
３３００１１２月４日 晴 重 （２２中山５）第１日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走９時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

７１０ ジャーグラット 牡２栗 ５５ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４２０＋ ２１：１１．９ １４．６�

８１３ キンショーユウジャ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５０４＋ ６ 〃 クビ ４．２�
５６ トーセンナスクラ 牡２黒鹿５５ 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４６＋ ２１：１２．１１ ２．５�
２２ ヘラルドリー 牡２栗 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：１２．２� ７．７�
７１１ デイブレイク 牡２鹿 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４７２＋ ２ 〃 ハナ ４．０�
４４ ジパングファースト 牡２栗 ５５ 武士沢友治大野 龍氏 成島 英春 新ひだか カタオカステーブル ４４６＋ ４１：１３．１５ ９１．４	
６８ ディアフロイデ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４１８－ ４ 〃 アタマ ７８．９

６９ コスモワッチミー 牡２栗 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 日高 三宅 和男 ４９６－ ２１：１３．２クビ １１．５�
４５ アポロレディバード 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 日高 藤本 友則 ４４６－ ２１：１４．０５ ２５８．９�
５７ リネントワイニング 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 多田 正弘 ４７８＋ ２１：１４．２１� ２７３．７
８１２ オリオンザシルバー �２鹿 ５５ 村田 一誠平本 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 荒木 貴宏 ４８２＋ ４１：１４．３クビ ４７．１�
１１ オリオンザガロ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 ５０６＋ ４１：１４．４� １７３．５�
３３ ブルボンノキセキ 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４６６－ ４１：１６．０１０ ４１．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，４０４，４００円 複勝： ２８，８５６，８００円 枠連： １１，５２９，６００円

普通馬連： ４３，６５０，６００円 馬単： ３２，７０２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４０７，２００円

３連複： ５６，９０１，１００円 ３連単： ９２，７９６，４００円 計： ２９８，２４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ３２０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（７－８） ５２０円

普通馬連 �� ２，５８０円 馬 単 �� ５，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ６４０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ２，１６０円 ３ 連 単 ��� ２１，４２０円

票 数

単勝票数 計 １３４０４４ 的中 � ７２６２（６番人気）
複勝票数 計 ２８８５６８ 的中 � １６８３６（６番人気）� ５２１４３（３番人気）� ７６４０５（１番人気）
枠連票数 計 １１５２９６ 的中 （７－８） １６３９８（２番人気）
普通馬連票数 計 ４３６５０６ 的中 �� １２４８８（１２番人気）
馬単票数 計 ３２７０２６ 的中 �� ４３８２（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４０７２ 的中 �� ６４４４（１０番人気）�� ６６００（９番人気）�� １９８３２（３番人気）
３連複票数 計 ５６９０１１ 的中 ��� １９４９６（７番人気）
３連単票数 計 ９２７９６４ 的中 ��� ３１９８（７１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１２．５―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．５―４７．０―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャーグラット �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Hernando デビュー ２０１０．８．２１ 新潟４着

２００８．２．１５生 牡２栗 母 ク ノ ッ ソ ス 母母 Candarli ５戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔発走状況〕 デイブレイク号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルボンノキセキ号は，平成２３年１月４日まで平地競走に出走できない。



３３００２１２月４日 晴 重 （２２中山５）第１日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

３６ レイナカスターニャ 牝２栗 ５４ M．デムーロ �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４１：５５．４ ７．２�
（伊）

１１ ウインジュビリー 牝２青鹿５４ 北村 宏司�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８２± ０ 〃 クビ ６．９�
７１４ ピュアマインド 牝２栗 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４４８－ ２１：５５．９３ ２．２�
３５ カフェローレル 牝２青鹿５４ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４４４－ ２１：５６．０クビ ２２．６�
８１６ ギンザグラマラス 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成有馬 博文氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：５６．１� １５．６�
７１３ ミススパイダー 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 B４４２－ ２ 〃 クビ ４．７	
５１０ ラブバーボン 牝２鹿 ５４

５２ △伊藤 工真阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 林 孝輝 ４４４＋ ８１：５６．４２ １９０．０

５９ マイネロードナイト 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム ４６２－１２１：５７．０３� ６８．７�
１２ ナムラハニー 牝２青 ５４ 勝浦 正樹奈村 信重氏 水野 貴広 浦河 桑田フアーム ４３０－１０１：５７．１クビ １８５．７�
６１２ アカシサフィア 牝２青鹿５４ 田中 勝春臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ １４７．３
６１１ タイキバラード 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人�大樹ファーム 後藤 由之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４６０± ０１：５７．５２� １０．９�
４７ トミケンヴォーリア 牝２栗 ５４ 石橋 脩冨樫 賢二氏 的場 均 浦河 平成ファーム ４４２－ ４１：５９．１１０ ４５７．２�
８１５ コスモブーツ 牝２青鹿５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 細川牧場 ４４２± ０１：５９．７３� ３０７．２�
２３ アイティクイーン 牝２栗 ５４ 横山 典弘一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４７８－ ８１：５９．８� １９．１�
２４ タイセイエンプレス 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 浜本 幸雄 ４３０－ ２２：００．１１� ８２．２�
４８ フレンドリーパール 牝２鹿 ５４ 的場 勇人増山 武志氏 伊藤 大士 日高 サンシャイン

牧場 ４６４＋ ６２：００．３１� １４３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６９４，４００円 複勝： ２９，７１１，５００円 枠連： １６，２２０，４００円

普通馬連： ４８，８７３，８００円 馬単： ３３，７８６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８８２，２００円

３連複： ５７，５３４，８００円 ３連単： ８８，４８９，６００円 計： ３１１，１９３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（１－３） １，２８０円

普通馬連 �� ２，１６０円 馬 単 �� ３，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ４００円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� １６，６５０円

票 数

単勝票数 計 １７６９４４ 的中 � １９４４２（４番人気）
複勝票数 計 ２９７１１５ 的中 � ３４１２４（３番人気）� ３２５１４（４番人気）� ７８４２３（１番人気）
枠連票数 計 １６２２０４ 的中 （１－３） ９３９９（６番人気）
普通馬連票数 計 ４８８７３８ 的中 �� １６７２２（９番人気）
馬単票数 計 ３３７８６５ 的中 �� ６２５７（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８８２２ 的中 �� ７７５６（７番人気）�� １１９６７（３番人気）�� １２４７９（２番人気）
３連複票数 計 ５７５３４８ 的中 ��� ２１５４７（５番人気）
３連単票数 計 ８８４８９６ 的中 ��� ３９２４（４４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１３．１―１３．８―１２．７―１２．４―１３．１―１２．７―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３７．１―５０．９―１：０３．６―１：１６．０―１：２９．１―１：４１．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レイナカスターニャ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．１７ 新潟１０着

２００８．４．１９生 牝２栗 母 ナ ス カ 母母 アンデスレディー ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サンゴッデス号
※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。



３３００３１２月４日 晴 稍重 （２２中山５）第１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

３５ マイネイディール 牝２青鹿５４ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４８６－ ２１：３４．６ ３３．８�

４７ コスモソルフェリノ 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４２－ ２ 〃 アタマ ４．６�
１２ リ ン ゴ ッ ト 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５２０－ ４１：３４．７� ４．９�
６１１ ルービンシュタイン 牡２黒鹿５５ 石橋 脩日下部勝�氏 土田 稔 新冠 村上牧場 ４３２＋ ４１：３４．８� １２９．１�
４８ シャイニンロミオ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２ 〃 クビ ２．１�
３６ デルマガネーシャ 牡２青鹿５５ 内田 博幸浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ４５０＋ ４１：３４．９クビ ２１．０	
６１２ コスモシャオロン 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 桜井牧場 ４７０＋ ２１：３５．３２� ２１．５

２４ コスモフローラ 牝２栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ４１：３５．７２� ８．９�
７１３ ソルトキャスケード 牝２鹿 ５４ 岩部 純二伊藤 仁氏 萱野 浩二 日高 白井牧場 B４６０－ ４１：３５．８� ２５．１�
２３ クィディッチ 牡２黒鹿５５ A．クラストゥス 金子真人ホールディングス� 高市 圭二 日高 白井牧場 ４６４＋１０１：３５．９� １３８．７

（仏）

５１０ シンビジューム 牝２栗 ５４ M．デムーロ �ターフ・スポート武市 康男 浦河 酒井牧場 ４４４＋ ４１：３６．０クビ ２６．６�
（伊）

７１４ サクラアレス 牡２芦 ５５ 北村 宏司�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 原 光彦 ４６６－ ８ 〃 アタマ ２５９．０�
８１６ ピースワンレディ 牝２栗 ５４ 武士沢友治長谷川成利氏 大江原 哲 新ひだか 桜井牧場 ４３０－１２１：３６．８５ ４１４．７�
８１５ ソレイユレディー 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一難波 澄子氏 田島 俊明 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１８± ０１：３６．９� ２４１．７�
１１ バ ム シ ッ ク 牝２栗 ５４ 柴田 善臣 �荻伏服部牧場 天間 昭一 浦河 荻伏服部牧場 ４１０－ ４１：３７．３２� １８１．８�
５９ スカイアメリカン 牝２栗 ５４ 鈴来 直人 �スカイツリーレーシング 畠山 重則 新ひだか 木田 祐博 ４１４＋ ２１：３８．５７ ６００．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７３３，６００円 複勝： ４０，１８２，４００円 枠連： １７，４１３，５００円

普通馬連： ５８，０２２，８００円 馬単： ４０，６５９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８６３，２００円

３連複： ７２，４４５，３００円 ３連単： １１６，０７６，８００円 計： ３８９，３９７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３８０円 複 勝 � ６６０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（３－４） ７５０円

普通馬連 �� ５，７５０円 馬 単 �� １５，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７２０円 �� １，５４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ８，３５０円 ３ 連 単 ��� ７８，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２０７３３６ 的中 � ４８３４（９番人気）
複勝票数 計 ４０１８２４ 的中 � １２６２９（８番人気）� ７０２８８（２番人気）� ５０３１８（３番人気）
枠連票数 計 １７４１３５ 的中 （３－４） １７２６３（４番人気）
普通馬連票数 計 ５８０２２８ 的中 �� ７４５６（１８番人気）
馬単票数 計 ４０６５９９ 的中 �� １９６０（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８６３２ 的中 �� ３２４４（２２番人気）�� ３６４７（１８番人気）�� １５４８７（３番人気）
３連複票数 計 ７２４４５３ 的中 ��� ６４０６（２５番人気）
３連単票数 計１１６０７６８ 的中 ��� １０９８（２００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３５．３―４６．９―５８．７―１：１０．７―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．９

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

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

マイネイディール �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．９．１８ 中山７着

２００８．４．２４生 牝２青鹿 母 オールフォーゲラン 母母 ミ ス ゲ ラ ン ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００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。
（非当選馬） ４頭 アポロスカイナイト号・アールアラモード号・ベルモントセブン号・ラブリームーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３００４１２月４日 晴 重 （２２中山５）第１日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１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
１：５２．０

良

不良

４８ ヒズラストノート 牡２鹿 ５５ M．デムーロ丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６１：５５．６ ５．８�
（伊）

８１６ メディテーション 牝２栗 ５４ 内田 博幸 �ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ４８６－１４１：５５．９２ ４．０�
７１４ ディーエスラムール 牡２青 ５５ 柴山 雄一秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 中村農場 ５１０－ ２１：５６．２２ ５０．９�
６１１ トキノサコン 牡２栗 ５５

５２ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４７２－ ４１：５６．３クビ １８．２�
８１５ ハヤブサアビオン 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４４８＋ ２ 〃 ハナ １２５．４�
５１０ オーダーアゲン 牡２鹿 ５５ 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４４６－ ８ 〃 クビ ５０．４�
１２ ホワイトホープ 牡２芦 ５５ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：５６．４� ３．２	
３６ マイネルマルゴー 牡２栗 ５５ 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 池田 新田牧場 ４７２－ ６ 〃 クビ ４９．４�
３５ ブラジルジャクー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司臼井義太郎氏 根本 康広 浦河 岡崎牧場 ４９０± ０１：５６．９３ ９５．５�
６１２ サツマノホシ 牡２栗 ５５ 的場 勇人古賀 和夫氏 牧 光二 鹿児島 新保 孝一 ４４８± ０１：５７．０クビ ９２．３
１１ マイネルマーク 牡２青鹿５５ 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ２１：５８．１７ ９．０�
４７ グランドジョラス 牡２青鹿 ５５

５３ △伊藤 工真楠本 勝美氏 高木 登 日高 宝寄山 敏之 ４９０＋ ４１：５８．４１� ２９．１�
７１３ ハッピーティア 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 ４５０＋ ４１：５８．７１� ４．７�
５９ リサーチアゲン 牡２鹿 ５５ 江田 照男浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 ４６８－ ４１：５９．３３� ３０８．３�
２３ サンゴッデス 牝２鹿 ５４ 田中 勝春グリーンスウォード 嶋田 潤 新ひだか 岡田スタツド ４６８－１０１：５９．６１� １２４．３�
２４ ボルトンシチー 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥 
友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４８２－１０２：０９．７大差 １５０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４２８，７００円 複勝： ２７，４５５，５００円 枠連： １８，０７１，７００円

普通馬連： ４９，９４５，３００円 馬単： ３３，８８０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５９７，５００円

３連複： ５９，０９３，２００円 ３連単： ８９，９８８，６００円 計： ３１４，４６１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２２０円 � １７０円 � ８３０円 枠 連（４－８） １，０５０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ２，７００円 �� ２，０６０円

３ 連 複 ��� １１，８８０円 ３ 連 単 ��� ４７，５１０円

票 数

単勝票数 計 １６４２８７ 的中 � ２２４９２（４番人気）
複勝票数 計 ２７４５５５ 的中 � ３４２１４（４番人気）� ５３８２７（２番人気）� ６４８４（１０番人気）
枠連票数 計 １８０７１７ 的中 （４－８） １２７６０（６番人気）
普通馬連票数 計 ４９９４５３ 的中 �� ３３９２６（５番人気）
馬単票数 計 ３３８８０６ 的中 �� １０５８９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５９７５ 的中 �� １１２６１（５番人気）�� １６９７（３１番人気）�� ２２４０（２２番人気）
３連複票数 計 ５９０９３２ 的中 ��� ３６７１（３６番人気）
３連単票数 計 ８９９８８６ 的中 ��� １３９８（１３３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．８―１４．１―１３．３―１２．７―１３．２―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３７．０―５１．１―１：０４．４―１：１７．１―１：３０．３―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．５
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒズラストノート �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Wild Again デビュー ２０１０．１０．９ 東京６着

２００８．５．４生 牡２鹿 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 トキノサコン号の騎手平野優は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボルトンシチー号は，平成２３年１月４日まで平地競走に出走できない。
※サンゴッデス号は，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を表示している。



３３００５１２月４日 晴 稍重 （２２中山５）第１日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

１１ モンサンアポロ 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義山下 新一氏 岩戸 孝樹 新冠 中村農場 ４５６ ―１：１０．４ ５．９�

６６ ペ ル ッ ク 牝２鹿 ５４ 津村 明秀福島 実氏 境 征勝 新ひだか 岡田 猛 ４３４ ―１：１０．９３ １０４．６�
２２ ゴールドエタンセル 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝福島 実氏 杉浦 宏昭 厚真 大川牧場 ４６８ ― 〃 アタマ ２．６�
４４ タイキフローリス 牝２栗 ５４ 武士沢友治�大樹ファーム 小桧山 悟 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４０８ ―１：１１．０� １１１．５�
６７ エ ス パ ド ン 牡２栗 ５５ 吉田 隼人ディアレスト 新開 幸一 浦河 小島牧場 ３７６ ―１：１１．７４ １１．８�
８１０ マイネスウィート 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �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 ４６２ ―１：１１．８� ３．８	
７９ メ メ エ ナ ン 牝２黒鹿５４ 岩部 純二本谷 惠氏 萱野 浩二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４ ―１：１２．１２ １３．３

８１１ ブライアンズメテオ 牡２栗 ５５ 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 ４４０ ―１：１４．１大差 １４．０�
７８ クローゼシチー 牡２鹿 ５５ 梶 晃啓 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 新ひだか 三石川上牧場 ４８８ ― 〃 クビ ５０．２�
３３ テイクザフラッグ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４９０ ―１：１５．４８ １５．７
５５ アシッドジャズ 牝２鹿 ５４ 黛 弘人松尾 正氏 尾関 知人 秋田 松尾 豊 ４２４ ― （競走中止） ９．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，５１７，４００円 複勝： ２３，２３９，２００円 枠連： １２，７８３，０００円

普通馬連： ４３，２８３，５００円 馬単： ３３，９１６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６８０，３００円

３連複： ４８，３６９，９００円 ３連単： ８８，４５３，８００円 計： ２８２，２４３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２１０円 � １，３１０円 � １４０円 枠 連（１－６） ２，８８０円

普通馬連 �� ２９，３６０円 馬 単 �� ５６，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，７３０円 �� ３１０円 �� ３，６６０円

３ 連 複 ��� ２０，５４０円 ３ 連 単 ��� ２３３，９８０円

票 数

単勝票数 計 １５５１７４ 的中 � ２１０３６（３番人気）
複勝票数 計 ２３２３９２ 的中 � ２８５２２（３番人気）� ３０８４（１０番人気）� ６１９６６（１番人気）
枠連票数 計 １２７８３０ 的中 （１－６） ３２７６（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４３２８３５ 的中 �� １０８８（３９番人気）
馬単票数 計 ３３９１６３ 的中 �� ４４０（７３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６８０３ 的中 �� ６５１（３９番人気）�� １５５９５（２番人気）�� １０２６（３２番人気）
３連複票数 計 ４８３６９９ 的中 ��� １７３８（５３番人気）
３連単票数 計 ８８４５３８ 的中 ��� ２７９（４２１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１１．８―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．２―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンサンアポロ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ミホシンザン 初出走

２００８．５．９生 牡２黒鹿 母 センシュートレジャ 母母 カズミハルコマ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 アシッドジャズ号は，競走中に疾病〔右下腿骨開放骨折〕を発症し，騎手が落馬したため４コーナーで競走中止。
〔その他〕 テイクザフラッグ号は，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。



３３００６１２月４日 晴 稍重 （２２中山５）第１日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時４０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

２２ ニューレジェンド 牡２青 ５５ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５３４ ―１：５６．４ ５．８�

８１２ バトルヴァイヤマン 牡２鹿 ５５ 的場 勇人宮川 秋信氏 牧 光二 日高 厚賀古川牧場 ５１２ ―１：５６．５� ８８．１�
１１ ヴァルディヴィア 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４ ― 〃 クビ ３．０�
４４ ジャパンプライド 牡２鹿 ５５ 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４６８ ―１：５６．６� ５．３�
４５ セイントグローブ 牡２青鹿５５ 津村 明秀内海 正章氏 相沢 郁 新ひだか マークリ牧場 ４７２ ―１：５６．８１� １２．１�
６８ アラビアンザサン 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 ４７０ ―１：５６．９� ３５．７�
６９ ト リ ト ン 牡２黒鹿５５ 内田 博幸 	グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：５７．０クビ ４．１

３３ トラファルガー 牡２鹿 ５５ 江田 照男内藤 好江氏 中島 敏文 茨城 内藤牧場 ４６４ ―１：５７．３２ １５８．１�
５７ エフティシュタルク 牡２青鹿５５ 横山 典弘吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ５３４ ―１：５７．５１� １４．２�
５６ トウカイオネスト 牡２鹿 ５５ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 浦河 岡部牧場 ４６４ ―１：５９．１１０ ９７．５
７１１ タケデンイエロー �２栗 ５５ 大庭 和弥武市 弘氏 小林 常泰 浦河 安藤牧場 ４５８ ―１：５９．５２� １６１．１�
８１３ ランドクラッシャー 牡２鹿 ５５ M．デムーロ齊藤四方司氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ５３４ ―２：０１．３大差 １１．５�

（伊）

７１０ ベルモントタッチ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント
ファーム ５０６ ― 〃 クビ １１１．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，８２８，３００円 複勝： ２４，８４０，７００円 枠連： １４，５３２，０００円

普通馬連： ５０，００３，３００円 馬単： ３４，８０９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６０７，７００円

３連複： ５４，６９１，３００円 ３連単： ８９，３６７，８００円 計： ３０４，６８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２００円 � １，６００円 � １５０円 枠 連（２－８） ２，８６０円

普通馬連 �� １９，６８０円 馬 単 �� ３４，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９００円 �� ４１０円 �� ３，９３０円

３ 連 複 ��� ２０，０５０円 ３ 連 単 ��� １７２，６６０円

票 数

単勝票数 計 １８８２８３ 的中 � ２５７０６（４番人気）
複勝票数 計 ２４８４０７ 的中 � ３４３３６（４番人気）� ２７１６（１１番人気）� ６００３７（１番人気）
枠連票数 計 １４５３２０ 的中 （２－８） ３７５１（１３番人気）
普通馬連票数 計 ５０００３３ 的中 �� １８７６（３６番人気）
馬単票数 計 ３４８０９３ 的中 �� ７３９（７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６０７７ 的中 �� １０４１（３３番人気）�� １２１３７（３番人気）�� １０３４（３４番人気）
３連複票数 計 ５４６９１３ 的中 ��� ２０１４（５３番人気）
３連単票数 計 ８９３６７８ 的中 ��� ３８２（３８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．９―３８．０―５１．９―１：０５．３―１：１８．２―１：３１．１―１：４３．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ニューレジェンド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mtoto 初出走

２００８．４．１生 牡２青 母 ダ フ ィ ー ナ 母母 Dafayna １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ヴァルディヴィア号の騎手三浦皇成は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（６番・３番への進路影

響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３００７１２月４日 晴 稍重 （２２中山５）第１日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１０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

１２ ワンモアジョー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４６４＋１０１：１０．３ ２８．４�

４７ ミッキーデジタル 牡３栗 ５６ M．デムーロ野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ ７．０�
（伊）

８１６ チャンピオンラブ 牡４青鹿５７ 蛯名 正義坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４８４＋ ６１：１０．５１� ３．２�
３５ トーセンベルファム 牝５鹿 ５５

５３ △伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：１０．６� ４．５�
５９ タンジブルアセット 牡３鹿 ５６ 江田 照男安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４８０＋１２１：１０．７クビ ２５．６�
２４ スマートリーズン 牡５黒鹿５７ 武士沢友治岡田 牧雄氏 加藤 和宏 三石 萩澤 俊雄 ４８４＋１２ 〃 クビ ３１９．５�
１１ タマモワルツ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝タマモ	 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４９０＋ ６１：１０．８クビ １６．２

８１５	 ジートップキセキ 牡５栗 ５７ 三浦 皇成	南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ４９８＋ ４ 〃 同着 ３２．８�
５１０ プリモローズ 牝４芦 ５５ 石橋 脩�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７８＋ ２１：１１．３３ ３３０．１
４８ アプローズヒーロー 牡６鹿 ５７ A．クラストゥス 小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５６± ０１：１１．４� １２３．１�

（仏）

２３ 
	 アグネスレイザー 牡５鹿 ５７ 内田 博幸渡辺 孝男氏 森 秀行 米 R. D. Hubbard &
Dr. E. C. Allred ４８６＋ ３ 〃 クビ ６２．５�

６１１ レッツゴーヒチョリ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５５８＋ ８１：１１．５クビ １１３．８�
７１３ ボードメンバー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海栗嶋 豊明氏 村山 明 新ひだか 荒谷 英俊 ５００＋ ４ 〃 クビ １２．２�
３６ バイラオーラ 牝４栗 ５５ 吉田 隼人 �キャロットファーム 後藤 由之 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋ ６１：１２．１３� ３．７�
７１４ ツウカイヤスナム 牝５鹿 ５５ 村田 一誠木村 直樹氏 天間 昭一 三石 萩澤 泰博 B４９０＋ ２１：１３．２７ ６３．３�

（１５頭）
６１２ ミニーバローズ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，２２８，６００円 複勝： ３６，５０４，９００円 枠連： ２３，０４３，０００円

普通馬連： ８０，６５５，１００円 馬単： ４５，８１７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２３１，４００円

３連複： ８０，９６２，１００円 ３連単： １２６，９２２，３００円 計： ４３９，３６５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８４０円 複 勝 � ５００円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（１－４） ２，８９０円

普通馬連 �� ８，９００円 馬 単 �� １９，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９００円 �� １，４００円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ８，５６０円 ３ 連 単 ��� ８５，６３０円

票 数

単勝票数 差引計 ２０２２８６（返還計 ７８） 的中 � ５６１５（８番人気）
複勝票数 差引計 ３６５０４９（返還計 ３６０） 的中 � １４７９３（７番人気）� ４４４８２（４番人気）� ７６０８６（２番人気）
枠連票数 差引計 ２３０４３０（返還計 ２ ） 的中 （１－４） ５８９５（１１番人気）
普通馬連票数 差引計 ８０６５５１（返還計 ６５９） 的中 �� ６６９１（２５番人気）
馬単票数 差引計 ４５８１７８（返還計 １４９） 的中 �� １７２７（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２５２３１４（返還計 ３０２） 的中 �� ３１４６（２３番人気）�� ４３１８（１８番人気）�� １２４０７（４番人気）
３連複票数 差引計 ８０９６２１（返還計 １５２２） 的中 ��� ６９８４（２８番人気）
３連単票数 差引計１２６９２２３（返還計 １６５３） 的中 ��� １０９４（２５１番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１１．２―１２．０―１２．０―１３．０

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３７．０
３ ・（３，６）（９，７，１３，１６）－１４，１（２，４）－（５，１０，１５）８－１１ ４ ・（３，６，７，１６）９（１，１３）２，４，１４（５，１５）（１０，８）－１１

勝馬の
紹 介

ワンモアジョー �
�
父 ツルマルボーイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．１２．２６ 中山３着

２００７．４．５生 牡３鹿 母 ラヴリージョウ 母母 ラブラブジョウ ７戦３勝 賞金 ２５，８００，０００円
〔出走取消〕 ミニーバローズ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３００８１２月４日 晴 稍重 （２２中山５）第１日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３４ バ ル ー ン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４８８＋ ２１：５２．７ ３．４�

８１４ マイネルオベリスク 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 ４９２－ ２ 〃 クビ ５３．１�
（仏）

５８ ダイビングキャッチ 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ４６６＋１２１：５３．０１� ８．１�
７１１ タイキジャガー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８０＋ ４ 〃 アタマ ３．７�
７１２�	 タイガーマスク 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Stonerside

Stable B５０６－ ６ 〃 ハナ ９．４�
６１０ マイネルパルティア 牡５鹿 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ４９８－ ２１：５３．３１� ５０．８	
３３ マルサライガー 
６黒鹿 ５７

５５ △伊藤 工真鈴木キヌ子氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ ２３．７

５７ アサクサマリンバ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：５３．５１� ２８．４�
１１ レオソリスト 牡５黒鹿５７ 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 B５２４± ０１：５３．６� ２２．３�
４６ 	 ヒロノキョウシュウ 牡５鹿 ５７ 小林 淳一八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４９０＋ ２１：５４．１３ １４３．４
８１３ ローゼウィーク 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ４５８－ ８１：５４．８４ １０．２�
６９ ローンジャスティス 
５栗 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：５４．９クビ ５９．８�
２２ コスモイフリート 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ４９４± ０ 〃 ハナ ６．７�
４５ サトノハピネス 牡５栗 ５７ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 静内 千代田牧場 B５２２＋１０１：５５．６４ ３０．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，６２４，１００円 複勝： ３０，５３１，９００円 枠連： ２２，５７０，８００円

普通馬連： ７５，１６３，７００円 馬単： ４６，４８０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１３３，８００円

３連複： ８２，０１０，５００円 ３連単： １３０，７３５，２００円 計： ４３５，２５０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � ２００円 � １，１４０円 � ２６０円 枠 連（３－８） １，６２０円

普通馬連 �� １０，１４０円 馬 単 �� １５，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４６０円 �� ６６０円 �� ５，２７０円

３ 連 複 ��� ３２，２３０円 ３ 連 単 ��� １８０，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２１６２４１ 的中 � ５１３３８（１番人気）
複勝票数 計 ３０５３１９ 的中 � ４７４０８（２番人気）� ５５８２（１３番人気）� ３２００５（４番人気）
枠連票数 計 ２２５７０８ 的中 （３－８） １０３２８（８番人気）
普通馬連票数 計 ７５１６３７ 的中 �� ５４７４（３５番人気）
馬単票数 計 ４６４８０８ 的中 �� ２２２０（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１３３８ 的中 �� １８０５（４１番人気）�� １０４４２（５番人気）�� １１７５（５８番人気）
３連複票数 計 ８２０１０５ 的中 ��� １８７８（１０３番人気）
３連単票数 計１３０７３５２ 的中 ��� ５３４（５４３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．６―１３．１―１２．６―１２．７―１２．８―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３６．９―５０．０―１：０２．６―１：１５．３―１：２８．１―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

バ ル ー ン �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ソウルオブザマター デビュー ２００９．１０．３１ 東京１着

２００７．３．１８生 牡３鹿 母 スイートソウル 母母 スイートイブン １２戦３勝 賞金 ３４，２８０，０００円
※出走取消馬 ナムラビスマルク号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３００９１２月４日 晴 良 （２２中山５）第１日 第９競走 ��３，５７０�イルミネーションジャンプステークス
発走１４時１５分 （ 芝 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・
GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード３：５９．６稍重

８１２ ランヘランバ 牡７黒鹿６０ 五十嵐雄祐田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５４－ ８３：５８．９レコード １．５�

３３ マイネルネオス 牡７鹿 ６０ 柴田 大知 �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 ４５６－ ４４：００．２８ ６．７�

５５ ハストラング �６鹿 ６０ 高田 潤岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４６８－ ８ 〃 クビ ２４．０�
４４ トキノナスティア 牝４黒鹿５８ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５６－ ８４：０１．４７ ３９．４�
２２ � フェスティバルイヴ �５黒鹿６０ 高野 和馬前田 幸治氏 和田 正道 米 Brereton

C. Jones ４８２＋ ２４：０１．５クビ １１．０�
５６ � エイシンボストン 牡８栗 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 松永 昌博 米 Audley Farm ４８６－ ６４：０１．８１� ６．７�
７９ � モエレエキスパート 牡４青鹿６０ 大庭 和弥 	ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 中村 和夫 ４９６＋ ２４：０２．７５ １８．７

６７ コアレスアルダン 牡４鹿 ６０ 宗像 徹小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 広川 忠久 ４８４－ ６４：０２．８	 １４６．０�
１１ �� ジャイアンツエール 牡８青鹿６０ 穂苅 寿彦栗坂 崇氏 根本 康広 愛 Round

Hill Stud ５７６＋２０４：０３．２２	 ５６．０�
８１１ スズマーシャル 牡４栗 ６０ 横山 義行成田 隆好氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４７０＋ ２４：０３．８３	 ５５．３
７１０� ザバトルメイトル 牡４鹿 ６０ 石神 深一宮川 秋信氏 田島 俊明 日高 モリナガファーム ４５６－ ２４：０７．４大差 １４１．０�
６８ コ ー ド 牡４鹿 ６０ 蓑島 靖典松平 正樹氏 小桧山 悟 日高 山際 辰夫 ４９２＋ ４４：０８．９９ １４４．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，４５０，２００円 複勝： ５１，３０７，５００円 枠連： ２０，０９６，５００円

普通馬連： ７１，００８，８００円 馬単： ６１，６２９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４９４，９００円

３連複： ８１，０９８，０００円 ３連単： ２０２，７０３，９００円 計： ５３６，７８９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ３３０円 枠 連（３－８） ４１０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ５４０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� ３，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２４４５０２ 的中 � １３４６４８（１番人気）
複勝票数 計 ５１３０７５ 的中 � ３２４７４１（１番人気）� ４８８２５（２番人気）� １５６７７（６番人気）
枠連票数 計 ２００９６５ 的中 （３－８） ３６７３８（２番人気）
普通馬連票数 計 ７１００８８ 的中 �� １２６５０５（２番人気）
馬単票数 計 ６１６２９８ 的中 �� ８１７３１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４９４９ 的中 �� ３２９９６（１番人気）�� １０５１７（６番人気）�� ６１４１（１１番人気）
３連複票数 計 ８１０９８０ 的中 ��� ３４６３２（５番人気）
３連単票数 計２０２７０３９ 的中 ��� ３８１３１（８番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５１．９－３F ３９．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランヘランバ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００５．１２．２５ 中京１着

２００３．４．８生 牡７黒鹿 母 ミスティックライト 母母 Trystero 障害：９戦５勝 賞金 １０７，３６０，０００円
〔制裁〕 コアレスアルダン号の騎手宗像徹は，３周目４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１番への進路影響）



３３０１０１２月４日 晴 良 （２２中山５）第１日 第１０競走 ��
��２，０００�

は ぼ た ん

葉 牡 丹 賞
発走１４時５０分 （芝・右）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

３４ ショウナンパルフェ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４９０＋ ４２：０１．１ ４．６�

５７ マイネルメダリスト 牡２鹿 ５５ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ２９．２�
（仏）

５８ トーセンケイトゥー 牡２栗 ５５ 柴田 善臣島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４２：０１．２クビ ６．７�
１１ ピュアブリーゼ 牝２栗 ５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ２２：０１．３� １５．６�
８１４ マイネジャンヌ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム ４５２± ０２：０１．４� ４７．７	
７１１ ヴァルナビスティー 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９２－ ４２：０１．６１� ５８．３

２２ メイショウオオゾラ 牡２栗 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７２＋ ２ 〃 ハナ ４．４�
３３ バンスタンウォルツ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９４－ ２２：０１．８１� ７．３�
４６ ゲットハッピー 牡２黒鹿５５ 松岡 正海�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 ４６６＋ ４２：０１．９� ２３．９
６９ アッパーイースト 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９８－ ２２：０２．１１� ８．１�
８１３ ジ ャ ン ナ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ２２：０２．３１� １１５．８�
４５ メジロミドウ 牝２黒鹿５４ 黛 弘人�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４３６－ ２２：０２．５１� ２５．７�
６１０ スピードサクラ 牝２鹿 ５４ 江田 照男 �スピードファーム 和田正一郎 新ひだか 谷山 和喜 ４５６± ０２：０２．８１� １４８．５�
７１２ プルスウルトラ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ 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 ５２４－ ８２：１３．５大差 ５．８�

（伊）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４１，６３６，８００円 複勝： ６５，３２８，２００円 枠連： ３３，１４２，４００円

普通馬連： １５７，１７５，８００円 馬単： ８７，９１９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，８７２，５００円

３連複： １６７，７６４，３００円 ３連単： ２９７，６６５，５００円 計： ８９６，５０４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ６００円 � ２５０円 枠 連（３－５） ８５０円

普通馬連 �� ６，９１０円 馬 単 �� ９，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８１０円 �� ５９０円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� １３，５７０円 ３ 連 単 ��� ７３，５００円

票 数

単勝票数 計 ４１６３６８ 的中 � ７２３２９（２番人気）
複勝票数 計 ６５３２８２ 的中 � １０６４３８（２番人気）� ２３３１１（９番人気）� ７０３０４（５番人気）
枠連票数 計 ３３１４２４ 的中 （３－５） ２８９１１（３番人気）
普通馬連票数 計１５７１７５８ 的中 �� １６８０３（２５番人気）
馬単票数 計 ８７９１９０ 的中 �� ６６０９（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５８７２５ 的中 �� ６０６５（２１番人気）�� ２０５０８（４番人気）�� ５０９８（２８番人気）
３連複票数 計１６７７６４３ 的中 ��� ９１２８（４８番人気）
３連単票数 計２９７６６５５ 的中 ��� ２９８９（２５４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．８―１２．２―１２．４―１２．６―１２．７―１２．６―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．３―３５．１―４７．３―５９．７―１：１２．３―１：２５．０―１：３７．６―１：４９．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンパルフェ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Great Commotion デビュー ２０１０．８．１４ 新潟２着

２００８．５．５生 牡２鹿 母 シ ャ ン ラ ン 母母 Down the Line ４戦２勝 賞金 ２２，１５８，０００円
〔制裁〕 ピュアブリーゼ号の騎手北村宏司は，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。（１１番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プルスウルトラ号は，平成２３年１月４日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０１１１２月４日 晴 良 （２２中山５）第１日 第１１競走 ��
��３，６００�第４４回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス（ＧⅡ）

発走１５時２５分 （芝・右・内２）
３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減，２１．１２．５以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬１�増，２１．１２．４以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

スポーツニッポン新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 １，１０６，０００円 ３１６，０００円 １５８，０００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

３：４１．６
３：４１．６

良

良

１１ コスモヘレノス 牡３鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５１６＋ ２３：４３．４ １４．９�

５９ ジ ャ ミ ー ル 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４５２± ０３：４３．５� ４．５�
４７ ネヴァブション 牡７黒鹿５８ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９２± ０３：４３．７１� ４．６�
７１３ モンテクリスエス 牡５鹿 ５７ 内田 博幸毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 B５４４－ ８ 〃 ハナ １６．６�
３４ フォゲッタブル 牡４黒鹿５８ M．デムーロ 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 ４８８－ ４３：４３．９１ ４．８�

（伊）

８１４	 グラスゴッド 牡６栗 ５７ 伊藤 工真半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４８２＋ ６３：４４．０� １５３．２	
８１５ エ ジ ソ ン 牡４栗 ５７ 北村 宏司重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５２８－ ２３：４４．１クビ １４３．８

６１１ エアジパング 
７鹿 ５７ 横山 典弘 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４３８－ ６３：４４．３１� ２２．２�
３５ トウカイメロディ 牡３栗 ５５ 吉田 隼人内村 正則氏 後藤 由之 登別 青藍牧場 ４４４＋ ８３：４４．６１� ２．９�
６１０ マキハタサイボーグ 
８鹿 ５７ 小野寺祐太�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０８＋１０３：４５．０２� ２２６．２
５８ ロードキャニオン 
６鹿 ５７ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４６２－ ６ 〃 クビ ７０．５�
４６ ハギノジョイフル 
６鹿 ５７ 三浦 皇成安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６６－ ４３：４５．１クビ ２５６．４�
２２ 	 ミッキーミラクル 牡５鹿 ５７ A．クラストゥス 野田みづき氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５４８＋１０３：４５．８４ ２５．６�

（仏）

２３ ベルモントルパン 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４８２＋ ２３：４６．５４ ２４２．１�

７１２ レッドアゲート 牝５黒鹿５５ 武士沢友治ディアレスト 高木 登 浦河 小島牧場 ４４６± ０３：４７．２４ ２３２．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９０，１３４，５００円 複勝： １３３，８３２，７００円 枠連： ７２，５４０，８００円

普通馬連： ４６４，６５８，６００円 馬単： ２３８，５７１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２３，４３２，６００円

３連複： ５５９，３０３，１００円 ３連単： １，０９０，２０４，９００円 計： ２，７７２，６７９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ３１０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（１－５） ２，７００円

普通馬連 �� ２，５００円 馬 単 �� ７，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ９６０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ４，１７０円 ３ 連 単 ��� ３５，９２０円

票 数

単勝票数 計 ９０１３４５ 的中 � ４７８５９（５番人気）
複勝票数 計１３３８３２７ 的中 � ９１９３３（５番人気）� ２４６２４９（２番人気）� ２３６７９３（３番人気）
枠連票数 計 ７２５４０８ 的中 （１－５） １９８９３（９番人気）
普通馬連票数 計４６４６５８６ 的中 �� １３７５４５（１０番人気）
馬単票数 計２３８５７１９ 的中 �� ２５１８８（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２３４３２６ 的中 �� ３５１７２（９番人気）�� ３０１５６（１２番人気）�� ９１６５５（３番人気）
３連複票数 計５５９３０３１ 的中 ��� ９９１５８（１４番人気）
３連単票数 計１０９０２０４９ 的中 ��� ２２４００（１１９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．５―１２．３―１２．２―１２．５―１２．７―１３．２―１２．７―１２．８―１３．１―１３．４―１２．８―１１．１―１１．５―１２．０
―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．８―２４．１―３６．６―４８．９―１：０１．１―１：１３．６―１：２６．３―１：３９．５―１：５２．２―２：０５．０―２：１８．１―２：３１．５

２，６００� ２，８００� ３，０００� ３，２００� ３，４００�
―２：４４．３―２：５５．４―３：０６．９―３：１８．９―３：３０．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモヘレノス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００９．８．２３ 新潟５着

２００７．５．６生 牡３鹿 母 スターフェスタ 母母 パラダイスムーン １４戦４勝 賞金 １２０，８４１，０００円
〔制裁〕 フォゲッタブル号の騎手M．デムーロは，２周目向正面で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番・１番への進

路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０１２１２月４日 晴 良 （２２中山５）第１日 第１２競走 ��
��１，６００�

いちかわ

市川ステークス
発走１６時００分 （芝・右・外）

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
市川市長賞（１着）

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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

２２ ヒットジャポット 牡３黒鹿５６ 松岡 正海西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４９２± ０１：３２．４ ９．４�

６９ ラ ド ラ ー ダ 牝４青鹿５５ 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４４４－ ６１：３２．５� ３．２�
１１ ラ ル ケ ッ ト 牝５青鹿５５ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ４９６－ ４１：３２．７１� １６．０�
４４ スティルゴールド 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４７８－ ６１：３２．９１� ９．０�
４５ テイラーバートン 牝３鹿 ５４ M．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２ 〃 アタマ ３．９�

（伊）

５７ マイネルプルート 牡６黒鹿５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４５６－ ６１：３３．０� ８３．６	

３３ 	 アロマンシェス 牡６鹿 ５７ 江田 照男伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン
牧場 ４６０＋ ６１：３３．２１� ５０．７


８１２ キタノリューオー 牡６栗 ５７ 柴田 善臣�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５６６－ ４ 〃 ハナ １１．０�
７１０ スペシャルハート 牡５栗 ５７ 内田 博幸芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４８６± ０ 〃 アタマ ６．７�
６８ オリオンザドンペリ 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４９４－ ２１：３３．４１ １９３．６
５６ ショウナンタキオン 牡７栗 ５７ 田中 勝春国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 鎌田 正嗣 ５００－ ４１：３３．５� １２５．３�
７１１ ブリッツェン 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４８６＋１６ 〃 クビ １２．１�
８１３ ニシノメイゲツ 牡３青鹿５６ 武 幸四郎西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４５６＋１０１：３４．２４ ２６．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４４，３４９，０００円 複勝： ６２，２６９，３００円 枠連： ３６，２８８，３００円

普通馬連： １４６，４３６，９００円 馬単： ８５，４０１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，７９９，９００円

３連複： １７１，１３８，９００円 ３連単： ３１７，４４７，９００円 計： ９１０，１３１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ２６０円 � １５０円 � ４００円 枠 連（２－６） １，８８０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ４，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� １，７３０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ８，０５０円 ３ 連 単 ��� ５１，１００円

票 数

単勝票数 計 ４４３４９０ 的中 � ３７５３５（５番人気）
複勝票数 計 ６２２６９３ 的中 � ５８３４８（４番人気）� １４１３１１（１番人気）� ３３０１２（８番人気）
枠連票数 計 ３６２８８３ 的中 （２－６） １４２４８（８番人気）
普通馬連票数 計１４６４３６９ 的中 �� ６９７４５（４番人気）
馬単票数 計 ８５４０１７ 的中 �� １４６５８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６７９９９ 的中 �� １８０２２（６番人気）�� ６４２３（２４番人気）�� １１８７８（１２番人気）
３連複票数 計１７１１３８９ 的中 ��� １５７０５（３３番人気）
３連単票数 計３１７４４７９ 的中 ��� ４５８５（１９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３４．２―４５．６―５６．９―１：０８．７―１：２０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．５

３ １－６－４，１１（２，９）１０（５，１３）（３，７，１２）－８
２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒットジャポット �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．７．１９ 札幌４着

２００７．３．３１生 牡３黒鹿 母 タイキトゥインクル 母母 サブミッション ９戦４勝 賞金 ４９，０９１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 テイラーバートン号の騎手M．デムーロは，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
※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。



（２２中山５）第１日 １２月４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６８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

３１２，１８０，０００円
２，５５０，０００円
６，０７０，０００円
２，９３０，０００円
３１，４３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，４４０，５００円
５，２０１，４００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
３４５，０３０，０００円
５５４，０６０，６００円
２９８，２３２，０００円
１，２８８，８７８，２００円
７７５，５７６，２００円
４０７，００３，２００円
１，４９１，３１２，５００円
２，７３０，８５２，７００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，８９０，９４５，４００円

総入場人員 ３２，２１９名 （有料入場人員 ２７，２７６名）




