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３３０１３１２月２日 晴 稍重 （２４中山５）第２日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走９時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

４８ ローレルアルトス 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義 �ローレルレーシング 小野 次郎 青森 ワールドファーム ４５６± ０１：５８．１ １．９�

８１５ マ グ ネ イ ト 牡２栗 ５５ 柴田 善臣 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか キヨタケ牧場 ４８６＋ ６１：５８．２� １１．３�

３６ テルミニスト 牡２黒鹿５５ 木幡 初広加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４５８－ ２１：５８．５２ ２３．９�
７１４ ギンザマーシャル 牡２芦 ５５ 三浦 皇成有馬 博文氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ２１：５８．６クビ ９．７�
６１１ アキレスバイオ 牡２芦 ５５ 大野 拓弥バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 ４８２＋ ６１：５９．２３� １５．３�
５１０ ソウルオブロック 牡２鹿 ５５ 武士沢友治�服部牧場 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 ４５６± ０１：５９．４１� １３８．８	
７１３ ショウナンパンチ 牡２黒鹿５５ 北村 宏司国本 哲秀氏 伊藤 大士 日高 坂田牧場 ４９６＋ ４ 〃 アタマ ９．９

１２ ニュートロンスター 牝２青鹿５４ 松岡 正海山上 和良氏 堀井 雅広 日高 高山牧場 ４７２± ０１：５９．５� １８．６�
２４ � ブ ラ ゾ ン 牡２芦 ５５ 石橋 脩前田 幸治氏 尾関 知人 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson）

４５８＋ ２１：５９．９２� ７．１�
６１２ マイネルルビウス 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 勢司 和浩 新冠 競優牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ ５０．５
１１ ケイジータイタン 牡２青鹿５５ 伊藤 工真鹿倉 勝	氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ５１６＋１０２：００．０� １６．３�
２３ アイドクレース 牝２黒鹿５４ 津村 明秀水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４７２＋ ４２：００．１クビ ２３９．６�
４７ キープトライン 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 三石川上牧場 ４９２－ ４２：００．３１� １１０．４�
５９ リネンナデシコ 牝２黒鹿５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 青森 石田 英機 ４１６＋ ４２：００．８３ ２４１．９�
８１６ ノーブルマーブル 牝２黒鹿 ５４

５２ △嶋田 純次小池 繁徳氏 谷原 義明 浦河 赤田牧場 B４６０＋ ２２：０２．２９ １００．０�
３５ リアンハート 牡２栃栗５５ 江田 照男増田 和啓氏 本間 忍 日高 新井 昭二 ４７４± ０２：０２．４１� ５１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０１８，１００円 複勝： ２７，０７９，９００円 枠連： １２，７２１，６００円

馬連： ４２，９３５，２００円 馬単： ２９，３３８，４００円 ワイド： １９，４１９，９００円

３連複： ６０，０２７，７００円 ３連単： ８９，８５１，３００円 計： ２９７，３９２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ３１０円 � ４２０円 枠 連（４－８） １，１８０円

馬 連 �� １，１９０円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ７３０円 �� ２，９４０円

３ 連 複 ��� ６，８１０円 ３ 連 単 ��� ２４，３２０円

票 数

単勝票数 計 １６０１８１ 的中 � ６７７２９（１番人気）
複勝票数 計 ２７０７９９ 的中 � １００９４４（１番人気）� １７１５３（６番人気）� １１６４９（９番人気）
枠連票数 計 １２７２１６ 的中 （４－８） ７９６５（５番人気）
馬連票数 計 ４２９３５２ 的中 �� ２６７０１（５番人気）
馬単票数 計 ２９３３８４ 的中 �� １２２４２（４番人気）
ワイド票数 計 １９４１９９ 的中 �� ８１５２（６番人気）�� ６７５３（８番人気）�� １５３０（３８番人気）
３連複票数 計 ６００２７７ 的中 ��� ６５１４（２６番人気）
３連単票数 計 ８９８５１３ 的中 ��� ２７２７（７８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１３．２―１４．０―１３．７―１３．３―１３．２―１３．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３７．５―５１．５―１：０５．２―１：１８．５―１：３１．７―１：４５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F３９．６
１
３
６（４，１３）（１１，１４）（１，５，８，１６）－１２，２－３（７，１５）９，１０
６，１３（４，１４）（１１，１６）（１，５，８，１５）１２（２，３，１０）（７，９）

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

勝馬の
紹 介

ローレルアルトス �
�
父 クワイエットデイ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２０１２．１１．４ 東京３着

２０１０．３．１５生 牡２黒鹿 母 ローレルアイ 母母 ミスメイバン ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 リアンハート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 リアンハート号は，発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） １頭 ミヤビワンド号

３３０１４１２月２日 晴 稍重 （２４中山５）第２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時１５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

６１２ フルーツガーデン 牝２青鹿５４ 村田 一誠田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 浦河 谷口牧場 ４７２－ ４１：１３．４ ２６．２�

５１０ カワイコチャン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治スリースターズレーシング 尾関 知人 新ひだか 前田 宗将 ４２４± ０１：１３．６１� １１３．１�
２４ ナルミチャン 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 ４６０＋ ４１：１３．８１� ４．３�
５９ ビーナストリック 牝２栗 ５４ 木幡 初広友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ５．３�
８１６ プリティーキャロル 牝２芦 ５４ 伊藤 工真伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム ４５６＋１２１：１３．９クビ １０１．８�
３５ コウヨウエンプレス 牝２鹿 ５４ 江田 照男寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 ４８４＋ ４１：１４．０� ５．２�
７１４ スワンソング 牝２鹿 ５４ 横山 典弘 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４－ ４１：１４．２１ ８．４	
７１３ アグネスパーラー 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６０＋ ８１：１４．８３� ９７．８

６１１ ベルモントラヴ 牝２芦 ５４ 柴田 善臣 �ベルモントファーム 和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム ４８８＋ ２１：１４．９� ２３．１�
１２ カカアデンカ 牝２栗 ５４ 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４３８＋ ４１：１５．０� ７４．４�
８１５ ラ ン ギ ョ ク 牝２青鹿５４ 大野 拓弥�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４７０＋ ２１：１５．１クビ ９８．８
２３ ハイラブソング 牝２芦 ５４ 蛯名 正義服部 新平氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４６２＋ ８ 〃 ハナ ３７．２�
４７ クレバージョーイ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信本間 充氏 小西 一男 浦河 田中スタッド ４５０＋ ２１：１５．８４ １２．４�
４８ アスカブランシュ 牝２芦 ５４

５２ △嶋田 純次神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B４４６± ０１：１６．０１� ３．６�
１１ ミヤビビスカ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 金石牧場 ４３４＋１０１：１６．７４ １８０．３�
３６ ヤマタケハーディ 牝２鹿 ５４ 古川 吉洋山中 和子氏 萱野 浩二 浦河トラストスリーファーム ４６０－ ２１：１７．１２� ２８８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６２５，２００円 複勝： ３０，７５３，２００円 枠連： １２，２７８，６００円

馬連： ４５，８８９，１００円 馬単： ２９，１０５，２００円 ワイド： ２０，５２１，３００円

３連複： ６０，６１１，６００円 ３連単： ９０，４７１，７００円 計： ３０６，２５５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６２０円 複 勝 � ５００円 � １，５５０円 � ２００円 枠 連（５－６） ２，１１０円

馬 連 �� ７８，０４０円 馬 単 �� １３６，８２０円

ワ イ ド �� １１，８２０円 �� １，７３０円 �� ３，９６０円

３ 連 複 ��� １２１，２３０円 ３ 連 単 ��� １，３３５，３７０円

票 数

単勝票数 計 １６６２５２ 的中 � ５００４（８番人気）
複勝票数 計 ３０７５３２ 的中 � １５０６８（７番人気）� ４３０６（１０番人気）� ５０７２２（２番人気）
枠連票数 計 １２２７８６ 的中 （５－６） ４３０４（１２番人気）
馬連票数 計 ４５８８９１ 的中 �� ４３４（７８番人気）
馬単票数 計 ２９１０５２ 的中 �� １５７（１４２番人気）
ワイド票数 計 ２０５２１３ 的中 �� ４２０（６８番人気）�� ２９９１（２１番人気）�� １２７０（３５番人気）
３連複票数 計 ６０６１１６ 的中 ��� ３６９（１８６番人気）
３連単票数 計 ９０４７１７ 的中 ��� ５０（１４６８番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．５―１２．４―１３．０―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３４．１―４６．５―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３９．３
３ ・（５，１１）（１２，１６）（４，９，１５）－３，１３（６，７）－（１４，８）－１０－（１，２） ４ ５（１１，１２）（４，１６）９－１５（３，１３）－（６，７）１４，１０－８（１，２）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

フルーツガーデン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Cherokee Colony デビュー ２０１２．９．３０ 中山６着

２０１０．４．１３生 牝２青鹿 母 チェロキーステージ 母母 Middle Stage ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円

第５回 中山競馬 第２日



３３０１５１２月２日 晴 良 （２４中山５）第２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

６１１ モンテエベレスト 牡２青鹿５５ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５１０± ０２：０４．６ １．６�

８１５ トーホウギルス 牡２栗 ５５ 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４５８－ ２２：０４．９１� １６．０�
１２ トウカイフェスタ 牡２鹿 ５５

５３ △嶋田 純次内村 正則氏 栗田 徹 浦河 帰山 清貴 ５００＋２６２：０５．０� １０．７�
４７ マイネルジェイド 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム ４４６＋ ２２：０５．２１ １０．２�
５１０ ナスシュウホウ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊小山田 満氏 高木 登 千歳 社台ファーム B５０４＋ ８ 〃 クビ ９４．２�
６１２ ベストフォンテン 牡２鹿 ５５ 江田 照男吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 ４８４－ ６２：０５．３� １０．３�
３６ マイネルミラノ 牡２栗 ５５ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋１０２：０５．５１� ８．６	
５９ ギンザブルースター 牡２芦 ５５ 古川 吉洋有馬 博文氏 池上 昌弘 浦河 丸村村下

ファーム ４４２－ ４ 〃 クビ １７．９

７１３ グラスリード 牡２青鹿５５ 津村 明秀半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２２：０５．６クビ １２９．１�
１１ ボンジュールリリー 牝２芦 ５４ 石橋 脩田中善次郎氏 小野 次郎 浦河 荻伏服部牧場 ４５４－ ４２：０５．７� １８８．７
３５ シゲルオオイヌザ 牡２青鹿５５ 田中 勝春森中 蕃氏 武市 康男 新冠 長浜 秀昭 ４６４± ０２：０５．８� １３２．８�
８１６ クリアビュー 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４５４－ ８ 〃 ハナ ３９．５�
２４ サマーカエラ 牝２栗 ５４ 北村 宏司セゾンレースホース� 高橋 祥泰 安平 追分ファーム ４２４± ０２：０５．９� ４１．５�
２３ ナゲットシーニュ 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信竹本いずみ氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 ４３２± ０２：０６．１１� １７８．３�
４８ ラ グ ー ン 牝２栗 ５４ 村田 一誠桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 ４５０＋ ６２：０６．２� ２３０．８�
８１７ ケイツーネイト 牝２芦 ５４ 武士沢友治楠本 勝美氏 菅原 泰夫 日高 川島 良一 ３９２＋ ２２：０６．５１� ３０９．７�
７１４ テイケイファイン 牡２黒鹿５５ 伊藤 工真兼松 忠男氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 ４４８＋ ６２：０６．９２� ２８３．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，５８９，５００円 複勝： ５１，４０２，６００円 枠連： １５，４３７，９００円

馬連： ４６，２８３，７００円 馬単： ３８，８０７，６００円 ワイド： ２１，８８５，４００円

３連複： ６４，５７０，４００円 ３連単： １１１，１０６，８００円 計： ３７０，０８３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � ２９０円 枠 連（６－８） ４７０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ５６０円 �� ２，４７０円

３ 連 複 ��� ３，６７０円 ３ 連 単 ��� １０，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２０５８９５ 的中 � １０４９４４（１番人気）
複勝票数 計 ５１４０２６ 的中 � ２９９４５６（１番人気）� ２４２０９（５番人気）� ２３６６８（６番人気）
枠連票数 計 １５４３７９ 的中 （６－８） ２４２６４（１番人気）
馬連票数 計 ４６２８３７ 的中 �� ３９１５２（４番人気）
馬単票数 計 ３８８０７６ 的中 �� ２５５０２（３番人気）
ワイド票数 計 ２１８８５４ 的中 �� １２５３０（４番人気）�� ９９０５（６番人気）�� １９９６（２７番人気）
３連複票数 計 ６４５７０４ 的中 ��� １３０００（１５番人気）
３連単票数 計１１１１０６８ 的中 ��� ７５６８（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３６．１―４９．３―１：０３．０―１：１６．１―１：２８．９―１：４１．１―１：５２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．７
１
３
１１，８，１２，２（１０，１７）（１３，１４，１６）（７，１５）（４，６）９，３，５，１
１１，１２（８，１７）（２，１６）（１０，１４）１３（７，１５）４（１，６，９）（３，５）

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

勝馬の
紹 介

モンテエベレスト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１２．１１．３ 東京３着

２０１０．５．９生 牡２青鹿 母 ウィルダネスストーム 母母 Wilderness Song ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円

３３０１６１２月２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２４中山５）第２日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時１５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 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３：１０．２良・良

２２ ネオレボルーション �６青鹿６０ 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ４３：１５．６ １．６�

４５ アイアムイチバン 牡５芦 ６０ 山本 康志堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１０＋ ６３：１５．９２ ４．６�
８１３ トレノユーボウ �５黒鹿６０ 横山 義行子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５１６＋ ８３：１６．０クビ １１．８�
６９ � モエレジンダイコ 牡７栗 ６０ 大江原 圭坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ４９２＋１０３：１６．１� １３．９�
７１２ スマイルフォンテン 牝４栗 ５８

５７ ▲高嶋 活士吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４９２＋１８３：１６．８４ １１７．０�
５８ マテンロウカフェ 牡４黒鹿６０ 草野 太郎西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ５１４＋ ２３：１７．３３ ４６．８�
４６ ロードギフテッド 牡３黒鹿５８ 平沢 健治 	ロードホースクラブ 藤原 辰雄 平取 船越 伸也 ４８２－ ６３：１７．５１ １１２．１

７１１ ランブリングローズ 牝５鹿 ５８ 石神 深一草野 仁氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 ４９４－ ２３：１７．９２� ３５．２�
６１０� スパイクウッド 牡７栗 ６０ 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 門別 新井 弘幸 ５０８＋ ２３：１８．０� ２０３．１�
５７ � マ ー ニ ー 牝５鹿 ５８ 高野 和馬浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４１０＋２０３：１８．６３� １５０．３
８１４ ホクテンリンダ 牝３鹿 ５６ 江田 勇亮小川 幸助氏 古賀 史生 浦河 マミーファーム ４８０＋ ４ 〃 アタマ ３１５．１�
３３ レーザーインパクト 牡３鹿 ５８ 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４４６± ０３：１９．０２� ２６．８�
３４ インフィニットエア �６黒鹿６０ 金子 光希 �サンデーレーシング 金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８＋１２３：２０．３８ ８．０�
１１ ダッシュアキチャン 牝７黒鹿５８ 鈴木 慶太遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４５８＋ ８３：３１．２大差 １３３．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，４３１，７００円 複勝： ２９，４３５，７００円 枠連： ９，８０１，５００円

馬連： ３１，９７６，０００円 馬単： ２８，５４８，５００円 ワイド： １３，７２２，６００円

３連複： ４３，４７７，１００円 ３連単： ９１，９５３，４００円 計： ２６３，３４６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（２－４） ３８０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ３１０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ２，５５０円

票 数

単勝票数 計 １４４３１７ 的中 � ７２６０５（１番人気）
複勝票数 計 ２９４３５７ 的中 � １７３７４２（１番人気）� ３２４１８（２番人気）� １７８６９（５番人気）
枠連票数 計 ９８０１５ 的中 （２－４） １９４６５（１番人気）
馬連票数 計 ３１９７６０ 的中 �� ６４０９１（１番人気）
馬単票数 計 ２８５４８５ 的中 �� ３９８９０（１番人気）
ワイド票数 計 １３７２２６ 的中 �� ２２１００（１番人気）�� １０５１９（３番人気）�� ５７０１（６番人気）
３連複票数 計 ４３４７７１ 的中 ��� ３１２７０（２番人気）
３連単票数 計 ９１９５３４ 的中 ��� ２６６８１（３番人気）

上り １マイル １：４８．６ ４F ５１．６－３F ３９．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネオレボルーション �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Avenue of Flags デビュー ２００８．１２．１４ 中山２着

２００６．３．１９生 �６青鹿 母 リアリーハッピー 母母 Dear Laura 障害：３戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
〔騎手変更〕 スマイルフォンテン号の騎手蓑島靖典は，第１日第８競走での落馬負傷のため高嶋活士に変更。
※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） １頭 アイアンセラヴィ号
（非抽選馬） １頭 クリノスレンダー号



３３０１７１２月２日 晴 良 （２４中山５）第２日 第５競走 ��
��１，２００�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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

８１３ キネオリュウセイ 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４６６ ―１：０９．９ ３．４�

４５ ショウナンバグース 牡２黒鹿５５ 田中 勝春国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 ４６２ ― 〃 クビ ６．３�
７１１ フウコウメイビ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信吉田 哲哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４４６ ―１：１０．２２ ３．７�
８１４ セトノブロッサム 牝２黒鹿５４ 石橋 脩難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 ４８６ ―１：１０．３� ３０．５�
３４ デルマスナカケババ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム ４６２ ―１：１０．４� １６．０�
２２ アクアライナー 牝２黒鹿５４ 木幡 初広伊藤 貴憲氏 和田 正道 新冠 小泉牧場 ４２０ ―１：１０．６１� ３９．８�
１１ シュナップス 牡２栗 ５５ 吉田 豊藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４４４ ―１：１０．７クビ ４．９	
７１２ ハイパージュエル 牝２栗 ５４

５２ △嶋田 純次山口 敦広氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４０４ ―１：１１．３３� ６７．１

５８ メモリアルメイト 牝２栗 ５４ 松岡 正海大迫久美子氏 松山 康久 新ひだか オギオギ牧場 ４４８ ―１：１１．５１� ８．９�
５７ オトヒメノデンエン 牝２栗 ５４ 柴田 大知藤本 隆氏 浅野洋一郎 新ひだか 藤本牧場 ３８６ ― 〃 クビ ５８．８�
６１０ マインユアーズ 牝２栗 ５４ 江田 照男藤田 秀行氏 的場 均 日高 増尾牧場 ４３４ ―１：１２．０３ ５３．４
６９ カ グ ー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ３９２ ―１：１２．３２ ４６．２�
３３ クリスフォンテン 	２黒鹿５５ 大野 拓弥吉橋 計氏 柴崎 勇 登別 登別上水牧場 ４３８ ―１：１２．５１� １３６．８�
４６ ロックザパーティ 牝２黒鹿５４ 伊藤 工真谷口 貞保氏 金成 貴史 新冠 タニグチ牧場 ４２４ ―１：１２．８１� ７０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，１０４，６００円 複勝： ２５，６５７，３００円 枠連： １２，５４９，４００円

馬連： ４４，８４４，１００円 馬単： ３２，９９４，７００円 ワイド： １８，９８３，４００円

３連複： ５３，９０１，６００円 ３連単： ９２，０１７，９００円 計： ２９９，０５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（４－８） １，２１０円

馬 連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，５６０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ３１０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� ９，６７０円

票 数

単勝票数 計 １８１０４６ 的中 � ４２８９２（１番人気）
複勝票数 計 ２５６５７３ 的中 � ５１５６８（１番人気）� ３４７４１（４番人気）� ４７４４９（２番人気）
枠連票数 計 １２５４９４ 的中 （４－８） ７６６１（６番人気）
馬連票数 計 ４４８４４１ 的中 �� ２４３７２（５番人気）
馬単票数 計 ３２９９４７ 的中 �� ９５４８（１１番人気）
ワイド票数 計 １８９８３４ 的中 �� ８４４２（５番人気）�� １６２６１（１番人気）�� １１１２１（３番人気）
３連複票数 計 ５３９０１６ 的中 ��� ２８１４４（２番人気）
３連単票数 計 ９２０１７９ 的中 ��� ７０２３（１９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１１．８―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．２―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．５
３ ５，１１（２，１３）（１，８）－１２（４，１４）－７－１０－９－３－６ ４ ５，１１（２，１３）（１，１２，１４）８，４，７＝１０－９＝（３，６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キネオリュウセイ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２０１０．４．３０生 牡２黒鹿 母 エグゼリーナ 母母 ロイヤルコスマー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

３３０１８１２月２日 晴 稍重 （２４中山５）第２日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

８１１ ロバーストナカヤマ 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 ５１６ ―１：５７．８ ３．８�

２２ トーセンツリー 牡２芦 ５５ 江田 照男島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ
スティファーム ４６８ ―１：５９．５大差 ４．６�

３３ エアセノーテ 牡２栗 ５５ 横山 典弘 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 ５１４ ―１：５９．７１� ２．８�
７９ ク ロ ノ マ ン 牡２青鹿 ５５

５３ △嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 槇本牧場 ４４８ ―１：５９．９１� ７２．５�

６６ ガイディングライト 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９０ ― 〃 クビ １３．８	

５５ スイートクラウン 牝２栗 ５４ 松岡 正海谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 ４６６ ―２：００．３２� １３．６

７８ トーセンカラヤン 牡２芦 ５５ 大野 拓弥島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム ４８８ ―２：００．４クビ ２８．７�
８１０ ロ ー ド ピ ス 牝２鹿 ５４ 田中 勝春窪田 康志氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 ４６２ ―２：００．８２� １２．６�
１１ ティアップロージズ 牡２黒鹿５５ 石橋 脩田中 昇氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 ４５２ ―２：０１．０１� ２９．２

（ティアップブレード）

４４ コスモアドミラル 牝２栗 ５４ 柴田 大知岡田 繁幸氏 田島 俊明 新冠 守矢牧場 ４９０ ―２：０２．５９ ２１．７�
６７ ベルモントジョーイ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム ４５４ ―２：０３．１３� １５．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，４５７，６００円 複勝： ２４，９２４，０００円 枠連： １４，１３４，５００円

馬連： ４４，２７２，０００円 馬単： ３１，４３７，３００円 ワイド： １８，８８４，０００円

３連複： ４９，７５７，９００円 ３連単： ９２，５３１，０００円 計： ２９３，３９８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（２－８） ７９０円

馬 連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ３１０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 ��� ６，６１０円

票 数

単勝票数 計 １７４５７６ 的中 � ３６９２９（２番人気）
複勝票数 計 ２４９２４０ 的中 � ４６０７８（２番人気）� ４１２５１（３番人気）� ６０１５２（１番人気）
枠連票数 計 １４１３４５ 的中 （２－８） １３３３９（３番人気）
馬連票数 計 ４４２７２０ 的中 �� ２８７２２（３番人気）
馬単票数 計 ３１４３７３ 的中 �� １０６３１（５番人気）
ワイド票数 計 １８８８４０ 的中 �� １０７８４（３番人気）�� １５４３２（２番人気）�� ２０１２１（１番人気）
３連複票数 計 ４９７５７９ 的中 ��� ３７２４１（１番人気）
３連単票数 計 ９２５３１０ 的中 ��� １０３３２（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３７．４―５０．９―１：０４．３―１：１７．６―１：３１．１―１：４４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．５―３F４０．２
１
３

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

２
４

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

ロバーストナカヤマ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 デザートキング 初出走

２０１０．４．２生 牡２黒鹿 母 カズノプリンセス 母母 カズノクイン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３３０１９１２月２日 晴 稍重 （２４中山５）第２日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時０５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

１１ タ プ ロ ー ム 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 ４８０＋ ８１：１１．８ ８４．３�

７１２ メイショウユウダチ 牝２栗 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４２８－ ２ 〃 クビ ２．９�
７１３ レ ギ ス 牡２栗 ５５ 北村 宏司杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４５４－ ２１：１２．０� ７．３�
２２ スズヨストラ 牡２栗 ５５ 石橋 脩鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 岡田スタツド ４６０± ０１：１２．２１� ４．８�
３４ ジェイケイホーム 牡２栃栗５５ 村田 一誠小谷野次郎氏 田中 剛 新ひだか 池田牧場 ４６４＋ ４１：１２．５２ １６．３�
５９ � チェリーサターン 牡２栗 ５５ 武士沢友治櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 北俣 牧夫 ５１８＋ ４１：１２．８１� ６９．９�
５８ イーサンヘイロー 牡２黒鹿５５ 大野 拓弥国本 勇氏 大和田 成 日高 沖田牧場 ４５６＋ ２１：１３．１１� １０．７	
８１５ クリスタルカイザー 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 Him Rock Racing 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４７４＋ ４１：１３．３１	 ６．２

４７ グランデタマ 牝２芦 ５４ 木幡 初広 �グランデオーナーズ 和田 正道 新ひだか 坂本 春雄 ４３８－ ６１：１３．４クビ ３２．０�
４６ コトブキゴールド 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム ４３６± ０１：１３．６１	 ３７．３
６１０ ラピスブラオ 牝２芦 ５４ 田辺 裕信岡田 壮史氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４２４－ ４ 〃 ハナ ３２．４�
８１４ ハクサンレガシー 牡２青鹿５５ 江田 照男河� 五市氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 ４５４± ０１：１３．７� ３１．２�
６１１ プラティーヌ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘伊藤 元庸氏 鈴木 伸尋 新冠 細川農場 ４７０＋ ２ 〃 クビ １２．６�
３５ � マ ケ マ ケ 牝２黒鹿５４ 田中 博康小田 吉男氏 森 秀行 日高 ファーミングヤナキタ ４４６－ ８ 〃 アタマ １４１．５�
２３ ランパスキャット 牡２黒鹿 ５５

５３ △嶋田 純次丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９０－ ６１：１４．２３ ４７．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，９７１，８００円 複勝： ４０，０６９，３００円 枠連： ２２，０１８，１００円

馬連： ７２，８０６，８００円 馬単： ４３，３３５，６００円 ワイド： ３０，２６９，３００円

３連複： ８５，７８８，０００円 ３連単： １４０，５４７，５００円 計： ４５９，８０６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，４３０円 複 勝 � １，４５０円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（１－７） ７，７００円

馬 連 �� １４，３２０円 馬 単 �� ４４，４２０円

ワ イ ド �� ３，５２０円 �� ７，２１０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ２３，７３０円 ３ 連 単 ��� ３１１，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２４９７１８ 的中 � ２３３６（１４番人気）
複勝票数 計 ４００６９３ 的中 � ５０５７（１４番人気）� ９２７５４（１番人気）� ４７５４８（３番人気）
枠連票数 計 ２２０１８１ 的中 （１－７） ２１１３（２３番人気）
馬連票数 計 ７２８０６８ 的中 �� ３７５４（４３番人気）
馬単票数 計 ４３３３５６ 的中 �� ７２０（１１２番人気）
ワイド票数 計 ３０２６９３ 的中 �� ２００８（４７番人気）�� ９６９（７０番人気）�� １８９７４（２番人気）
３連複票数 計 ８５７８８０ 的中 ��� ２６６８（８０番人気）
３連単票数 計１４０５４７５ 的中 ��� ３３３（８３９番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．４―１１．２―１２．３―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．１―３３．３―４５．６―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ プ ロ ー ム �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．６．１７ 福島３着

２０１０．５．５生 牝２鹿 母 サンデーワールド 母母 シャドーワールド ７戦２勝 賞金 １５，１００，０００円
※出走取消馬 エムエムアリオーン号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 カラダエーピー号・クリスクリングル号・ゴーインググレート号・ショウナンアポロン号・ストゥーディアス号

３３０２０１２月２日 曇 稍重 （２４中山５）第２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）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１３ トーセンナスクラ 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム ４７４＋ ４１：１１．４ ３．２�

８１５ ジ ャ イ ア ン 牡４鹿 ５７ 石橋 脩�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４９２＋ ８１：１１．６１� ７．５�
８１４� フランキンセンス 牡５鹿 ５７ 江田 照男加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム ５４２＋ ２ 〃 クビ ６．６�
５８ ジ ア ッ ロ 牡３栗 ５６ 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ８１：１１．７	 ７６．３�
３５ デプロマトウショウ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ７．４	
２３ シルクミライ 牝５黒鹿５５ 北村 宏司有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４８６－ ２ 〃 ハナ １０．８

５９ クレバーアポロ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �ウエスタンファーム小西 一男 むかわ 上水牧場 ４９４＋１８１：１１．９１� ８８．２�
４６ ソーラーインパルス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘吉田 和美氏 新開 幸一 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５１８＋ ８１：１２．０クビ １６．０�
４７ コスモイルダーナ 牡５青鹿５７ 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４８８－ ４ 〃 クビ ５．６
７１２ ビッグヒーロー 牡５鹿 ５７

５５ △嶋田 純次永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム ５０８＋１０１：１２．５３ １３．２�
１１ ナムラシンシン 牝３栗 ５４ 武士沢友治奈村 信重氏 大和田 成 浦河 中島牧場 ４３０＋ ２１：１２．７１ ９６．４�
６１０ ミシックトウショウ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５２＋ ４１：１３．５５ ２９．２�
３４ � デルマクリシュナ 牡４栗 ５７ 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ５１０＋１０１：１４．１３	 １８８．７�
６１１
 バグダッドカフェ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 和美氏 栗田 徹 米 Dr. Char-

les S. Giles B５１２＋ ２１：１４．３１ ２４．１�
２２ � エ リ ー ゼ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠吉田 好雄氏 鈴木 伸尋 浦河 林 孝輝 ４３６± ０１：１５．４７ ２４２．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，６３９，０００円 複勝： ４４，１１７，６００円 枠連： ２３，０５０，８００円

馬連： ７７，５８６，９００円 馬単： ４５，０９４，４００円 ワイド： ３１，６９３，９００円

３連複： ９２，２４１，５００円 ３連単： １４８，７７６，８００円 計： ４８８，２００，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � ２６０円 � ２２０円 枠 連（７－８） ４６０円

馬 連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，２５０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ４３０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １，８９０円 ３ 連 単 ��� １０，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２５６３９０ 的中 � ６３４５１（１番人気）
複勝票数 計 ４４１１７６ 的中 � １０５３５７（１番人気）� ３８６８５（５番人気）� ４８８３５（４番人気）
枠連票数 計 ２３０５０８ 的中 （７－８） ３７２２４（１番人気）
馬連票数 計 ７７５８６９ 的中 �� ４１５５７（４番人気）
馬単票数 計 ４５０９４４ 的中 �� １４８４０（５番人気）
ワイド票数 計 ３１６９３９ 的中 �� １４３８６（５番人気）�� １９３２３（２番人気）�� ９９１４（８番人気）
３連複票数 計 ９２２４１５ 的中 ��� ３６０８５（３番人気）
３連単票数 計１４８７７６８ 的中 ��� １０４９７（１１番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．３―１２．２―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．６―４５．８―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンナスクラ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Star de Naskra デビュー ２０１０．７．１０ 福島４着

２００８．３．１９生 牡４黒鹿 母 バーガンディレッド 母母 Silky Melody ２１戦３勝 賞金 ４３，９７０，０００円
※出走取消馬 ヘンリーフォンテン号（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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 サーストンデンバー号



３３０２１１２月２日 曇 稍重 （２４中山５）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

か す み が う ら

霞 ヶ 浦 特 別
発走１４時０５分 （ダート・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
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２４ アドマイヤジャガー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ８１：５３．３ ９２．３�

６１１ ラヴィアンクレール 牡４黒鹿５７ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６ 〃 ハナ １６．０�
１１ ヤマタケディガー 牡６栗 ５７ 三浦 皇成山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４６８＋ ２１：５３．６２ １６．１�
５９ タイセイスティング 牡３栗 ５６ 蛯名 正義田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 ５２４＋ ８１：５３．７� ４．５�
３６ イーグルカザン 牡４鹿 ５７ 吉田 豊山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 ４９８－ ６１：５４．０１� １６．０�
８１６ タ ナ ト ス 牡４黒鹿５７ 松岡 正海榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６０± ０１：５４．３１� ３．５�
７１３� サクラレグナム 牡３栗 ５６ 伊藤 工真	さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 ５１２－ ２１：５４．５１	 ３．０

１２ ニットウビクトリー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 ４７４＋ ４ 〃 ハナ ９．０�
２３ トルバドゥール 牡４栃栗５７ 田辺 裕信 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ６ 〃 クビ ２５．３�
４８ フレンドワン 牡３黒鹿５６ 村田 一誠戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４７０－ ２１：５４．６クビ １９７．７
７１４ ケイアイエレガント 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥 	啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B５０８＋ ６１：５４．８１	 １２６．６�
４７ 
 コスモナダル 牡６黒鹿５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

B４６０－ ６１：５４．９� ２８７．２�
６１２ テンゲントッパ 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５６－ ８１：５５．０クビ ８５．５�
５１０ ハリマノワタリドリ 牡６栗 ５７ 石橋 脩福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４８０＋ ４１：５５．２� １１０．６�
８１５ ロトスカイブルー 牡６鹿 ５７ 武士沢友治國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ５０４＋ ６１：５８．３大差 ２９９．５�
３５ アースガルド 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 ４９０－ ２２：０２．１大差 ４０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，１０６，５００円 複勝： ５２，９９８，５００円 枠連： ２６，９９１，３００円

馬連： １１１，６４０，９００円 馬単： ６１，２４２，３００円 ワイド： ４１，４６０，８００円

３連複： １２０，７６２，５００円 ３連単： ２１６，６３８，７００円 計： ６６３，８４１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，２３０円 複 勝 � １，９９０円 � ５４０円 � ４６０円 枠 連（２－６） ８，９１０円

馬 連 �� ７９，０００円 馬 単 �� １７１，２１０円

ワ イ ド �� １３，３１０円 �� ８，２９０円 �� ３，０８０円

３ 連 複 ��� ２７６，７８０円 ３ 連 単 ��� ２，１３１，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３２１０６５ 的中 � ２７４３（１１番人気）
複勝票数 計 ５２９９８５ 的中 � ６４３１（１１番人気）� ２６９５４（７番人気）� ３２３３８（６番人気）
枠連票数 計 ２６９９１３ 的中 （２－６） ２２３６（２２番人気）
馬連票数 計１１１６４０９ 的中 �� １０４３（７７番人気）
馬単票数 計 ６１２４２３ 的中 �� ２６４（１５３番人気）
ワイド票数 計 ４１４６０８ 的中 �� ７６１（６９番人気）�� １２２６（５４番人気）�� ３３５４（２９番人気）
３連複票数 計１２０７６２５ 的中 ��� ３２２（２７５番人気）
３連単票数 計２１６６３８７ 的中 ��� ７５（１６６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．４―５０．４―１：０２．７―１：１５．０―１：２７．７―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤジャガー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．８．２３ 札幌６着

２００７．３．１９生 牡５鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ １７戦４勝 賞金 ３７，４５２，０００円
〔その他〕 アースガルド号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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） １頭 ドリームザネクスト号
（非抽選馬） １頭 ジェットヴォイス号

３３０２２１２月２日 曇 良 （２４中山５）第２日 第１０競走 ��
��１，６００�

いちかわ

市川ステークス
発走１４時４０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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：３０．７
１：３０．７

良

良

６１１ サクラクローバー 牝５鹿 ５５ 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４７０± ０１：３２．８ ７．２�

４７ フルアクセル 牡４栗 ５７ 石橋 脩山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７８－ ６ 〃 クビ ５．４�
８１４ ラ ロ メ リ ア �４鹿 ５７ 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４４０＋１２ 〃 アタマ １３．１�
５８ � セイウンジャガーズ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４７６＋ ４ 〃 アタマ ２２．７�
２３ ム ク ド ク �６青鹿５７ 大野 拓弥平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０＋ ６１：３３．０	 ５６．１�
６１０ ミヤビファルネーゼ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４８４＋ ８１：３３．１	 １４．４	
２２ サザンスターディ 牡６鹿 ５７ 武士沢友治南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２４－ ４１：３３．６３ １０６．９

４６ バウンシーチューン 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４１：３３．７	 ８１．７�
７１２ コスモソーンパーク 牡４青鹿５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ６１：３３．８
 ４．４�
８１５ エチゴイチエ 牡４鹿 ５７ 津村 明秀齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４１：３３．９
 ４６．１
３５ ナシュワンヒーロー 牡５栗 ５７ 松岡 正海間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ ３．６�
５９ ユキノハリケーン 牡８鹿 ５７ 江田 照男馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ５０２＋ ４１：３４．０クビ ４５．４�
１１ ノーブルディード 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４９６－ ２ 〃 アタマ １６．２�
７１３ スピードリッパー 牝４栗 ５５ 伊藤 工真吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２ 〃 ハナ ２０．０�
３４ マイネルアトラクト 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ５２８＋１８１：３５．２７ ２１．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，０４８，２００円 複勝： ６２，９７９，８００円 枠連： ３３，４３４，５００円

馬連： １３７，９０７，４００円 馬単： ７６，１２３，３００円 ワイド： ４８，９７６，０００円

３連複： １６３，４１４，０００円 ３連単： ２８７，８９４，７００円 計： ８４７，７７７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２７０円 � ２３０円 � ４００円 枠 連（４－６） １，４７０円

馬 連 �� ２，３３０円 馬 単 �� ５，１７０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� １，８２０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� １０，３１０円 ３ 連 単 ��� ５１，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３７０４８２ 的中 � ４０６６０（４番人気）
複勝票数 計 ６２９７９８ 的中 � ６３８８９（４番人気）� ７８４００（３番人気）� ３７６３８（６番人気）
枠連票数 計 ３３４３４５ 的中 （４－６） １６８０２（６番人気）
馬連票数 計１３７９０７４ 的中 �� ４３８１７（６番人気）
馬単票数 計 ７６１２３３ 的中 �� １０８７０（１７番人気）
ワイド票数 計 ４８９７６０ 的中 �� １４２８９（６番人気）�� ６４５１（２４番人気）�� １１５３６（１１番人気）
３連複票数 計１６３４１４０ 的中 ��� １１７０８（３２番人気）
３連単票数 計２８７８９４７ 的中 ��� ４１３７（１４２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１０．９―１１．４―１１．７―１１．８―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．８―３３．７―４５．１―５６．８―１：０８．６―１：２０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３６．０

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

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

サクラクローバー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００９．１１．１４ 福島３着

２００７．５．２２生 牝５鹿 母 サクラプリファー 母母 サクラユメジ ２５戦５勝 賞金 ８０，４９４，０００円

１レース目



３３０２３１２月２日 曇 良 （２４中山５）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�ターコイズステークス

発走１５時２０分 （芝・右・外）

牝，３歳以上，２３．１２．３以降２４．１１．２５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 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３０．７
１：３０．７

良

良

１２ サウンドオブハート 牝３栗 ５５ 松岡 正海�ターフ・スポート松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４５４＋ ６１：３３．４ ４．９�

８１５ オメガハートランド 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４２２± ０１：３３．６１ ６７．８�
４７ アミカブルナンバー 牝３鹿 ５１ 柴田 善臣池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４ 〃 クビ ５．２�
７１４ トーセンベニザクラ 牝３黒鹿５５ 横山 典弘島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５０＋ ４１：３３．７クビ ８．０�
２３ レディアルバローザ 牝５鹿 ５６ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４８４＋ ４ 〃 アタマ ２４．６	
６１２ パワースポット 牝４鹿 ５０ 田中 博康�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４７０－ ２ 〃 ハナ ６０．４

５９ ミッドサマーフェア 牝３青鹿５５ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ６．５�
８１６ アイスフォーリス 牝３芦 ５３ 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４６８＋ ６ 〃 クビ ２７．５�
３６ ダイワズーム 牝３栗 ５３ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７２＋１４１：３３．８クビ ２０．５
７１３ クッカーニャ 牝３青鹿５１ 吉田 豊 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２ 〃 クビ ７．８�
３５ ギンザボナンザ 牝５青 ５３ 古川 吉洋有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２ 〃 ハナ １１．６�
２４ クィーンズバーン 牝４黒鹿５６ 三浦 皇成林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２ 〃 ハナ １１．４�
６１１ アニメイトバイオ 牝５栗 ５４ 江田 照男バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ６１：３３．９� ３０．２�
１１ チャームポット 牝６栗 ５４ 石橋 脩タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４６０＋ ４１：３４．０クビ ３６．３�
４８ カトルズリップス 牝４黒鹿５３ 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８６－ ２１：３４．３２ ５９．３�
５１０ マイネエポナ 牝３鹿 ５１ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム ４５０＋ ２１：３４．５１� ２０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，３５６，９００円 複勝： ９７，４４４，９００円 枠連： ６８，６３６，４００円

馬連： ３０８，９３７，１００円 馬単： １４８，４７８，１００円 ワイド： ９５，８９７，７００円

３連複： ４００，１８４，７００円 ３連単： ６７３，８５５，７００円 計： １，８５３，７９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � １，４４０円 � ２００円 枠 連（１－８） ４，３３０円

馬 連 �� ２４，０１０円 馬 単 �� ４１，３９０円

ワ イ ド �� ６，１３０円 �� ６８０円 �� ６，６８０円

３ 連 複 ��� ５４，７３０円 ３ 連 単 ��� ３７１，１３０円

票 数

単勝票数 計 ６０３５６９ 的中 � ９８６０９（１番人気）
複勝票数 計 ９７４４４９ 的中 � １５８６２７（１番人気）� １３０８５（１５番人気）� １４２８０９（２番人気）
枠連票数 計 ６８６３６４ 的中 （１－８） １１７１８（１９番人気）
馬連票数 計３０８９３７１ 的中 �� ９４９６（７３番人気）
馬単票数 計１４８４７８１ 的中 �� ２６４８（１３５番人気）
ワイド票数 計 ９５８９７７ 的中 �� ３７１６（７６番人気）�� ３７２２２（１番人気）�� ３４０９（８０番人気）
３連複票数 計４００１８４７ 的中 ��� ５３９７（１９２番人気）
３連単票数 計６７３８５５７ 的中 ��� １３４０（１１７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．４―３５．１―４６．８―５８．５―１：１０．１―１：２１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．９

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

勝馬の
紹 介

サウンドオブハート �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．８．２０ 新潟１着

２００９．２．１２生 牝３栗 母 シンメイミネルバ 母母 フ ジ ャ ブ ６戦４勝 賞金 ９３，０９９，０００円
〔制裁〕 トーセンベニザクラ号の騎手横山典弘は，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３０，０００円。（１番への進

路影響）

３３０２４１２月２日 曇 良 （２４中山５）第２日 第１２競走 ��
��２，５００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００分 （芝・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

２２ サトノシュレン 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 ４８０－ ２２：３３．３ ３．６�

１１ ロ ジ ダ ン ス 牡３栗 ５５ 柴田 善臣久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４８８± ０２：３３．６１� ６．４�
４４ マイネルメダリスト 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �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 ４９０＋ ６２：３４．０２� ２．６�
８１１ ポールアックス 	６鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１６－ ２２：３４．３２ １２．６�
８１２ ニシノボレロ 牡３青鹿５５ 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４８２＋１２２：３４．４� １１．９�
６８ ニシキホマレ 牡５鹿 ５７

５５ △嶋田 純次平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５１０＋ ４ 〃 ハナ ２６．８�
５６ トーセンペトリュス 牡６栗 ５７ 大野 拓弥島川 	哉氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ５２２＋２０２：３４．６１
 ３６．７

７９ スズカスコーピオン 牡６鹿 ５７ 松岡 正海永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ５００＋ ２ 〃 アタマ ４４．１�
３３ シンボリローレンス 	７黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９２＋ ４２：３４．７� ６１．７�
５５ ブライトボーイ 牡３鹿 ５５ 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４７６＋１２２：３４．８クビ １６．３
６７ ロードアイアン 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 ４９０＋ ６ 〃 ハナ ６２．４�
７１０ グレートマーシャル 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４８２＋ ４２：３５．２２� １０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４１，１６６，４００円 複勝： ５５，８３２，３００円 枠連： ３４，３９２，４００円

馬連： １２２，００５，５００円 馬単： ７５，４８６，７００円 ワイド： ４６，９３６，３００円

３連複： １４５，９４０，１００円 ３連単： ３０１，９２２，３００円 計： ８２３，６８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（１－２） １，７１０円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ２００円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� ８，５６０円

票 数

単勝票数 計 ４１１６６４ 的中 � ９１１２１（２番人気）
複勝票数 計 ５５８３２３ 的中 � １１３７９７（２番人気）� ６１０８２（３番人気）� １４１８６３（１番人気）
枠連票数 計 ３４３９２４ 的中 （１－２） １４８４５（８番人気）
馬連票数 計１２２００５５ 的中 �� ５２５７８（６番人気）
馬単票数 計 ７５４８６７ 的中 �� １９００９（９番人気）
ワイド票数 計 ４６９３６３ 的中 �� １７７２８（７番人気）�� ６９９９７（１番人気）�� ３３５８６（２番人気）
３連複票数 計１４５９４０１ 的中 ��� ９５５１４（１番人気）
３連単票数 計３０１９２２３ 的中 ��� ２６０６０（１３番人気）

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

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―１８．３―３０．０―４１．８―５３．９―１：０７．１―１：１９．８―１：３２．０―１：４４．３―１：５７．１―２：０９．９―２：２１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４９．０―３F３６．２
１
�
１１（８，９）＝２－１－４－（１２，７）３，５－６，１０
１１，８－９＝２－１－４－（１２，７）５，３（６，１０）

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

サトノシュレン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２０１１．１．２３ 小倉１着

２００８．５．１７生 牡４黒鹿 母 レッドダイヤモンド 母母 マチカネエルベ １４戦４勝 賞金 ６４，６２４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。

３レース目



（２４中山５）第２日 １２月２日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７７頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１３，４４０，０００円
８，０７０，０００円
１，６１０，０００円
１９，０６０，０００円
６１，３５１，０００円
５，２７６，８００円
１，６９９，２００円

勝馬投票券売得金
３２４，５１５，５００円
５４２，６９５，１００円
２８５，４４７，０００円
１，０８７，０８４，７００円
６３９，９９２，１００円
４０８，６５０，６００円
１，３４０，６７７，１００円
２，３３７，５６７，８００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，９６６，６２９，９００円

総入場人員 ２９，６２７名 （有料入場人員 ２５，５８１名）


