００円 馬単： ６０，２４６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４７８，８００円

３連複： ９０，４７２，０００円 ３連単： １４１，７１３，８００円 計： ４８４，０６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １，７６０円 枠 連（１－４） ４４０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ４，４７０円 �� ３，７００円

３ 連 複 ��� １２，７３０円 ３ 連 単 ��� ４５，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２２６３８４ 的中 � ５３０５９（２番人気）
複勝票数 計 ３４６６６１ 的中 � ７０２４３（２番人気）� １０７１０２（１番人気）� ２７８４（１１番人気）
枠連票数 計 ２２４０８８ 的中 （１－４） ３８３５２（１番人気）
普通馬連票数 計 ８４４４０２ 的中 �� １３９５４５（１番人気）
馬単票数 計 ６０２４６０ 的中 �� ５１１１５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４７８８ 的中 �� ４７５９３（１番人気）�� １２５７（３４番人気）�� １５２３（２９番人気）
３連複票数 計 ９０４７２０ 的中 ��� ５２４９（３４番人気）
３連単票数 計１４１７１３８ 的中 ��� ２３００（１３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３７．７―５１．９―１：０４．９―１：１７．８―１：３１．１―１：４５．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アポロノサムライ �
�
父 Grand Slam �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００９．１１．２９ 東京３着

２００７．４．３０生 牡２栗 母 Limbo 母母 Northernette ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 フラメンコスケッチ号の調教師清水英克は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーパードリーマー号・ファーベルハフト号は，平成２２年１月２７日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 コスモハレルヤ号・ブレイクチャンス号・マルブツダンスイン号・ムンキンナンティ号・メイプリマベーラ号・

レッドシャリオ号
※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。



３３０８７１２月２７日 晴 良 （２１中山５）第８日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

１：４８．２
１：４６．６

良

良

２３ ローグランド 牡２栗 ５５ 内田 博幸斉藤 敏博氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 ４７６＋１２１：５１．７ ４．７�

６１１ ドリームバスケット 牡２栗 ５５ C．ルメールセゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム B４５４＋ ８ 〃 クビ ５．６�
（仏）

２４ ブーケドロゼブルー 牝２青鹿５４ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４５４－ ２１：５１．８� ２４．９�
５９ メジロジェラルド 牡２黒鹿５５ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５１０－ ２ 〃 クビ ４．４�
４７ ウエスタンブラボー 牡２青鹿５５ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４６０＋ ４１：５２．２２� ４．６�
３６ ナモンミライ �２栗 ５５ 柴田 善臣�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４５４＋ ４１：５２．３クビ ６．０	
６１２ マ ー ニ ー 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ３８４－ ２ 〃 クビ ４３．０

３５ カオカオプリン 牝２黒鹿５４ A．クラストゥス 井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４４８＋ ８ 〃 アタマ ４３．５�

（仏）

７１４ コスモドロンパ 牝２鹿 ５４ 五十嵐冬樹 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４０２＋ ４１：５２．７２� ２６３．２�
（北海道）

５１０ キスショット 牝２栗 ５４ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０＋ ６１：５２．８� ３１．９

８１６ ミ ア コ ル サ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一有限会社シルク土田 稔 日高 鹿戸 美明 ４４６＋ ２１：５２．９� １５３．７�
８１５ ゼロチョウサン 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４４＋１０１：５３．１１	 １９．９�
４８ ドラゴンハンター 牡２青鹿５５ 浜中 俊櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 ４８２＋１４ 〃 クビ ２３２．５�
７１３ ディーズトムボーイ 牝２青 ５４ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４００－ ６１：５３．５２� １９９．３�
１２ テ ラ ボ ル ト 牡２鹿 ５５ 武 豊青山 洋一氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ５１６＋１２１：５３．９２� ２３．９�
１１ セーリオフィリア 牝２黒鹿５４ 北村 宏司栗田 康次氏 相沢 郁 日高 本間牧場 ４００± ０１：５４．２１� ３７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，０４３，９００円 複勝： ４５，８２２，５００円 枠連： ２５，８７２，７００円

普通馬連： １０２，１８６，９００円 馬単： ６３，７５０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，５９０，５００円

３連複： １１１，５１４，８００円 ３連単： １６０，２８５，８００円 計： ５７０，０６７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � ２４０円 � ５９０円 枠 連（２－６） １，２６０円

普通馬連 �� １，５６０円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� １，３６０円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� ９，１１０円 ３ 連 単 ��� ３８，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２６０４３９ 的中 � ４３７１９（３番人気）
複勝票数 計 ４５８２２５ 的中 � ８００８１（３番人気）� ５３４２６（４番人気）� １６４５１（７番人気）
枠連票数 計 ２５８７２７ 的中 （２－６） １５２１３（７番人気）
普通馬連票数 計１０２１８６９ 的中 �� ４８３８６（７番人気）
馬単票数 計 ６３７５０３ 的中 �� １６０８３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４５９０５ 的中 �� １４７４７（８番人気）�� ６１６９（１１番人気）�� ４４０２（１７番人気）
３連複票数 計１１１５１４８ 的中 ��� ９０３９（３０番人気）
３連単票数 計１６０２８５８ 的中 ��� ３０９３（１０６番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１３．２―１２．９―１３．０―１２．７―１１．８―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．９―５０．８―１：０３．８―１：１６．５―１：２８．３―１：３９．９

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

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

勝馬の
紹 介

ローグランド �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 Pembroke デビュー ２００９．７．５ 福島１２着

２００７．４．２０生 牡２栗 母 ミスペンブローク 母母 Double Dent ８戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
〔発走状況〕 ゼロチョウサン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ドリームバスケット号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（６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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 カシマパステル号・カンタベリーナナ号・スマートクロノス号・トーセンドンファン号
※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。



３３０８８１２月２７日 晴 良 （２１中山５）第８日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０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

１１ タイムチェイサー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�RRA 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９０ ―２：０６．１ ４．２�

３５ � クレバーロッシー 牡２栗 ５５ 田中 勝春田� 正明氏 加藤 和宏 米 Tom Stone-
braker ４８０ ―２：０６．３１� ７１．９�

４７ フローリストライフ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４２ ― 〃 ハナ ２０．３�
８１８� ブレイクアセオリー 牡２栗 ５２ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 宮本 博 豪 Morning

Rise Stud ４９４ ― 〃 ハナ ７．０�
５１０ ジャトゥチンタ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣加藤 信之氏 田村 康仁 新冠 中本 隆志 ４２８ ―２：０６．４クビ １３８．３	
７１３ ハリウッドスター 牡２鹿 ５５ 池添 謙一吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９８ ―２：０６．５� ７．８

２４ ブルーラインハルト 牡２鹿 ５５ 内田 博幸中西 宏彰氏 田村 康仁 日高 マリオステー

ブル ４３４ ―２：０７．０３ ７２．４�
１２ レッドガルーダ 牡２鹿 ５５ 武 豊 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８０ ―２：０７．２１	 ３．０�
３６ スーブルソー 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５００ ― 〃 クビ ９．４

（伊）

６１２ テンシノネオ 牡２栗 ５５ 木幡 初広杉谷 桝夫氏 牧 光二 浦河 梅田牧場 ４８６ ―２：０７．３クビ １７５．７�
４８ タスクミストレス 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 後藤 由之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２ ―２：０７．４� ２２．２�
６１１ リバティバランス 牡２黒鹿５５ A．クラストゥス 吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５３０ ―２：０７．６１	 ２０．３�

（仏）

８１７ カクテルハート 牝２鹿 ５４ 吉田 豊ディアレスト 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 ４５２ ―２：０７．９１� １７４．３�
２３ オウケンドラゴン 牡２黒鹿５５ C．ルメール 福井 明氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ４６２ ―２：０８．０� １４．１�

（仏）

７１５ メイショウツチヤマ 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９０ ―２：０８．５２�＋� ６８．７�
８１６ リバーダンス 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝�大川牧場 水野 貴広 厚真 大川牧場 ４８０ ―２：０９．０３ １７７．４�
７１４ ウインボナパルト 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹�ウイン 松山 康久 新冠 松本 信行 ５２４ ― 〃 クビ ３５．４�
５９ コスモタイカン 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 嶋田 潤 日高 森本牧場 ４８６ ― （降着） ２１５．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，５２０，７００円 複勝： ４０，５８５，４００円 枠連： ３５，１７７，０００円

普通馬連： ９４，４１１，２００円 馬単： ６４，８９０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５７１，２００円

３連複： １０２，０７２，１００円 ３連単： １４２，４３３，４００円 計： ５４１，６６１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � １，３６０円 � ４９０円 枠 連（１－３） ９５０円

普通馬連 �� １４，１３０円 馬 単 �� ２３，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，８９０円 �� １，３００円 �� ９，８７０円

３ 連 複 ��� ６７，３８０円 ３ 連 単 ��� ３４６，９２０円

票 数

単勝票数 計 ３２５２０７ 的中 � ６１３８０（２番人気）
複勝票数 計 ４０５８５４ 的中 � ８３０１５（２番人気）� ６２４１（１２番人気）� １９４０２（７番人気）
枠連票数 計 ３５１７７０ 的中 （１－３） ２７３２７（５番人気）
普通馬連票数 計 ９４４１１２ 的中 �� ４９３２（４１番人気）
馬単票数 計 ６４８９０２ 的中 �� ２０２８（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５７１２ 的中 �� １４７０（４６番人気）�� ５８０３（１３番人気）�� ７２３（６５番人気）
３連複票数 計１０２０７２１ 的中 ��� １１１８（１５０番人気）
３連単票数 計１４２４３３４ 的中 ��� ３０３（７５６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１３．２―１３．８―１３．７―１３．２―１２．８―１２．０―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３７．４―５１．２―１：０４．９―１：１８．１―１：３０．９―１：４２．９―１：５４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

タイムチェイサー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Kingmambo 初出走

２００７．３．２０生 牡２鹿 母 フェミニンガール 母母 Money Madam １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔降着〕 コスモタイカン号は，１５位〔タイム２分０８秒４，着差２�馬身〕に入線したが，４コーナーで急に外側に斜行して

「ウインボナパルト」号および「オウケンドラゴン」号の走行を妨害したため１８着に降着。
〔制裁〕 ジャトゥチンタ号の騎手柴田善臣は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１８番・１２番・１５番・１１番・１６番への進

路影響）
リバティバランス号の騎手A．クラストゥスは，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１６番への進路影
響）
コスモタイカン号の騎手中谷雄太は，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２２年１月５日の騎乗を停止。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 コスモタイカン号は，４コーナーで急に外側に逃避したことについて平成２１年１２月２８日から平成２２年
１月１７日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 キタノサムライ号
※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。



３３０８９１２月２７日 晴 良 （２１中山５）第８日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時２０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１２ エナージバイオ 牡４栗 ５７ 武 豊バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４７０＋ ２１：５６．６ １．６�

５９ ダイレクトパス 牡５青鹿５７ 蛯名 正義渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４５６± ０１：５７．０２� １４．１�
６１１ セイカカリンバ �４黒鹿５７ 浜中 俊久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４６０＋１４１：５７．３１� ２３．７�
７１３ シャドウブルース 牡５鹿 ５７ 田中 勝春飯塚 知一氏 河野 通文 追分 追分ファーム B４９０± ０ 〃 クビ ３６．７�
１２ ヘリオポーズ 牝３芦 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４３０＋ ８１：５７．４� １８．６�
３５ � ヤマニンワーシップ 牡５鹿 ５７ 小林 淳一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 B４７０＋ ８ 〃 クビ １７４．０	
８１５ ノアプレミアム 牡３栗 ５６ A．クラストゥス 佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 見上牧場 ４６６＋ ４１：５７．６１ ６５．８


（仏）

３６ ケ イ バ ズ キ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４４２＋１０ 〃 クビ １１．７�
４７ アンブロークン 牡４青鹿５７ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７８＋ ２１：５７．７� １３５．０�
７１４� アッシュアッパー 牝５芦 ５５ 木幡 初広�ターフ・スポート牧 光二 浦河 成隆牧場 ４５６± ０１：５７．８クビ ４０．６
２４ シルクアルバス 牡４芦 ５７ 藤田 伸二有限会社シルク伊藤 伸一 早来 ノーザンファーム ４９４＋１４ 〃 ハナ ２８．９�
８１６ サトノバロン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５３０＋１８１：５９．１８ ８．１�
２３ オルトリンデ 牝３栗 ５４ M．デムーロ �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４５２－１０１：５９．２クビ １３．７�

（伊）

５１０ メジロベンハー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�メジロ牧場 柴田 政人 洞爺 メジロ牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ３４．６�
４８ メジロアリス 牝４鹿 ５５ 岩部 純二�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺 メジロ牧場 ４３６＋ ４ 〃 アタマ １５３．３�
１１ ゴーストライター 牡５黒鹿５７ 熊沢 重文前田 幸治氏 和田正一郎 三石 中村 和夫 ５６２＋１６２：００．０５ １２４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，４１２，０００円 複勝： ４６，０３９，８００円 枠連： ２８，３７７，８００円

普通馬連： １０２，７４７，０００円 馬単： ７９，３８１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，３７４，６００円

３連複： １１４，５４７，２００円 ３連単： １９０，５６３，５００円 計： ６２８，４４３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ４９０円 枠 連（５－６） ６５０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ８２０円 �� ３，１９０円

３ 連 複 ��� ５，４００円 ３ 連 単 ��� １６，１００円

票 数

単勝票数 計 ３１４１２０ 的中 � １６３３８３（１番人気）
複勝票数 計 ４６０３９８ 的中 � ２０８７９０（１番人気）� ３４７２８（３番人気）� １３９０３（８番人気）
枠連票数 計 ２８３７７８ 的中 （５－６） ３２７００（３番人気）
普通馬連票数 計１０２７４７０ 的中 �� １０２５２３（２番人気）
馬単票数 計 ７９３８１２ 的中 �� ５４４０２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５３７４６ 的中 �� ２６９０５（２番人気）�� １０４０１（８番人気）�� ２４８３（３３番人気）
３連複票数 計１１４５４７２ 的中 ��� １５６６９（１８番人気）
３連単票数 計１９０５６３５ 的中 ��� ８７３６（３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．１―３８．２―５１．７―１：０４．９―１：１７．８―１：３０．８―１：４３．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エナージバイオ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．４．１３ 阪神１２着

２００５．５．２６生 牡４栗 母 ブリスクバイオ 母母 ロイヤルバイオ ２３戦２勝 賞金 ４０，５９０，０００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） ３頭 イーサンヘモス号・トゥルーボーン号・ビービーライナー号
（非抽選馬） ４頭 サクラルーラー号・タケデンスキップ号・マキハタセンシブル号・リバーミラクル号
※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。



３３０９０１２月２７日 晴 良 （２１中山５）第８日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０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 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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６� トーホウカラブラン 牡５青鹿５７ 小野 次郎東豊物産� 古賀 史生 門別 竹島 幸治 ５１２＋ ４１：１２．０ １２．４�

３５ マッドマックス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ５０４＋ ４１：１２．３２ ５．７�
５９ コリコパット 牡３鹿 ５６ M．デムーロ吉田 照哉氏 武藤 善則 浦河 社台ファーム ４４４＋ ２１：１２．４� １２．８�

（伊）

７１３ チャームキャップ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４６０＋ ２ 〃 クビ ２９．８�
８１５ コ ス モ オ ー 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 畔高牧場 ５５４＋ ８１：１２．６１� ８．９�
１１ ゴールドエンデバー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ５００＋ ４ 〃 ハナ ２５．７	
４８ プレンティラヴ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム B５０６＋ ２１：１２．８１ ２．２

２４ アプローズヒーロー 牡５鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４７２＋ ８ 〃 クビ ３７．７�
４７ オープンザゲート 牡５鹿 ５７ 吉田 豊�樽さゆり氏 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４７８－ ６１：１３．２２� １６３．０�
６１１ タマニューホープ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６２＋ ６１：１３．３クビ １１．３
７１４ ワンダープロ 牡６栗 ５７ 藤田 伸二山本 信行氏 小崎 憲 浦河 帰山 清貴 ４８２－２０ 〃 ハナ ２７．５�
５１０ サマーミッドナイト 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真セゾンレースホース� 稲葉 隆一 静内 畠山牧場 ４４６＋ ２１：１３．４� ９７．９�
２３ エイコオミリオン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 B４８２＋１４１：１３．５� １６．８�
６１２ ソリッドラヴ 	７鹿 ５７ 後藤 浩輝山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４７４＋ ２１：１３．６� ５４．８�
１２ ベルモントバジル 牝４鹿 ５５ A．クラストゥス �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ４３６－ ２１：１４．０２� １１６．３�
（仏）

３６ ブルーカーディナル 牡５青鹿５７ 蛯名 正義 �ブルーマネジメント佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 ５３２＋１８１：１６．５大差 ３４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，５４８，４００円 複勝： ４７，９２０，２００円 枠連： ３６，５３４，５００円

普通馬連： １２９，１８５，９００円 馬単： ７９，１７４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，０００，８００円

３連複： １３０，２２７，５００円 ３連単： ２１６，０９３，７００円 計： ７０９，６８５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ３３０円 � ２００円 � ４２０円 枠 連（３－８） １，２６０円

普通馬連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ８，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ２，４４０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� １８，２８０円 ３ 連 単 ��� １０５，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３０５４８４ 的中 � １９４８７（５番人気）
複勝票数 計 ４７９２０２ 的中 � ３５９７４（４番人気）� ７８００７（２番人気）� ２６８４９（６番人気）
枠連票数 計 ３６５３４５ 的中 （３－８） ２１５０２（５番人気）
普通馬連票数 計１２９１８５９ 的中 �� ２７１２０（１３番人気）
馬単票数 計 ７９１７４９ 的中 �� ６７８４（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４００００８ 的中 �� ８７８６（１２番人気）�� ３９６７（２２番人気）�� ６７９３（１５番人気）
３連複票数 計１３０２２７５ 的中 ��� ５２６０（５９番人気）
３連単票数 計２１６０９３７ 的中 ��� １５０８（３０７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１２．０―１２．２―１１．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．９―４７．１―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トーホウカラブラン �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 Devil’s Bag

２００４．４．２０生 牡５青鹿 母 トーホウクラウン 母母 ビンジンスキー １９戦２勝 賞金 ３６，８３６，０００円
地方デビュー ２００７．６．２８ 名古屋

〔その他〕 ブルーカーディナル号は，競走中に疾病〔鼻出血（３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。
トーホウカラブラン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

〔鼻出血による出走制限〕 ブルーカーディナル号は，平成２２年３月２７日まで出走できない。
トーホウカラブラン号は，平成２２年１月２７日まで出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ホッコーワンマン号・ラオムフェーレ号
※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。



３３０９１１２月２７日 晴 良 （２１中山５）第８日 第７競走 ��
��２，０００�ホープフルステークス

発走１３時２５分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

６１１ ア リ ゼ オ 牡２黒鹿５５ C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１８＋ ２２：０２．２ ３．１�

（仏）

４７ ミカエルビスティー 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４６４－１６２：０２．５１� ６．４�
７１３� セイウンジャガーズ 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４６４＋ ６２：０２．６� １５．５�
３５ ヤングアットハート 牡２栗 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２ 〃 ハナ ９．１�
７１４ サイレントメロディ 牡２青 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９２± ０２：０２．９２ １４．１�
１１ アーバンウィナー 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７４＋１２２：０３．０� １２．０�
２３ ドレスアフェアー 牡２黒鹿５５ 武 豊臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４３２－ ４ 〃 クビ ８．６	
８１５ アースガルド 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 ４６４＋ ４２：０３．１	 ２２．８


（伊）

５９ ビーチランデブー 牡２黒鹿５５ 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ４２：０３．４１� ４．５�

３６ 
 カットイッタウト 牡２栗 ５５ 三浦 皇成平井 裕氏 森 秀行 日高 下河辺牧場 ４２２＋１０ 〃 クビ ２７０．７
２４ アイアムイチバン 牡２芦 ５６ 田中 勝春堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８０＋１０２：０３．６１� ６１．９�
６１２ ジャングルハヤテ 牡２黒鹿５５ 吉田 豊伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 新ひだか グランド牧場 ４７４＋ ４ 〃 アタマ １７９．１�
１２ カワキタコマンド 牡２鹿 ５５ 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４５８＋１６２：０３．７クビ １５４．２�
５１０ シーキングフェイム 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ ４８．２�
８１６ トーセンフリージア 牝２鹿 ５４ 浜中 俊島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４８６＋ ６２：０４．１２	 ２５９．５�
４８ メジロイングリッド 牝２芦 ５４ 岩部 純二�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 B４４２＋ ２２：０４．４２ ２１１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６２，６４８，２００円 複勝： ７７，６７０，６００円 枠連： ４３，８２４，６００円

普通馬連： ２１０，５２８，４００円 馬単： １１８，８６４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，９０３，６００円

３連複： ２０１，６９８，５００円 ３連単： ３３０，９８９，７００円 計： １，１０４，１２７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ２４０円 � ３２０円 枠 連（４－６） １，１２０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ８３０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ３，９４０円 ３ 連 単 ��� １２，１６０円

票 数

単勝票数 計 ６２６４８２ 的中 � １６４３１５（１番人気）
複勝票数 計 ７７６７０６ 的中 � １８１５０４（１番人気）� ８０５６４（４番人気）� ５２３９６（７番人気）
枠連票数 計 ４３８２４６ 的中 （４－６） ２９００６（３番人気）
普通馬連票数 計２１０５２８４ 的中 �� １５７５９６（２番人気）
馬単票数 計１１８８６４２ 的中 �� ５１２４９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７９０３６ 的中 �� ３２８７３（２番人気）�� １６９１０（８番人気）�� １０１９０（２２番人気）
３連複票数 計２０１６９８５ 的中 ��� ３７８３０（１０番人気）
３連単票数 計３３０９８９７ 的中 ��� ２０１０４（１９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．７―１２．０―１２．２―１２．４―１３．３―１３．０―１２．２―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．９―３５．９―４８．１―１：００．５―１：１３．８―１：２６．８―１：３９．０―１：５０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．４
１
３
８＝２，１０（５，９，１１）１３（６，１５）（７，１４）１（４，１６，１２）－３・（８，１１）２（５，１０）９（６，１３）７（１，１４，１５，３）（４，１６）１２

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

勝馬の
紹 介

ア リ ゼ オ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１１．１４ 東京１着

２００７．３．１２生 牡２黒鹿 母 スクエアアウェイ 母母 スケアヘッドライン ２戦２勝 賞金 ２３，４３４，０００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。



３３０９２１２月２７日 晴 良 （２１中山５）第８日 第８競走 ��
��２，５００�グッドラックハンデキャップ

発走１４時００分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．１２．２７以降２１．１２．２０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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

２３ ベルウッドローツェ 牡３栗 ５４ M．デムーロ加藤 貴子氏 小島 茂之 浦河 浦河土肥牧場 B４７８＋ ２２：３３．７ ６．３�
（伊）

２４ マイネルーチェ 牝５黒鹿５５ C．ルメール �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４６８＋ ４２：３３．９１� ４．３�

（仏）

３５ フェニコーン 牡５黒鹿５６ 内田 博幸齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ １０．５�
５９ ロードキャニオン �５鹿 ５４ 横山 典弘 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４５２－ ２２：３４．１１� ２６．４�
１２ アイティトップ 牡４鹿 ５５ 勝浦 正樹一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９４± ０２：３４．４２ ３０．６�
１１ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡４黒鹿５６ 藤田 伸二村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４５４＋ ４２：３４．５� ５．３�
６１１ トランスワープ 牡４鹿 ５７ 武 豊 	キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５５０＋１８２：３４．８１� ５．４

７１４	 レイトスプリング 牡６栗 ５３ 武士沢友治臼田 浩義氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム B５５６＋１０ 〃 ハナ １５１．０�
７１３ ハーマジェスティ 牝４鹿 ５３ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 B４９０－ ６２：３４．９クビ １９．８�
８１５ タカラサンデー 牡３栗 ５４ 蛯名 正義村山 義男氏 国枝 栄 新ひだか 幌村牧場 ５１６＋１２ 〃 クビ １７．１
３６ 	 ヒカルマンテンボシ 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝�橋 京子氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８＋ ６２：３５．１１
 １３．２�
４７ ドリームライナー 牡３鹿 ５４ 池添 謙一青山 洋一氏 池江 泰郎 静内 井高牧場 ４８０－ ２２：３５．２クビ １１．２�
４８ マルタカタキオン 牡６栗 ５３ 伊藤 工真�橋まゆみ氏 勢司 和浩 新冠 北星村田牧場 ５１４＋ ２２：３５．３
 ８７．０�
８１６ マスラタケヲ 牡８栗 ５０ 伊藤 直人井口 莞爾氏 浅野洋一郎 鵡川 上水牧場 ４７０＋ ８２：３５．８３ １４９．３�
６１２� ピンクバンサー 牡５栗 ５３ 浜中 俊榮 義則氏 森 秀行 米 Brereton

C. Jones ４９０± ０２：３６．４３
 １６８．８�
５１０ ギムレットアイ 牡４鹿 ５５ 三浦 皇成小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４６８＋１０ （競走中止） ４１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，１６９，３００円 複勝： ６７，９８７，０００円 枠連： ５９，８１３，４００円

普通馬連： ２３１，３５１，２００円 馬単： １１９，９３０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，５８３，４００円

３連複： ２３４，１５３，８００円 ３連単： ３７９，３１０，２００円 計： １，２０３，２９８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２２０円 � １７０円 � ２７０円 枠 連（２－２） １，２１０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� １，４５０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ３，２８０円 ３ 連 単 ��� １４，６５０円

票 数

単勝票数 計 ４４１６９３ 的中 � ５５５２８（４番人気）
複勝票数 計 ６７９８７０ 的中 � ７８２９３（３番人気）� １２２１９４（１番人気）� ６１１３４（５番人気）
枠連票数 計 ５９８１３４ 的中 （２－２） ３６７５０（４番人気）
普通馬連票数 計２３１３５１２ 的中 �� １５１２１０（１番人気）
馬単票数 計１１９９３０４ 的中 �� ３８２５３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６５８３４ 的中 �� ３６４１４（３番人気）�� １０７２９（１６番人気）�� ２１８９８（６番人気）
３連複票数 計２３４１５３８ 的中 ��� ５２６８９（６番人気）
３連単票数 計３７９３１０２ 的中 ��� １９１１１（２２番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．２―１１．８―１１．５―１１．７―１２．２―１２．８―１３．３―１３．２―１２．９―１２．４―１１．７―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
６．７―１７．９―２９．７―４１．２―５２．９―１：０５．１―１：１７．９―１：３１．２―１：４４．４―１：５７．３―２：０９．７―２：２１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→
→�」 上り４F４９．３―３F３６．４
１
�
１５＝７－１４－（２，６）１２（３，５）（４，１６，８）１，１１－（９，１３）
１５－７，１４－２（３，６）５（１，４，１２）（１６，１１）９（８，１３）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベルウッドローツェ �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 バンブーアトラス デビュー ２００８．１１．３０ 東京８着

２００６．４．１４生 牡３栗 母 ラゴロンドリーナ 母母 トロピカルバンブー １２戦３勝 賞金 ３１，２７１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走中止〕 ギムレットアイ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 フェニコーン号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（２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 イーサンジャンパー号
※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。



３３０９３１２月２７日 晴 良 （２１中山５）第８日 第９競走 ��
��１，８００�２００９フェアウェルステークス

発走１４時３５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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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
１：４７．８

重

重

７１４� イ ン バ ル コ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita B５１８＋ ４１：５４．２ ２．５�

（伊）

６１１ フ リ ソ 牡３鹿 ５６ C．ルメール 藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４７２＋ ８ 〃 クビ ４．１�
（仏）

２４ コロナグラフ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５０２＋１２１：５４．６２� １５．１�
７１３ アルトップラン 牡４栗 ５７ 吉田 豊�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ５０２＋１０ 〃 ハナ １２．７�
５１０ ゴービハインド 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６± ０１：５４．７クビ １９．２�
６１２ キングバンブー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 ４９２－ ６ 〃 クビ １０．９�
３６ パピヨンシチー 	６黒鹿５７ 浜中 俊 	友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４２６± ０１：５４．８
 ２４．５

２３ ワインアドバイザー 牡６青鹿５７ A．クラストゥス �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６１：５４．９クビ ６３．３�

（仏）

３５ セイカアレグロ 牡４鹿 ５７ 木幡 初広久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５１４＋ ２ 〃 クビ ２１．１�
５９ ゲンパチタキオン 牡５鹿 ５７ 五十嵐冬樹平野 武志氏 中川 公成 浦河 信岡牧場 B５４２＋１２１：５５．１１� ６７．８

（北海道）

１１ メ ン デ ル 牡７鹿 ５７ 吉田 隼人太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 B４７０± ０ 〃 ハナ ５１．０�
４８ サンマルセイコー 牝６黒鹿５５ 勝浦 正樹相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９４± ０１：５５．２� １１２．９�
１２ � マイエンブレム 牡４鹿 ５７ 武 豊太田珠々子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５２０－ ２１：５５．３クビ １２．０�
４７ グランプリサクセス 牡５芦 ５７ 藤田 伸二	グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４６８＋ ２１：５５．５１� １２．２�
８１５ アグネスネクタル 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５０４± ０１：５６．４５ １９９．９�
８１６ ブリリアントタイム 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 谷川牧場 ４９０＋ ４１：５６．５クビ １３４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，７０６，９００円 複勝： ８１，２８０，３００円 枠連： ６９，１０３，４００円

普通馬連： ２８５，７５２，７００円 馬単： １５９，１２３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，４６１，８００円

３連複： ２７９，２９８，８００円 ３連単： ５２５，６４６，６００円 計： １，５２８，３７３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ３２０円 枠 連（６－７） ３００円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ７２０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ２，２８０円 ３ 連 単 ��� ５，４３０円

票 数

単勝票数 計 ５５７０６９ 的中 � １７８３８２（１番人気）
複勝票数 計 ８１２８０３ 的中 � ２３０４６６（１番人気）� １６０９８４（２番人気）� ４３６２９（７番人気）
枠連票数 計 ６９１０３４ 的中 （６－７） １７２８０５（１番人気）
普通馬連票数 計２８５７５２７ 的中 �� ５００８０７（１番人気）
馬単票数 計１５９１２３１ 的中 �� １７５４７３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２４６１８ 的中 �� １０５２３５（１番人気）�� ２２２３８（５番人気）�� １７６５０（１１番人気）
３連複票数 計２７９２９８８ 的中 ��� ９０５８１（５番人気）
３連単票数 計５２５６４６６ 的中 ��� ７１５１０（５番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．４―１２．８―１２．９―１２．９―１２．７―１２．８―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．２―３８．０―５０．９―１：０３．８―１：１６．５―１：２９．３―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．７
１
３
１０－４（１，６）（３，１４）（５，８，１１）１２（１３，７）（１５，９）＝１６，２
１０－４（３，６）（１，１２）（５，８，１４）１１（１３，１５，７）９，２－１６

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

勝馬の
紹 介

�イ ン バ ル コ �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Personal Flag デビュー ２００９．５．１６ 京都２着

２００６．４．３生 牡３鹿 母 Personal Delight 母母 Knight Prospector ８戦４勝 賞金 ４８，７４１，０００円
〔騎手変更〕 メンデル号の騎手三浦皇成は，第８競走での落馬による検査のため吉田隼人に変更。
※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 デンコウヤマト号・ノワールシチー号
※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。



３３０９４１２月２７日 晴 良 （２１中山５）第８日 第１０競走 ��
��２，５００�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走１５時２５分 （第５４回グランプリ） （芝・右）
３歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬；負担重量は，３歳５５�４
歳以上５７�，牝馬２�減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（１着）
賞 品

本 賞 １８０，０００，０００円 ７２，０００，０００円 ４５，０００，０００円 ２７，０００，０００円 １８，０００，０００円
付 加 賞 ３，４４４，０００円 ９８４，０００円 ４９２，０００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

２：２９．５
２：２９．５
２：２９．５

良

良

良

５９ ドリームジャーニー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２６＋ ４２：３０．０ ４．０�

１２ ブエナビスタ 牝３黒鹿５３ 横山 典弘 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４６－ ８２：３０．１� ３．４�
３６ エアシェイディ 牡８栗 ５７ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９４± ０２：３０．８４ ３２．０�
８１６ フォゲッタブル 牡３黒鹿５５ C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２ 〃 アタマ ９．６�
（仏）

２４ マイネルキッツ 牡６栗 ５７ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B５０４＋ ６２：３１．２２� ３３．２�

７１４ セイウンワンダー 牡３青 ５５ 藤田 伸二大谷 高雄氏 領家 政蔵 新ひだか 筒井 征文 ５１８＋ ４２：３１．６２� ２１．０	
４７ マツリダゴッホ 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義�橋 文枝氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ５０２＋１２２：３１．９１� ９．４

６１１ イ コ ピ コ 牡３鹿 ５５ 内田 博幸�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４５６－１０２：３２．６４ １７．２�
７１３ シャドウゲイト 牡７黒鹿５７ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０４＋ ４２：３２．７� １２３．４�
３５ 	 コスモバルク 牡８鹿 ５７ 五十嵐冬樹 �ビッグレッドファーム 田部 和則 三石 加野牧場 ５１２＋ ２２：３２．８クビ ８９．９

（北海道） （北海道）

２３ ミヤビランベリ 牡６栗 ５７ 吉田 隼人村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４９２－ ４ 〃 アタマ １４．７�
８１５ ネヴァブション 牡６黒鹿５７ 北村 宏司�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８８－ ２２：３３．９７ ６０．０�
４８ リーチザクラウン 牡３青鹿５５ 武 豊臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２２：３４．６４ １２．６�
６１２ テイエムプリキュア 牝６黒鹿５５ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ５０４－ ２２：３５．７７ ６５．０�
１１ アンライバルド 牡３鹿 ５５ M．デムーロ �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ４２：３６．８７ １４．９�

（伊）

５１０ スリーロールス 牡３鹿 ５５ 浜中 俊永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４９８± ０ （競走中止） １３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １，３５０，８０４，１００円 複勝： ９８８，２９５，２００円 枠連： １，９２８，３９５，０００円

普通馬連： ７，３５０，２２８，５００円 馬単： ３，５１５，４２５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １，２８１，８３２，２００円

３連複： ７，６１８，０４６，５００円 ３連単： １６，４１１，０７５，５００円 計： ４０，４４４，１０２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ３８０円 枠 連（１－５） ５１０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ８３０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ５，４６０円 ３ 連 単 ��� １８，８９０円

票 数

単勝票数 計１３５０８０４１ 的中 � ２６６３４５９（２番人気）
複勝票数 計９８８２９５２ 的中 � ２０７８１０６（２番人気）� ２１６８５４０（１番人気）� ４８０００５（９番人気）
枠連票数 計１９２８３９５０ 的中 （１－５）２８０９７８２（１番人気）
普通馬連票数 計７３５０２２８５ 的中 �� ７４１２３２７（１番人気）
馬単票数 計３５１５４２５２ 的中 �� １７２３５１５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２８１８３２２ 的中 �� １１２１８８５（１番人気）�� ３６５９２９（６番人気）�� ２０６５２５（１９番人気）
３連複票数 計７６１８０４６５ 的中 ���１０３０９７０（１０番人気）
３連単票数 計１６４１１０７５５ 的中 ��� ６４１１６１（２７番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．０―１１．２―１１．３―１１．９―１２．３―１２．６―１２．３―１２．５―１２．１―１２．０―１１．７―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
６．８―１７．８―２９．０―４０．３―５２．２―１：０４．５―１：１７．１―１：２９．４―１：４１．９―１：５４．０―２：０６．０―２：１７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→
→�」 上り４F４８．１―３F３６．０
１
�
８＝３，１２，１３，１（１１，２，１０，１５）（４，５，７）（１４，１６）９－６・（８，３，１３）（２，７）（１，１１，４）１５（５，１２，１４，１６）９－６

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

勝馬の
紹 介

ドリームジャーニー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００６．９．３ 新潟１着

２００４．２．２４生 牡５鹿 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート ２４戦９勝 賞金 ７６９，５１１，０００円
〔競走中止〕 スリーロールス号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため２周目３コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１４頭 アクシオン号・アップドラフト号・キャプテントゥーレ号・ケイアイテンジン号・ゴールデンメイン号・

サンライズマックス号・ダイワワイルドボア号・トウカイトリック号・ナカヤマパラダイス号・バロズハート号・
ヒカルカザブエ号・メイショウベルーガ号・モンテクリスエス号・レディルージュ号

※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。



３３０９５１２月２７日 晴 良 （２１中山５）第８日 第１１競走 ��
��１，２００�ハッピーエンドカップ

発走１６時０５分 （芝・右・外）

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
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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６１１� ダノンムロー �５黒鹿５７ 武 豊�ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４５８＋ ６１：０８．３ ４．１�

２２ ポールアックス 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２６－ ２ 〃 クビ １１．３�
（仏）

７１３	 アラマサローズ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４３６－ ２ 〃 ハナ １９．１�
７１２ デライトシーン 牝５栗 ５５ 田中 勝春セゾンレースホース� 宗像 義忠 静内 神垣 道弘 ５００＋ ８１：０８．５１
 ２２．２�
６１０ グローリールピナス 牝３栃栗５４ 五十嵐冬樹大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６０＋ ８１：０８．６
 ３３．１�

（北海道）

５８ ターニングポイント 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４７８－ ２１：０８．７
 ４．８	
４７ � サラトガティプトン 牡５鹿 ５７ 木幡 初広櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I

Bloodstock ４７８± ０１：０８．８
 ４１．０

１１ カレンナサクラ 牝５栗 ５５ 吉田 隼人北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６２－ ４ 〃 ハナ ８．８�
３４ マイネルオークベイ 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４９０＋ ６ 〃 ハナ １１３．３�
２３ リトルディッパー 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：０８．９クビ ７．９
５９ オリオンザブラック 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４４４± ０ 〃 アタマ ４０．９�
８１４ ティムガッド 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義伊達 敏明氏 上原 博之 門別 サンシャイン

牧場 ５０２＋ ６ 〃 ハナ ２１．５�
８１５� エーシンシークルー 牝３栗 ５４ 池添 謙一�栄進堂 岡田 稲男 米 John James

Revocable Trust ４７８± ０ 〃 ハナ １５．４�
４６ 	 レイザーバック 牡７青鹿５７ 三浦 皇成岡部 益周氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ４９８± ０１：０９．０クビ ６．１�
３５ キューバンエイト 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４８２＋ ８１：０９．１� ４８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ７５，６１９，２００円 複勝： ９２，７３９，９００円 枠連： ９８，６０８，０００円

普通馬連： ４２７，５８８，４００円 馬単： ２１６，０２５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ９３，６９２，７００円

３連複： ４０５，６０３，２００円 ３連単： ７８７，５４０，４００円 計： ２，１９７，４１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � ２００円 � ３４０円 � ４６０円 枠 連（２－６） １，３５０円

普通馬連 �� ４，３６０円 馬 単 �� ７，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５６０円 �� １，６８０円 �� ３，５２０円

３ 連 複 ��� ２１，５３０円 ３ 連 単 ��� １０３，５００円

票 数

単勝票数 計 ７５６１９２ 的中 � １４５９５３（１番人気）
複勝票数 計 ９２７３９９ 的中 � １４３０９０（２番人気）� ６８３６７（６番人気）� ４６９０９（７番人気）
枠連票数 計 ９８６０８０ 的中 （２－６） ５４２５３（５番人気）
普通馬連票数 計４２７５８８４ 的中 �� ７２４５１（１８番人気）
馬単票数 計２１６０２５２ 的中 �� ２２２４３（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９３６９２７ 的中 �� １４９５７（１５番人気）�� １３８３２（１７番人気）�� ６４５０（４５番人気）
３連複票数 計４０５６０３２ 的中 ��� １３９０５（７３番人気）
３連単票数 計７８７５４０４ 的中 ��� ５６１６（３５１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１０．８―１１．４―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．４―３３．２―４４．６―５６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３５．１
３ １２－１５（２，６）８，１４，４（３，１３）１０，９－（５，１１）７－１ ４ １２（２，１５）（６，８）（４，１４）（３，１３）（５，９，１０）１１，７，１

勝馬の
紹 介

�ダノンムロー �
�
父 Gone West �

�
母父 O’Reilly デビュー ２００６．１２．２ 中山１着

２００４．５．２生 �５黒鹿 母 Final Destination 母母 Logical Lady ２３戦４勝 賞金 ８０，０２４，０００円
※出走取消馬 ウインアンジェラス号（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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エーブダッチマン号・テンザンモビール号
※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。



（２１中山５）第８日 １２月２７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １１回 出走頭数 １７７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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

５３８，５８０，０００円
１２，７８０，０００円
１７，３２０，０００円
７，２１０，０００円
６０，０２０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６４，８９０，０００円
５，１６８，０００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
１，７５４，５０５，１００円
１，５７３，８６５，７００円
２，３６７，６７５，４００円
９，０９９，８８３，７００円
４，５４２，９１８，４００円
１，７６９，１１９，６００円
９，３８５，５７９，８００円
１９，４４２，６２０，６００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 ４９，９３６，１６８，３００円

総入場人員 １１５，３２７名 （有料入場人員 １０２，８５０名）



平成２１年度 第５回中山競馬 総計

競走回数 ９５回 出走延頭数 １，４２９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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２，４２３，５２０，０００円
３１，０８０，０００円
１３６，９８０，０００円
２１，８６０，０００円
２５０，５９０，０００円
９９１，０００円
９９１，０００円

５１４，０７７，５００円
４３，３０６，４００円
１４，１４７，１００円

勝馬投票券売得金
４，４４３，５２２，８００円
５，５５１，４２２，７００円
５，１８８，０５３，２００円
２０，２８０，７５２，６００円
１１，７６２，４７５，６００円
５，００２，４１７，２００円
２１，６２６，３２５，４００円
４３，６８４，８５９，２００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 １１７，５３９，８２８，７００円

総入場延人員 ３４７，７２６名 （有料入場延人員 ３０３，３１４名）




