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３４０６１１２月１８日 晴 良 （２３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）

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

中央レコード

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

３６ スマイルヴィジット 牝２栗 ５４ 戸崎 圭太ディアレスト 池上 昌弘 新冠 赤石 久夫 ４３８± ０１：１３．２ ２４．３�
（大井）

６１１ ナムラケイオス 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４９６＋ ８１：１４．０５ １．６�
８１６ クニコチャン 牝２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次�岡 義雄氏 矢野 英一 新冠 アサヒ牧場 ４５２－ ４ 〃 ハナ ７．５�
７１３ スターゲイジング 牝２黒鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４８４－ ２１：１４．１クビ ２６．５�
５９ スピーディードータ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 ４４６＋ ４ 〃 クビ １０．５�
２３ ジュエリスト 牝２鹿 ５４ I．メンディザバル 杉山 忠国氏 萩原 清 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ６１：１４．３１� ６．５�
（仏）

１２ ショウナンハッブル 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４３８－ ２１：１４．６１� ２７．８	
１１ ゲンパチラヴダンス 牝２鹿 ５４ 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 尚大 ５０２＋２０１：１４．７� ４０．９

４７ サロンドクイーン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治山田美喜男氏 小桧山 悟 白老 社台牧場 ４２４＋ ２ 〃 ハナ ３７１．９�
６１２ ビジュアルサポート 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介�酒井牧場 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 ４４４± ０１：１４．９１� １０９．０�
５１０ ナムラセレナーデ 牝２青鹿５４ 勝浦 正樹奈村 信重氏 池上 昌弘 浦河 杵臼牧場 ４３４± ０１：１５．０クビ １３１．９
３５ トラストシンシ 牝２栗 ５４ 的場 勇人菅波 雅巳氏 的場 均 浦河 駿河牧場 ４７６＋ ４１：１５．２１ ２１３．１�
８１５ ミルクトゥース 牝２黒鹿５４ 木幡 初広三宅 勝俊氏 中川 公成 浦河 金成吉田牧場 ４７８＋ ４ 〃 アタマ ２４．９�
７１４ エ ビ ー タ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司石川 達絵氏 小笠 倫弘 新ひだか 水上 習孝 ４０４－１０１：１５．５２ １８７．９�
２４ プレシャスストーン 牝２鹿 ５４ 吉田 豊櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４１６＋ ８１：１５．８２ １０３．７�
４８ アポロピーチ 牝２栗 ５４ 小林 淳一アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 日高 池添 安雄 ４４８ ―１：１６．４３� ２８４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５２５，７００円 複勝： ５０，５６０，９００円 枠連： １４，０３５，８００円

馬連： ５２，１８０，０００円 馬単： ４２，０３４，１００円 ワイド： ２４，８１０，４００円

３連複： ６７，４４０，８００円 ３連単： １２４，４２８，６００円 計： ３９６，０１６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４３０円 複 勝 � ２９０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（３－６） １，０００円

馬 連 �� １，０３０円 馬 単 �� ３，７５０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ９１０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� １９，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２０５２５７ 的中 � ６６７１（５番人気）
複勝票数 計 ５０５６０９ 的中 � ２２９４９（５番人気）� ２７９７５０（１番人気）� ４２８３８（４番人気）
枠連票数 計 １４０３５８ 的中 （３－６） １０４０８（４番人気）
馬連票数 計 ５２１８００ 的中 �� ３７６６３（４番人気）
馬単票数 計 ４２０３４１ 的中 �� ８２９３（１１番人気）
ワイド票数 計 ２４８１０４ 的中 �� １４７５２（４番人気）�� ６０１８（１２番人気）�� ２２９９５（３番人気）
３連複票数 計 ６７４４０８ 的中 ��� ２５２３２（５番人気）
３連単票数 計１２４４２８６ 的中 ��� ４６６６（５４番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１２．０―１２．９―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．０―３５．０―４７．９―１：００．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルヴィジット �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 タニノギムレット デビュー ２０１１．１１．１３ 東京４着

２００９．３．１８生 牝２栗 母 サンデーギムレット 母母 タガノクィーン ３戦１勝 賞金 ６，８５０，０００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） １頭 サホツバキ号
（非抽選馬） ３頭 マンガンヒカル号・ヤワタサイレンス号・レガシーゴールド号
※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。

３４０６２１２月１８日 晴 良 （２３中山５）第６日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

８１６ ラ パ ー ジ ュ 牝２青鹿５４ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４６２＋ ８１：０９．９ ４．９�

７１３ トーセンマグナム 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム ４５０＋ ２ 〃 アタマ ２５．５�

（大井）

２４ ヤサカオディール 牝２黒鹿５４ 中谷 雄太志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 ４３０－ ２１：１０．０� ６７．３�
６１１ ジャーフライト 牝２青 ５４ 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 ４７４＋ ２１：１０．１� ２１．３�
５１０ コスモティアラ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豊浦 飯原牧場 B４５０＋１６ 〃 クビ ４３．６	
１２ ガッダムアスカ 牝２芦 ５４ I．メンディザバル 神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４４８－ ２１：１０．３� ２．６


（仏）

６１２ カルミアムーン 牝２栗 ５４ 横山 典弘岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４２８－ ２ 〃 ハナ １０．８�
７１４ エステージャ 牝２芦 ５４ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 森 俊雄 ４２６＋ ４ 〃 同着 ９．５�
４７ ブルーピアス 牝２栗 ５４ 津村 明秀田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 ４３６－ ６ 〃 アタマ ３５．９
５９ ウェルテクス 牡２黒鹿５５ 石橋 脩岡田 牧雄氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 ４７８± ０１：１０．４� ５３．４�
３６ ジヴェルニー 牡２栃栗５５ C．ウィリアムズ 村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５２－ ４１：１０．７１� １０．２�

（豪）

４８ グランデフォルテ 牡２栗 ５５ 木幡 初広 �グランデオーナーズ 和田 正道 浦河 山田牧場 ４２８± ０１：１０．９１� ２６２．４�
８１５ ジュリエットソング 牝２青 ５４ 柴田 善臣�ターフ・スポート尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４６６＋ ８ 〃 クビ ２０．７�
２３ リンガスジュエル 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４４０± ０１：１１．０� ９．１�
１１ メモリアビアンカ 牝２芦 ５４ 吉田 豊有限会社シルク奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４２２－ ４１：１２．２７ ２８．５�

（１５頭）
３５ エムケージャック 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹紺野 光彦氏 高橋 裕 浦河 ガーベラパー

クスタツド ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １８，８７５，１００円 複勝： ３３，８０８，５００円 枠連： １７，００９，４００円

馬連： ５３，４６６，８００円 馬単： ３４，８０９，９００円 ワイド： ２１，６８３，５００円

３連複： ６６，９８３，４００円 ３連単： ９６，３１６，２００円 計： ３４２，９５２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２２０円 � ６１０円 � １，６３０円 枠 連（７－８） １，０１０円

馬 連 �� ３，８８０円 馬 単 �� ６，５４０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� ６，６９０円 �� １５，０４０円

３ 連 複 ��� ８７，０４０円 ３ 連 単 ��� ３２６，０７０円

票 数

単勝票数 計 １８８７５１ 的中 � ３０５４３（２番人気）
複勝票数 計 ３３８０８５ 的中 � ５０５４８（２番人気）� １３５７８（７番人気）� ４６３５（１４番人気）
枠連票数 計 １７００９４ 的中 （７－８） １２５３４（４番人気）
馬連票数 計 ５３４６６８ 的中 �� １０１９０（１５番人気）
馬単票数 計 ３４８０９９ 的中 �� ３９２９（２４番人気）
ワイド票数 計 ２１６８３５ 的中 �� ３４３７（２１番人気）�� ７９０（６７番人気）�� ３４９（９０番人気）
３連複票数 計 ６６９８３４ 的中 ��� ５６８（２１７番人気）
３連単票数 計 ９６３１６２ 的中 ��� ２１８（９０２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．３―１１．８―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．０―４５．８―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ パ ー ジ ュ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．７．２３ 新潟２着

２００９．４．１８生 牝２青鹿 母 サッカーマム 母母 Traverse City ５戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔出走取消〕 エムケージャック号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
〔制裁〕 ガッダムアスカ号の騎手I．メンディザバルは，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（６番・９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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ウッチャリ号・コスモラヴバニー号
※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。

第５回　中山競馬　第６日



３４０６３１２月１８日 晴 良 （２３中山５）第６日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１０時４５分 （芝・右）

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

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

５９ マイネルエクレウス 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル �サラブレッドクラブ・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４８０＋ ４２：０３．７ ３．２�
（仏）

２４ ラブイズブーシェ 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 ４４６－ ８２：０３．８� ５．３�
７１５ トミケンオウドウ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ３５６．９�
７１４ エ ポ キ シ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４４６＋ ４２：０３．９� ６．８�
１２ セイクリッドロード 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ４２：０４．４３ １１．０�
５１０ キョウエイマイン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４２２± ０２：０４．６１� １６．１	
１１ レッドロブレス 牡２黒鹿５５ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４６２＋１０ 〃 アタマ ３８．７

７１３ アンバサドゥール 牡２鹿 ５５ 津村 明秀伊藤 元庸氏 鈴木 伸尋 浦河 猿橋 義昭 ４６２－ ８２：０４．７クビ ２８．４�
８１８ ケージーヒトメボレ 牝２栗 ５４ C．ウィリアムズ 川井 五郎氏 小島 茂之 新冠 岩見牧場 ４４０－１０２：０４．８� ２４．７�

（豪）

８１７ トーセンシーザー 牡２黒鹿５５ C．ルメール 島川 哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２± ０２：０５．０１� ３．５�
（仏）

４７ ビ ル ア ー ツ 牡２栗 ５５ 田辺 裕信井上 一郎氏 大江原 哲 安平 吉田牧場 ４４８－ ６ 〃 クビ ８８．９�
４８ フジマサアクティブ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４３６＋ ６２：０５．１クビ ２６０．１�
８１６ マイネオリヴィア 牝２黒鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ １１２．１�
６１２ ギャルソニエール 牝２栗 ５４ 戸崎 圭太大谷 正嗣氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４２８－１４ 〃 クビ ３２．８�

（大井）

３５ マイネルサムアップ 牡２鹿 ５５ 鈴来 直人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 中村農場 ３９６－ ６ 〃 ハナ １１４．７�

２３ トーセンタイムリー 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介島川 哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ
スティファーム ４１８＋ ４２：０５．２� ２８５．６�

３６ マイネパティ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム ３８０－ ８２：０５．４１� ３９７．７�

６１１ テイエムサイエンス 牡２黒鹿 ５５
５２ ▲小野寺祐太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６－ ２２：０６．１４ ７５４．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，５０４，９００円 複勝： ３７，９９１，１００円 枠連： ２０，０６０，３００円

馬連： ６２，９７９，１００円 馬単： ４０，７５１，２００円 ワイド： ２５，２７７，９００円

３連複： ７３，３４８，１００円 ３連単： １１７，０９１，０００円 計： ４００，００３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ５，１７０円 枠 連（２－５） ６９０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １５，２２０円 �� ２９，２９０円

３ 連 複 ��� １２８，５８０円 ３ 連 単 ��� ４２１，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２２５０４９ 的中 � ５５６６４（１番人気）
複勝票数 計 ３７９９１１ 的中 � ７９４５３（１番人気）� ５７１３９（３番人気）� １２９３（１５番人気）
枠連票数 計 ２００６０３ 的中 （２－５） ２１７６０（２番人気）
馬連票数 計 ６２９７９１ 的中 �� ５３８５６（２番人気）
馬単票数 計 ４０７５１２ 的中 �� １７７２０（３番人気）
ワイド票数 計 ２５２７７９ 的中 �� １８２７８（２番人気）�� ３８０（７４番人気）�� １９７（９４番人気）
３連複票数 計 ７３３４８１ 的中 ��� ４２１（１８５番人気）
３連単票数 計１１７０９１０ 的中 ��� ２０５（７６４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．７―１３．０―１３．３―１２．８―１２．８―１２．３―１１．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．３―３６．０―４９．０―１：０２．３―１：１５．１―１：２７．９―１：４０．２―１：５２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．８
１
３

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

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

マイネルエクレウス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 スターオブコジーン デビュー ２０１１．８．２８ 札幌６着

２００９．３．１４生 牡２鹿 母 マイネエストレヤ 母母 センシューリーブ ４戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔制裁〕 マイネオリヴィア号の騎手柴田大知は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）

セイクリッドロード号の騎手柴山雄一は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０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。
（非当選馬） ４頭 ヴィンドランダ号・コスモミレネール号・フレンドフィーバー号・ルーマードダイヤ号
※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。

３４０６４１２月１８日 晴 良 （２３中山５）第６日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時１５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

６１１ クレバーバラード 牡２芦 ５５ 後藤 浩輝田� 正明氏 岩戸 孝樹 浦河 川越ファーム ４９０ ―１：５８．３ １３．５�

２３ ベニノアロー 牡２鹿 ５５ 津村 明秀�紅谷 新開 幸一 新冠 安達 洋生 ４５２ ―１：５９．０４ ３２０．７�
４８ マ グ メ ル 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム ４５８ ― 〃 クビ ４．２�
８１６ ウェルウィッチア 牡２鹿 ５５ 武士沢友治南 �幸氏 高木 登 浦河 山勝牧場 ４７４ ―１：５９．１クビ １３３．２	
３６ � シンクヴェトリル 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd

Browning ５４６ ― 〃 クビ １２．７

５１０ トーセンガリレオ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 岡田スタツド ５３０ ―１：５９．２クビ ２９．５�
５９ チアフルウェルカム 牡２栗 ５５ 三浦 皇成吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７６ ― 〃 ハナ １０．３�
２４ ファイヤーエース 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太ディアレスト 田村 康仁 日高 タバタファーム ４７２ ―１：５９．４１� ２６．５

（大井）

６１２ バーバラスアゲン 牡２栗 ５５ 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４６２ ―１：５９．５� ２５２．９�
８１５ カズノメジャー 牝２黒鹿５４ 浜中 俊鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか タイヘイ牧場 ５３４ ―１：５９．８１� ５２．５�
１１ プボワールベール 牡２栗 ５５ 北村 宏司松尾 正氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 ５０２ ―２：００．０� ２．１�
４７ レスタースクエア 牡２栗 ５５ 小牧 太前田 幸治氏 田中 剛 日高 新井 昭二 ５１６ ― 〃 クビ １８．９�
７１４ トモヲエラババ 牡２栃栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４７８ ―２：００．３２ ３６２．７�
７１３ ドルフィンハート 牝２青鹿５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 田島 俊明 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５３４ ―２：０１．８９ １０．４�
１２ トキメキローズ 牝２黒鹿５４ 小林 淳一片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４３４ ―２：０２．９７ ２１９．３�
３５ ダイワマークアップ 牡２栗 ５５ 柴田 大知大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 折手牧場 ５６６ ―２：０３．４３ ２５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３４２，８００円 複勝： ２８，８６６，０００円 枠連： １６，６６４，３００円

馬連： ４８，３９７，５００円 馬単： ３７，３８２，９００円 ワイド： ２０，２３１，９００円

３連複： ５８，４４０，２００円 ３連単： ９６，５９９，０００円 計： ３２６，９２４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ４２０円 � ５，５８０円 � １８０円 枠 連（２－６） １２，４４０円

馬 連 �� １２５，３３０円 馬 単 �� ２３１，８４０円

ワ イ ド �� ２９，０５０円 �� １，０２０円 �� １６，１００円

３ 連 複 ��� ２４７，８７０円 ３ 連 単 ��� ２，０９６，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２０３４２８ 的中 � １１９５４（６番人気）
複勝票数 計 ２８８６６０ 的中 � １６８４９（６番人気）� １０４１（１６番人気）� ５７３２６（２番人気）
枠連票数 計 １６６６４３ 的中 （２－６） ９８９（２９番人気）
馬連票数 計 ４８３９７５ 的中 �� ２８５（８８番人気）
馬単票数 計 ３７３８２９ 的中 �� １１９（１４９番人気）
ワイド票数 計 ２０２３１９ 的中 �� １６７（９６番人気）�� ５１５０（９番人気）�� ３０２（７４番人気）
３連複票数 計 ５８４４０２ 的中 ��� １７４（２５７番人気）
３連単票数 計 ９６５９９０ 的中 ��� ３４（１６８３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１３．０―１４．０―１３．６―１３．０―１３．７―１３．２―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３７．２―５１．２―１：０４．８―１：１７．８―１：３１．５―１：４４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．５―３F４０．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クレバーバラード �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 リ ヴ リ ア 初出走

２００９．３．４生 牡２芦 母 ケイアイバラード 母母 ハナサキメグロ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



３４０６５１２月１８日 晴 良 （２３中山５）第６日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時０５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

２４ キネオピューマ 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ
ファーム ４５４ ―１：３６．４ １．９�

（大井）

６１２ ピースオブアイ 牝２栗 ５４ 田中 勝春星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４６０ ―１：３６．５� ４．２�
４８ ジャストジョーイ 牝２芦 ５４ 北村 宏司�G１レーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３６ ―１：３６．７１� １１．５�
８１６ メイショウピッケル 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８６ ―１：３７．２３ ８．７�
１２ ソミュールロゼ 牝２栗 ５４ 浜中 俊岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４２２ ―１：３７．４１� ３６．９�
７１３ ニシノトモヤ 牡２栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 日高 西山牧場 ４７０ ―１：３７．７１� ５７．１�
２３ サダムウイズダム 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介大西 定氏 田中 剛 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４４８ ― 〃 アタマ ２４．４	
５１０ ウエスタンビバ 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一西川 賢氏 中野 栄治 新ひだか ウエスタンファーム ４４８ ― 〃 クビ ９３．５

３５ ア マ ラ ン ト 牝２青 ５４ C．ウィリアムズ 畑佐 博氏 坂本 勝美 新冠 細川農場 ４７２ ―１：３７．８クビ ７．５�

（豪）

７１４ シャポードゥマス 牝２栗 ５４ 鈴来 直人上田 忠男氏 畠山 重則 新冠 越湖ファーム ４２０ ―１：３８．１１� ５２３．６�
８１５ トーセンプリモ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊島川 哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム ４９６ ―１：３８．４２ １２７．８�
５９ トウカイサンゴ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 ４０８ ―１：３８．６１� １８３．８�
６１１ シンデンゼアス 牡２青鹿５５ 伊藤 直人神田 通博氏 佐藤 全弘 青森 諏訪牧場 ４７２ ―１：３８．８１� ４３６．７�
１１ ダイワブルーム 牝２鹿 ５４ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 新ひだか 千代田牧場 ４４２ ―１：３９．２２� ３４．７�
３６ ラヴフォーオール 牝２青鹿５４ 石橋 脩矢野 和雅氏 木村 哲也 新冠 大林ファーム ４４８ ―１：３９．４１� １３１．５�
４７ マスバルドボルド 牡２芦 ５５ 小林 淳一上田 忠男氏 杉浦 宏昭 新ひだか 金舛 幸夫 ４５４ ―１：３９．８２� ２３７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，７１４，２００円 複勝： ３３，３３４，６００円 枠連： １７，５８７，４００円

馬連： ５６，８７７，３００円 馬単： ４４，８８３，３００円 ワイド： ２２，８２０，７００円

３連複： ６５，３２２，１００円 ３連単： １２２，４３０，３００円 計： ３８７，９６９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（２－６） ３６０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド �� ２００円 �� ４７０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� ４，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２４７１４２ 的中 � １０４５６５（１番人気）
複勝票数 計 ３３３３４６ 的中 � １１５９０４（１番人気）� ５５１９０（２番人気）� ２３９６２（５番人気）
枠連票数 計 １７５８７４ 的中 （２－６） ３６３１９（１番人気）
馬連票数 計 ５６８７７３ 的中 �� １１３６３２（１番人気）
馬単票数 計 ４４８８３３ 的中 �� ５５９５７（１番人気）
ワイド票数 計 ２２８２０７ 的中 �� ３４５７２（１番人気）�� １０９４４（４番人気）�� ６４４２（９番人気）
３連複票数 計 ６５３２２１ 的中 ��� ２９５４５（３番人気）
３連単票数 計１２２４３０３ 的中 ��� ２２４６７（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．９―３５．７―４８．１―１：００．５―１：１２．５―１：２４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キネオピューマ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００９．２．１９生 牡２鹿 母 ワンアイドバンブー 母母 ドロレスバンブー 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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アルパインスタイル号・コスモリトス号・サウスビクトル号・スノービアンコ号・トーアライチョウ号・

パワーオブプレイ号・ハンサムボーイ号・モヒート号・ロードエナジー号
※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。

３４０６６１２月１８日 晴 良 （２３中山５）第６日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

８１５ キングオブロー 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム ４８２＋ ６１：１１．５ ６．７�

８１４ タニセンジャッキー 牡２鹿 ５５
５２ ▲嶋田 純次染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４７４＋ ４１：１１．６� ２．７�

５８ ジョウノソナタ 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４６６± ０１：１２．０２� １０．５�
２３ トウショウブーム 牡２鹿 ５５ 浜中 俊トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１２± ０１：１２．６３� ７．９�
２２ ハタノアブソルート 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ５２４＋ ４ 〃 ハナ １４．３�
７１２ フリートアロー 牡２栗 ５５ 田辺 裕信矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４９０－ ６ 〃 クビ ８．９	
４７ � ジョーマダガスカル 牡２鹿 ５５ 石橋 脩上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III ５０６＋ ２１：１２．９２ ４９．５

５９ ノボピュアリティ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７４＋１０ 〃 ハナ ５４．３�
６１０� ミラクルブリザード 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太�� 良樹氏 佐藤 厚弘 新冠 高瀬牧場 ５００－ ９１：１３．１１	 １６４．７�

（船橋） （大井）

１１ ロードナイト 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６４＋ ４１：１３．２クビ １３．０
３４ ダイワインスパイア 牡２鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 ４７０＋ ６ 〃 クビ ４．９�
６１１
 カンタベリーナイト 牡２鹿 ５５ 小林 淳一峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４８２＋１８ 〃 ハナ ３８９．３�
４６ 
 カインドギフト 牝２栗 ５４ 北村 友一吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ４７８－ ２１：１３．５１� １８９．８�
７１３
 マライアレジーナ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４５２＋ ６１：１３．８２ ３３７．４�
３５ 
 ターコイズクラウド 牝２鹿 ５４ 柴田 大知栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 碧雲牧場 ４２２± ０１：１３．９クビ ４２８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，９７２，０００円 複勝： ４６，０１５，０００円 枠連： ２１，３１２，９００円

馬連： ７７，０４８，３００円 馬単： ４７，００４，６００円 ワイド： ２７，６３５，５００円

３連複： ８２，５２６，２００円 ３連単： １３７，７８５，５００円 計： ４６６，３００，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � ２２０円 枠 連（８－８） ９００円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ８７０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ２，４５０円 ３ 連 単 ��� １３，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２６９７２０ 的中 � ３１９４１（３番人気）
複勝票数 計 ４６０１５０ 的中 � ５８７４１（２番人気）� １２２２３２（１番人気）� ４７３６８（４番人気）
枠連票数 計 ２１３１２９ 的中 （８－８） １７５８３（４番人気）
馬連票数 計 ７７０４８３ 的中 �� ６４６２０（２番人気）
馬単票数 計 ４７００４６ 的中 �� １５８８１（７番人気）
ワイド票数 計 ２７６３５５ 的中 �� １９５２３（１番人気）�� ７３５６（１１番人気）�� １３５６３（６番人気）
３連複票数 計 ８２５２６２ 的中 ��� ２４８６４（６番人気）
３連単票数 計１３７７８５５ 的中 ��� ７５５４（３１番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．４―１１．３―１２．２―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．１―３３．４―４５．６―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングオブロー �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー ２０１１．１０．３０ 新潟１着

２００９．２．２０生 牡２鹿 母 マ ダ ム チ ヨ 母母 アンティークルーカス ３戦２勝 賞金 １８，０５９，０００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。



３４０６７１２月１８日 晴 良 （２３中山５）第６日 第７競走 ��
��２，５００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時０５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�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

２：３８．６
２：３８．６

不良

不良

２２ � ナムラボルカーン 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介�樽さゆり氏 松永 康利 浦河 中島牧場 ４８６± ０２：４４．２ ５８．４�

７１２ シルクドルフィン 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５０４－ ６２：４４．４１� ７．１�
１１ ジャストザシーズン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４８６＋１４ 〃 クビ ２．５�
５７ バ シ リ ク ス 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４９０＋ ６２：４４．７２ ７．８�
８１４ リンガスアクター 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ２８．２�
８１３ ウエスタンブラボー 牡４青鹿５７ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４７８＋ ４２：４５．１２	 ２２．５�
６９ オリオンザアルファ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４８０＋ ６２：４５．２クビ ８．０�
４５ カインバティック 
３鹿 ５５ 石橋 脩 	キャロットファーム 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２ 〃 ハナ ２２．０

６１０ デ ミ チ ン タ 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ ４６６－ ４２：４５．４１� ４．８�
４６ ニ ー ロ 牡３黒鹿５５ 戸崎 圭太佐々木 勇氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５５４＋１６２：４５．６１� １４．３�

（大井）

７１１ トーセンマルゴー 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥島川 哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５３８＋ ８２：４６．８７ ８０．２�
５８ � スペースシャトル 牡５鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次嶋田 賢氏 境 征勝 静内 岡田牧場 B４８２－ ２２：４６．９	 １２７．１�
３３ ゲンパチボロン 牡３栗 ５５ 津村 明秀平野 武志氏 相沢 郁 新ひだか タガミファーム ４７６－１０２：４８．７大差 ５３．７�
３４ トーセンマリーン 牡４黒鹿５７ 木幡 初広島川 哉氏 宗像 義忠 新ひだか 城地 和義 ５２８－ ４２：５０．７大差 ２６２．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，７４１，８００円 複勝： ４１，４３９，１００円 枠連： ２２，９０９，２００円

馬連： ７２，２４９，２００円 馬単： ４８，８４０，７００円 ワイド： ２７，３２３，１００円

３連複： ８２，１１９，５００円 ３連単： １４０，３５４，４００円 計： ４５７，９７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，８４０円 複 勝 � １，４５０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（２－７） １９，３７０円

馬 連 �� ２３，６５０円 馬 単 �� ６５，６６０円

ワ イ ド �� ５，６２０円 �� ２，４４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １９，１３０円 ３ 連 単 ��� ２３８，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２２７４１８ 的中 � ３０７３（１１番人気）
複勝票数 計 ４１４３９１ 的中 � ５０５２（１１番人気）� ４９８５９（４番人気）� １０６５１４（１番人気）
枠連票数 計 ２２９０９２ 的中 （２－７） ８７３（２８番人気）
馬連票数 計 ７２２４９２ 的中 �� ２２５５（４６番人気）
馬単票数 計 ４８８４０７ 的中 �� ５４９（１０３番人気）
ワイド票数 計 ２７３２３１ 的中 �� １１１６（４８番人気）�� ２６２４（３１番人気）�� １７９０９（３番人気）
３連複票数 計 ８２１１９５ 的中 ��� ３１６９（６０番人気）
３連単票数 計１４０３５４４ 的中 ��� ４３４（５２４番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．３―１３．９―１４．１―１３．６―１３．８―１３．８―１２．８―１２．５―１２．３―１３．０―１３．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１８．４―３０．７―４４．６―５８．７―１：１２．３―１：２６．１―１：３９．９―１：５２．７―２：０５．２―２：１７．５―２：３０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５１．５―３F３９．０
１
�
１２（２，３）６，４（８，１４）（１０，１３，１）９－５，７－１１・（１２，３，６，１４，１）－８（２，９）（１３，７）（１０，４）５－１１

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

勝馬の
紹 介

�ナムラボルカーン �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Miswaki

２００８．３．２８生 牡３鹿 母 ナムラクロシェット 母母 Romy ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンマリーン号は，平成２４年１月１８日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３４０６８１２月１８日 晴 良 （２３中山５）第６日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３５分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１２ センターステージ 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：１０．７ ２０．６�

８１６� カフェヒミコ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi
Yoshizawa ５０８＋ ２１：１０．９１� ２．６�

２４ � サトノデートナ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 米
Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

４８８＋ ８１：１１．２１	 ７．０�
２３ クロフォード 牝４青 ５５ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２ 〃 ハナ ２１．４�
７１３ メイショウツチヤマ 牡４鹿 ５７ C．ルメール 松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ４．８�

（仏）

４８ � ケイアイヘルメス 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 米 Morihiro
Kameda ５２２＋ ２１：１１．３クビ ３．６	

５１０ サーランスロット 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 ４７６＋ １１：１１．４	 ２１．４�
（大井）

３６ � アグネスティンクル 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-
ham Stud ４６２－ ３１：１１．６１
 ７７．４


８１５� シャイニイチカ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４２６－ ４１：１１．７クビ １０１．５�
３５ � エイシンフルハート 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三平井 豊光氏 西園 正都 米

James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５０６－ ４１：１１．８� ４４．９�
４７ エ ス カ ー ダ 牡４青鹿５７ 鈴来 直人山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４６８＋ ２１：１１．９クビ １２８．７
１１ ケイアイマーズ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４８２＋１８１：１２．０� ４１．７�
７１４ リサーチアゲン 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 ４９２＋１０１：１２．１� ３１８．４�
６１１ マドモアゼルノン 牝４黒鹿５５ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４５４－ ８１：１２．３１� ５５７．９�
５９ � ワイズドリーム 牝５栗 ５５ 池添 謙一吉田 好雄氏 天間 昭一 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４８８± ０１：１２．５１
 １１０．５�
６１２� ダンジグマスター 牡６鹿 ５７ 小牧 太榮 義則氏 森 秀行 米

W. S. Farish & Kil-
roy Thoroughbred
Partnership

４７８＋１２ 〃 ハナ ３８７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，４１５，６００円 複勝： ５５，０８５，０００円 枠連： ２７，１０６，１００円

馬連： １００，６９９，７００円 馬単： ６１，５７８，０００円 ワイド： ３４，６０８，５００円

３連複： １１３，６１３，５００円 ３連単： １９８，６９６，４００円 計： ６２４，８０２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０６０円 複 勝 � ３４０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（１－８） １，６００円

馬 連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ８，１２０円

ワ イ ド �� ８９０円 �� １，６１０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ５，６００円 ３ 連 単 ��� ４６，４５０円

票 数

単勝票数 計 ３３４１５６ 的中 � １２８０５（５番人気）
複勝票数 計 ５５０８５０ 的中 � ３０８９７（５番人気）� １４８２８７（１番人気）� ７５２０６（４番人気）
枠連票数 計 ２７１０６１ 的中 （１－８） １２５１９（７番人気）
馬連票数 計１００６９９７ 的中 �� ２５０５０（１１番人気）
馬単票数 計 ６１５７８０ 的中 �� ５６０３（２４番人気）
ワイド票数 計 ３４６０８５ 的中 �� ９３１５（８番人気）�� ４９４１（２０番人気）�� ２３９０６（３番人気）
３連複票数 計１１３６１３５ 的中 ��� １４９７６（２０番人気）
３連単票数 計１９８６９６４ 的中 ��� ３１５７（１２７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．０―１２．３―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．３―４５．６―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

センターステージ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．２ 新潟１着

２００６．５．１８生 牝５鹿 母 ランニングヒロイン 母母 ダイナアクトレス １２戦４勝 賞金 ３９，０１０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 キンショーユウジャ号・コスモパイレット号・ナイトオブザオペラ号
※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。



３４０６９１２月１８日 晴 良 （２３中山５）第６日 第９競走 ��
��１，８００�千 葉 テ レ ビ 杯

発走１４時１０分 （芝・右）

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

賞 品
本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

６６ エチゴイチエ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：４８．９ ２．５�

８８ コスモバタフライ 牝３黒鹿５４ I．メンディザバル �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４６４＋ ６１：４９．０� ６．５�
（仏）

２２ マイネルグート 牡４鹿 ５７ 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 ５０２－ ６１：４９．１� ５．３�

７７ シャイニンアーサー 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４９８＋ ２１：４９．３１ ８．７�
８９ イ チ ブ ン 牡４青鹿５７ 柴田 善臣山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 ４９４－ ２ 〃 クビ ４．５�
４４ � レオプログレス 牡６青 ５７ 戸崎 圭太�レオ 平井 雄二 様似 清水 誠一 ４６０＋ ８１：４９．４� １５．５	

（大井）

５５ � ヒロノキョウシュウ 牡６鹿 ５７ 武士沢友治八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４９２＋ ４１：４９．９３ １５３．２

１１ カンタベリーダダ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊峰 哲馬氏 鈴木 勝美 むかわ ヤマイチ牧場 ４６０＋ ６１：５０．０� １３．３�
３３ ロトスカイブルー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９８＋ ４ 〃 クビ ４７．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３４，０３９，９００円 複勝： ５６，４９３，９００円 枠連： ２３，８４８，９００円

馬連： ９６，３３３，１００円 馬単： ７３，６１３，０００円 ワイド： ３４，０５６，９００円

３連複： １０１，５２３，３００円 ３連単： ２７９，４２８，７００円 計： ６９９，３３７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（６－８） ２８０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ２６０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ９６０円 ３ 連 単 ��� ３，５９０円

票 数

単勝票数 計 ３４０３９９ 的中 � １１０３２４（１番人気）
複勝票数 計 ５６４９３９ 的中 � １５７２７６（１番人気）� ７０８２８（４番人気）� ９６２２３（２番人気）
枠連票数 計 ２３８４８９ 的中 （６－８） ６２８９１（１番人気）
馬連票数 計 ９６３３３１ 的中 �� ９０３３３（３番人気）
馬単票数 計 ７３６１３０ 的中 �� ４７０２９（３番人気）
ワイド票数 計 ３４０５６９ 的中 �� ２６５９１（３番人気）�� ３５１３８（２番人気）�� ２２２３２（４番人気）
３連複票数 計１０１５２３３ 的中 ��� ７８４５５（２番人気）
３連単票数 計２７９４２８７ 的中 ��� ５７５１１（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．９―３７．４―４９．７―１：０１．９―１：１４．２―１：２６．０―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．７
１
３
３，２，１，８（４，６）－７－５，９
３，２（１，８）６，４，７，５，９

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

勝馬の
紹 介

エチゴイチエ 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．２．２６ 中山１着

２００８．５．４生 牡３鹿 母 ダンスフォーママ 母母 ビユーパーダンス ９戦３勝 賞金 ３８，８５２，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３４０７０１２月１８日 晴 良 （２３中山５）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�

ちゅうとう

仲冬ステークス
発走１４時４５分 （ダート・右）

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

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２３ � エベレストオー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B５００＋ ８１：１０．２ ８．０�

７１４ デイトユアドリーム 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２１：１０．３� ６．５�
６１１ ノボレインボー 牝５芦 ５５ 北村 宏司�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５１０± ０１：１０．５１	 ９６．８�
５１０ ガ ン ド ッ グ 
４栗 ５７ 蛯名 正義村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ６１：１０．８２ ５．３�
６１２ キングパーフェクト 牡５黒鹿５７ 横山 典弘田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４７６＋１２１：１０．９クビ ４．４�
４７ ドリームクラウン 牡６栗 ５７ 武士沢友治セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５３８＋ ８ 〃 クビ １６７．５�
２４ � カフェレジェンド 牡６青鹿５７ 津村 明秀西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５１６± ０１：１１．０クビ ５６．７	
３５ サ リ エ ル 牝４鹿 ５５ 吉田 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４８０＋ ２ 〃 ハナ ９．９

７１３ ニシオドリーム 牡３黒鹿５６ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４７８－ ２ 〃 アタマ ４．０�
８１５� オーシャンカレント 牡５鹿 ５７ I．メンディザバル 吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ５００－１０ 〃 同着 １１．７�

（仏）

１２ トウショウブリッツ 牡７鹿 ５７ 大庭 和弥トウショウ産業� 清水 英克 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４８８－ ２１：１１．１� ４８．８

５９ ピエナポパイ 牡６栗 ５７ 岩部 純二本谷 兼三氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 ５１２± ０１：１１．３１� ３４９．１�
１１ ダイワプリベール 牡５鹿 ５７ 池添 謙一大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４７２＋ ２１：１１．５１� ５９．５�
８１６ リッカアリュール 牡５栗 ５７ 浜中 俊立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ４９４＋ ２１：１２．１３� ３１．３�
４８ イセノスバル 牡５青 ５７ 小牧 太大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２４± ０１：１２．４１� １０１．７�
３６ ストレートイン 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 B５０４－ ４１：１３．３５ ７５．３�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，７１８，８００円 複勝： ８５，３７７，１００円 枠連： ４６，６８６，５００円

馬連： １８２，３６３，８００円 馬単： ９７，８４３，８００円 ワイド： ５９，８３５，７００円

３連複： ２０２，９３４，２００円 ３連単： ３６０，６３５，２００円 計： １，０８１，３９５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２９０円 � ２１０円 � ２，０９０円 枠 連（２－７） １，１７０円

馬 連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ５，２９０円

ワ イ ド �� ９２０円 �� ９，５３０円 �� ６，８００円

３ 連 複 ��� ７０，６８０円 ３ 連 単 ��� ４２０，４６０円

票 数

単勝票数 計 ４５７１８８ 的中 � ４５５４３（５番人気）
複勝票数 計 ８５３７７１ 的中 � ７９２６７（６番人気）� １２９４８６（３番人気）� ８５０３（１３番人気）
枠連票数 計 ４６６８６５ 的中 （２－７） ２９４７１（５番人気）
馬連票数 計１８２３６３８ 的中 �� ５７２３１（１２番人気）
馬単票数 計 ９７８４３８ 的中 �� １３６５５（２７番人気）
ワイド票数 計 ５９８３５７ 的中 �� １６９４７（１２番人気）�� １５０４（６６番人気）�� ２１１６（５５番人気）
３連複票数 計２０２９３４２ 的中 ��� ２１１９（１５２番人気）
３連単票数 計３６０６３５２ 的中 ��� ６３３（８３６番人気）

ハロンタイム １１．６―１０．４―１０．８―１１．９―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．６―２２．０―３２．８―４４．７―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エベレストオー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 タマモクロス

２００７．４．５生 牡４鹿 母 ヒカリバンダ 母母 スーパーハゴロモ ２０戦３勝 賞金 ５３，１８６，０００円
地方デビュー ２００９．６．１０ 門別

〔制裁〕 イセノスバル号の騎手小牧太は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）
〔その他〕 キングパーフェクト号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キングパーフェクト号は，平成２４年２月１８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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エーシンリードオー号・カホマックス号・ジートップキセキ号
※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。

１レース目



３４０７１１２月１８日 晴 良 （２３中山５）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第６３回朝日杯フューチュリティステークス（ＧⅠ）

発走１５時２５分 （芝・右・外）

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

賞 品
本 賞 ７０，０００，０００円 ２８，０００，０００円 １８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ７，０００，０００円
付 加 賞 １，１７６，０００円 ３３６，０００円 １６８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：３３．４
１：３３．１
１：３３．４

良

良

良

２３ アルフレード 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ４１：３３．４ ３．１�
（豪）

２４ マイネルロブスト 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 小泉牧場 ４９２＋ ８１：３３．７２ ９．７�

８１５ レオアクティブ 牡２栗 ５５ 横山 典弘田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４５６＋ ８１：３３．８� １４．１�
６１２ トウケイヘイロー 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 ４７４－ ４ 〃 クビ １４．３�
８１６ ダ ロ ー ネ ガ 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ４１：３４．０１� ８．０�
１１ サドンストーム 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６－ ４ 〃 クビ １１．８	
４７ ク ラ レ ン ト 牡２栗 ５５ 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６－ ２１：３４．１� ６．０

５１０ ジョウノバッカス 牡２栗 ５５ 戸崎 圭太小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４８２－ ２１：３４．２� １４２．４�

（大井）

１２ ローレルブレット 牡２黒鹿５５ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４４４± ０ 〃 アタマ １３．１�
３５ ネオヴァンクル 牡２栗 ５５ 浜中 俊小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２ 〃 アタマ ７３．４
４８ ショウナンラムジ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ５０４＋ ４１：３４．６２� １４．０�
３６ ス ノ ー ド ン 牡２黒鹿５５ 北村 友一 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０＋１０ 〃 クビ ２０．５�
６１１ マコトリヴァーサル 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル 尾田左知子氏 須貝 尚介 様似 出口 繁夫 ４９２＋ ６１：３４．７� ３５．６�

（仏）

７１４ ヒシワイルド 牡２鹿 ５５ C．ルメール 阿部雅一郎氏 河内 洋 新冠 飛渡牧場 ４５８± ０１：３４．８� ６９．４�
（仏）

５９ ニ ン ジ ャ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４７２± ０１：３５．２２� ７９．５�
７１３ ハクサンムーン 牡２栗 ５５ 田中 勝春河� 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 ４４８± ０１：３５．３クビ ２０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８４，８４６，４００円 複勝： ３２９，３４３，６００円 枠連： ４２０，５８１，７００円

馬連： １，６１６，１３１，８００円 馬単： ８２７，８６８，１００円 ワイド： ３８５，１０１，３００円

３連複： ２，０７１，７８３，９００円 ３連単： ３，９５６，５５２，４００円 計： ９，８９２，２０９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ２７０円 � ３９０円 枠 連（２－２） １，６６０円

馬 連 �� １，５２０円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� １，１６０円 �� ２，６８０円

３ 連 複 ��� ８，５４０円 ３ 連 単 ��� ３０，６３０円

票 数

単勝票数 計２８４８４６４ 的中 � ７２７６７０（１番人気）
複勝票数 計３２９３４３６ 的中 � ７３３４６１（１番人気）� ３０１６３９（４番人気）� １８１９９３（９番人気）
枠連票数 計４２０５８１７ 的中 （２－２） １８７２９０（８番人気）
馬連票数 計１６１６１３１８ 的中 �� ７８６７３０（３番人気）
馬単票数 計８２７８６８１ 的中 �� ２８０５５５（３番人気）
ワイド票数 計３８５１０１３ 的中 �� １６０４８７（３番人気）�� ８１６４６（９番人気）�� ３３７９６（４０番人気）
３連複票数 計２０７１７８３９ 的中 ��� １７９２１３（２６番人気）
３連単票数 計３９５６５５２４ 的中 ��� ９５３５０（６７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．３―１１．４―１１．９―１２．０―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３４．５―４５．９―５７．８―１：０９．８―１：２１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．６

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

勝馬の
紹 介

アルフレード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．９．２５ 中山１着

２００９．４．１１生 牡２鹿 母 プリンセスカメリア 母母 ラトラヴィアータ ３戦３勝 賞金 ８８，４１４，０００円
〔制裁〕 スノードン号の騎手北村友一は，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。（９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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 ヴァリアシオン号・エネアド号・オコレマルーナ号・キングオブロー号・プレミアムブルー号・フレージャパン号・

マロンクン号・ミヤビアミュレット号・リアルフレア号
※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。

３４０７２１２月１８日 晴 良 （２３中山５）第６日 第１２競走 ��
��１，６００�中山ウインタープレミアム

発走１６時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．１２．１８以降２３．１２．１１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４７ エイシンサクセス 牡５芦 ５５ 後藤 浩輝平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４８８－ ２１：３４．４ １７．１�

８１５ ピースピース 牡５鹿 ５５ 戸崎 圭太��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４８０－ ４１：３４．５� １０６．３�
（大井）

３５ アロマカフェ 牡４黒鹿５８ 岩田 康誠西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ６．６�
２３ � アロマンシェス 牡７鹿 ５４ 柴山 雄一伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４７６＋ ６１：３４．６クビ ５３．３�
５８ アドマイヤセプター 牝３栗 ５４ I．メンディザバル 近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ２ 〃 クビ ２．４�

（仏）

７１３ ミッキーチアフル 牡６鹿 ５６ 三浦 皇成野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１０± ０１：３４．７クビ ３０．４�
３４ ギンザボナンザ 牝４青 ５５．５ 池添 謙一有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ６１：３４．８� ４．６	
１１ フェイマステイル 牡５鹿 ５５ 田辺 裕信 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４ 〃 ハナ ２６．５

２２ マジックビクトリア 牝７鹿 ５２ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４７４＋ ６ 〃 クビ ８３．６�
６１０ プランスデトワール 牡３芦 ５５ 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７４＋ ８ 〃 アタマ １２．９�
６１１� サクラネクスト 牡７栗 ５４ 北村 宏司さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４７６＋１０１：３４．９� １３８．０�
５９ サザンスターディ 牡５鹿 ５６ 津村 明秀南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５４０＋ ８ 〃 アタマ ４０．５�
４６ クィーンズバーン 牝３黒鹿５３ 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４４４± ０１：３５．０クビ ９．４�
８１４ シャドークロス 牡６栗 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４９６＋ ６ 〃 ハナ ３８．９�
７１２ マイネルプルート 牡７黒鹿５４ C．ウィリアムズ サラブレッドクラブ・ラフィアン 堀井 雅広 門別 庄野牧場 ４８０＋１２ 〃 ハナ １４５．９�

（豪）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ７１，９７０，９００円 複勝： １０７，５４３，６００円 枠連： ６４，００９，６００円

馬連： ２３２，７１８，７００円 馬単： １３５，４５０，４００円 ワイド： ８３，３７７，２００円

３連複： ２７４，６２７，５００円 ３連単： ５４９，９０８，６００円 計： １，５１９，６０６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７１０円 複 勝 � ４５０円 � ２，２７０円 � ２４０円 枠 連（４－８） ５，７２０円

馬 連 �� ６８，９２０円 馬 単 �� １２５，１２０円

ワ イ ド �� １６，６２０円 �� １，８００円 �� ９，１４０円

３ 連 複 ��� １５７，５００円 ３ 連 単 ��� １，３１３，１１０円

票 数

単勝票数 計 ７１９７０９ 的中 � ３５３２３（６番人気）
複勝票数 計１０７５４３６ 的中 � ６４０７２（６番人気）� １１１６７（１４番人気）� １５１２１９（３番人気）
枠連票数 計 ６４００９６ 的中 （４－８） ８８２０（１９番人気）
馬連票数 計２３２７１８７ 的中 �� ２６６１（８４番人気）
馬単票数 計１３５４５０４ 的中 �� ８５３（１５８番人気）
ワイド票数 計 ８３３７７２ 的中 �� １２９９（８４番人気）�� １２４９３（１７番人気）�� ２３７１（６７番人気）
３連複票数 計２７４６２７５ 的中 ��� １３７４（２４７番人気）
３連単票数 計５４９９０８６ 的中 ��� ３３０（１５８９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．５―１２．１―１２．２―１２．２―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．０―４７．１―５９．３―１：１１．５―１：２２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．１

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンサクセス �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１１．１ 福島１着

２００６．４．２９生 牡５芦 母 スナークサクセス 母母 ニジンスキーセンチメント ２５戦５勝 賞金 ８３，９８６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０５分に変更。
※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。

３レース目



（２３中山５）第６日 １２月１８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 １８２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

３３２，１４０，０００円
２，１１０，０００円
１１，４８０，０００円
３，０１０，０００円
３１，３１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，２９４，５００円
５，３２４，０００円
１，８０１，８００円

勝馬投票券売得金
６２６，６６８，１００円
９０５，８５８，４００円
７１１，８１２，１００円
２，６５１，４４５，３００円
１，４９２，０６０，０００円
７６６，７６２，６００円
３，２６０，６６２，７００円
６，１８０，２２６，３００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 １６，５９５，４９５，５００円

総入場人員 ３６，３７３名 （有料入場人員 ３１，１７６名）


