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３３０２５１２月８日 晴 良 （２４中山５）第３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

２４ ア ビ ス コ 牡２芦 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 ４９０＋ ８１：１３．１ １．７�

５１０ バ ヤ ル 牝２鹿 ５４ 横山 典弘杉澤 光雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 ４２６－ ６ 〃 ハナ ４．９�
３６ ジ ョ バ イ ロ 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ４９４－ ２１：１３．３１� １２．３�

（大井）

２３ トウカイクッキー 牝２青鹿５４ 田辺 裕信内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 ４３８＋ ６ 〃 アタマ ３０．１�
１１ マリーズミイ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B４３８＋ ４１：１３．７２� ４２．１�
１２ ダンシングポーン 牡２鹿 ５５ 吉田 豊大迫久美子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 ４３２＋ ２ 〃 ハナ ２１．６�
５９ アーケオプテリクス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４６２－ ２１：１３．８クビ ３６．７	
６１１ ラフアウトラウド 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行
ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 ４６８＋ ６１：１４．１２ ３７５．６�
７１４ ジェファーソン 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成�橋 文枝氏 水野 貴広 浦河 日田牧場 ４６６± ０１：１４．４２ １７．０�
８１６ ハイランドコンドル 牝２黒鹿５４ 村田 一誠小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４１４± ０１：１４．９３ ４１４．８
４８ コスモソメイエ 牝２鹿 ５４

５２ △嶋田 純次 
ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム ４２４＋ ２１：１５．１１� １６１．０�
６１２ トーセンメンソーレ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６２＋１０１：１５．６３ ７９．０�
７１３ ホークインザブルー 牡２鹿 ５５ 津村 明秀藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４６６－ ２ 〃 クビ ６．８�
３５ カシノオパール 牝２芦 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 隆則 ４１８－ ４１：１５．９１� １７５．２�
８１５ ラヴァーズブラック 牝２青鹿５４ 渡辺 薫彦福田 光博氏 小桧山 悟 日高 増尾牧場 ３９６± ０１：１６．４３ ３８４．１�
４７ フレンドメモリー 牝２栗 ５４ 大庭 和弥横尾 晴人氏 清水 美波 新ひだか 友田牧場 ４１０± ０ 〃 クビ ３２８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１５６，６００円 複勝： ４８，０９０，７００円 枠連： １１，６０４，７００円

馬連： ３８，０２２，９００円 馬単： ３１，７４９，５００円 ワイド： ２０，１１９，１００円

３連複： ５４，７０４，２００円 ３連単： ９９，０５６，４００円 計： ３１８，５０４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２６０円 枠 連（２－５） ２４０円

馬 連 �� ２９０円 馬 単 �� ４４０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ３７０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ２，４４０円

票 数

単勝票数 計 １５１５６６ 的中 � ７２９２４（１番人気）
複勝票数 計 ４８０９０７ 的中 � ２７３９４１（１番人気）� ７２６１４（２番人気）� ２０１９９（５番人気）
枠連票数 計 １１６０４７ 的中 （２－５） ３５８０９（１番人気）
馬連票数 計 ３８０２２９ 的中 �� ９７４１９（１番人気）
馬単票数 計 ３１７４９５ 的中 �� ５４３４４（１番人気）
ワイド票数 計 ２０１１９１ 的中 �� ４０３４２（１番人気）�� １２０１１（３番人気）�� ５７５４（１０番人気）
３連複票数 計 ５４７０４２ 的中 ��� ４３１００（２番人気）
３連単票数 計 ９９０５６４ 的中 ��� ２９９６９（２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．６―１２．４―１２．６―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．５―４６．９―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ビ ス コ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー ２０１２．９．２ 新潟７着

２０１０．２．１６生 牡２芦 母 ギガンティア 母母 ベストブート ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔発走状況〕 ホークインザブルー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ヴェンセール号・クリノガッサン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３３０２６１２月８日 晴 良 （２４中山５）第３日 第２競走 ��１，８００�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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

１１ フォレノワール 牝２鹿 ５４ 田中 勝春山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 飛野牧場 ５００－ ４１：５６．６ ３．３�

８１４ フィールザロマンス 牝２黒鹿５４ 松岡 正海加藤 信之氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４４６－ ４１：５７．３４ ４．２�
５９ クラリティーエス 牝２青鹿５４ 吉田 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：５７．５１� ８．５�
６１１ ナデシコノハナ 牝２栗 ５４ 北村 宏司石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４３４－１０１：５８．０３ ８９．４�
７１２ レオソルシエール 牝２鹿 ５４ 石橋 脩田中 博之氏 古賀 慎明 新ひだか 築紫 洋 ４７４＋１６１：５８．２１� ４３．３�
２３ パルトゥーラ 牝２栗 ５４ 三浦 皇成加藤 誠氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 ４４０＋ ８１：５８．３クビ ３７．９�
２２ フリティラリア 牝２芦 ５４ 横山 典弘有限会社シルク鈴木 伸尋 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６＋ ２１：５８．４� １３．０�
３４ ハヴアグッドデイ 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太飯田 正剛氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４７０± ０１：５８．５� ８．２	

（大井）

６１０ ブラマンジェ 牝２白 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス
 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５０８± ０１：５８．９２� ４．５�

３５ シャンピオナ 牝２栃栗５４ 木幡 初広 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：５９．５３� ３２．４
４７ ヒラボクロマンス 牝２栗 ５４ 田辺 裕信
平田牧場 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ８２：００．４５ ２６．２�
８１５ トラストハック 牝２青 ５４ 津村 明秀菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 北星村田牧場 ４４０－ ２２：００．６１� ４４９．９�
５８ ディーズリアン 牝２鹿 ５４ 江田 照男秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４７６＋ ４２：００．８� ２４．６�
７１３ シゲルコジシザ 牝２鹿 ５４

５２ △嶋田 純次森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 加野牧場 B４６８－ ８２：０１．５４ １６０．６�
４６ オ ン ア イ ス 牝２栗 ５４ 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ４４０＋ ４２：０３．４大差 ３７８．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，８１５，７００円 複勝： ２１，６４６，６００円 枠連： ９，０７２，１００円

馬連： ３７，３９２，０００円 馬単： ２３，８５２，８００円 ワイド： １５，５９０，８００円

３連複： ４６，２３９，５００円 ３連単： ７０，１６６，９００円 計： ２３７，７７６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ２２０円 枠 連（１－８） ８７０円

馬 連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ５７０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� ９，５２０円

票 数

単勝票数 計 １３８１５７ 的中 � ３３０４１（１番人気）
複勝票数 計 ２１６４６６ 的中 � ４０４５４（１番人気）� ３１２２０（３番人気）� ２３５８２（４番人気）
枠連票数 計 ９０７２１ 的中 （１－８） ７７２１（３番人気）
馬連票数 計 ３７３９２０ 的中 �� ２６９２８（２番人気）
馬単票数 計 ２３８５２８ 的中 �� ９７２６（２番人気）
ワイド票数 計 １５５９０８ 的中 �� ７６０３（４番人気）�� ６８０６（５番人気）�� ５４９４（９番人気）
３連複票数 計 ４６２３９５ 的中 ��� １６３９０（５番人気）
３連単票数 計 ７０１６６９ 的中 ��� ５４４２（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．９―５０．３―１：０３．６―１：１６．６―１：２９．９―１：４３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F４０．０
１
３
１４，１０，１３－４（２，５，８）９，３，７－１１－（６，１５）１２，１
１４，１０，５（４，１，１２）（２，１３）（９，８）（３，７）１１－（６，１５）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フォレノワール �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Honour and Glory デビュー ２０１２．１１．４ 東京４着

２０１０．２．１２生 牝２鹿 母 ネームヴァリュー 母母 マジソンカウンティ ３戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンアイス号は，平成２５年１月８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。

第５回 中山競馬 第３日



３３０２７１２月８日 晴 良 （２４中山５）第３日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時４５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

４８ ケイアイエイト 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田牧場 ４８８－ ８１：１３．２ ４．７�

３５ ポークチョップ 牝２鹿 ５４ 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 ４５０＋ ２ 〃 クビ ７．７�
８１５ ホワイトコーヒー 牡２芦 ５５ 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか グランド牧場 ４４６＋ ２１：１３．５２ ５．４�
７１４ ティアップベリー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義田中 昇氏 高木 登 豊浦 飯原牧場 ５００－ ８１：１４．０３ ４．３�
２３ カシマルフィ 牡２黒鹿５５ 田中 勝春�カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 ４５４－ ２１：１４．１� ２０．８�
６１１ カシノハッピー 牡２栗 ５５

５２ ▲菅原 隆一柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B４５２＋ ４１：１４．２� ２６７．１�
３６ エリモフェザー 牝２栗 ５４ 津村 明秀山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント ４０６－１４ 〃 ハナ ４．７	
１２ プ レ ジ ー ル 牝２黒鹿５４ 松岡 正海
日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４５８－ ６１：１４．４� ２２６．８�
６１２� ヒシパシフィック 牡２鹿 ５５ 武士沢友治阿部 雅英氏 手塚 貴久 米 Masa-

ichiro Abe ４７６＋ ４１：１４．６１	 １１．５�
７１３ ウエスタンイーグル 牝２黒鹿 ５４

５２ △嶋田 純次 �ウエスタンファーム小野 次郎 新ひだか 中村 和夫 ４４０－ ２１：１４．９１� ３５３．０
５１０ ショウナンパレット 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成
湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 ４６２± ０１：１５．０� １４．７�
８１６ ドヴァラパーラ 牡２栗 ５５ 柴田 大知
ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４３８＋ ６１：１５．１クビ ９２．０�
４７ カシノスペル 牡２鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４８６＋ ８１：１５．３１	 ３３０．５�
５９ ヒシトパーズ 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥阿部 雅英氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット ４４４－ ２１：１５．７２� １０３．０�
２４ ジェイケイダンサー 牝２青鹿５４ 吉田 豊小谷野次郎氏 大久保洋吉 新ひだか 藤川フアーム ４３０＋ ６１：１６．２３ １５１．２�
１１ ベルモントレーヌ 牝２芦 ５４ 戸崎 圭太 
ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４３８－ ２１：１６．６２� ２６．４�
（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０８０，２００円 複勝： ３１，２００，９００円 枠連： １３，４３７，０００円

馬連： ４５，５６０，７００円 馬単： ３０，９３４，６００円 ワイド： ２１，３７０，７００円

３連複： ５７，２６８，５００円 ３連単： ９０，８７８，４００円 計： ３０９，７３１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（３－４） ９１０円

馬 連 �� １，７１０円 馬 単 �� ３，１９０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ４６０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，９４０円 ３ 連 単 ��� １７，２００円

票 数

単勝票数 計 １９０８０２ 的中 � ３２４６７（３番人気）
複勝票数 計 ３１２００９ 的中 � ４３６０７（３番人気）� ３６８１８（５番人気）� ５６５６６（１番人気）
枠連票数 計 １３４３７０ 的中 （３－４） １０９６２（４番人気）
馬連票数 計 ４５５６０７ 的中 �� １９７４０（８番人気）
馬単票数 計 ３０９３４６ 的中 �� ７１６６（１３番人気）
ワイド票数 計 ２１３７０７ 的中 �� ６９６７（１０番人気）�� １１８５１（３番人気）�� １０１１８（４番人気）
３連複票数 計 ５７２６８５ 的中 ��� １４４０７（８番人気）
３連単票数 計 ９０８７８４ 的中 ��� ３９００（３９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．５―１２．４―１２．９―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．２―４６．６―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３９．０
３ ・（６，１４）１５，１０，８（４，９）１６，５，１３，７，１１，３，２－１，１２ ４ ・（６，１４）１５，１０，８－９（４，５）１６（７，１３）（３，１１）２＝１，１２

勝馬の
紹 介

ケイアイエイト �
�
父 Big Brown �

�
母父 Distorted Humor デビュー ２０１２．１１．１０ 東京７着

２０１０．３．９生 牡２鹿 母 アンドモアアゲイン 母母 It’s Personal ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ショウナンパレット号の騎手三浦皇成は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ソデフリン号・トドロキカポネサン号・フレーズデボワ号
（非抽選馬） ２頭 カンタベリーリュウ号・トウカイスタイル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３３０２８１２月８日 晴 良 （２４中山５）第３日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１１時１５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

８１４ ブリリアント 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成本田 恒雄氏 武市 康男 新冠 タニグチ牧場 ４６２－ ６２：０２．６ ５５．８�

５８ マイネルサンオペラ 牡２栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 ４６２－ ２２：０２．７� １５．３�

５９ ソムニアシチー 牝２鹿 ５４ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B４３６＋ ２ 〃 クビ ５．４�
４６ ワイハーノカゼ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海ドラゴンヒルズホースクラブ 小野 次郎 日高 白井牧場 ４５０± ０２：０２．８� ２０．４�
４７ コスモピースフル 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム ４４４－ ２２：０２．９� ５５．５�
３５ ミラクルルージュ 牝２青鹿５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４３６－１４２：０３．１� ７．４	
３４ オマツリマンボ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか グランド牧場 ４６２－ ６２：０３．３１� ２１６．５

７１２ スギノハルバード 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 ４７４＋１２ 〃 クビ ９．８�
１１ ドゥリマーズドリム 牝２青鹿５４ 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 ４５８－１２２：０３．４� ８６．５�
６１０ キョウエイカミング 牝２黒鹿５４ 戸崎 圭太田中 晴夫氏 武藤 善則 浦河 福岡 光夫 ４３８＋ ２ 〃 同着 ２６．０

（大井）

２３ ガ ッ ト 牡２黒鹿５５ 村田 一誠桐谷 茂氏 星野 忍 日高 大矢牧場 ４４０－ ６ 〃 クビ １２９．２�
６１１ ベルウッドテラス 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム ４９２± ０２：０３．５� ３．５�
７１３ ミッキータイム 牡２鹿 ５５ 横山 典弘野田みづき氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５０６－ ２２：０３．７� ３．３�
２２ ヴァンビーナ 牝２青鹿 ５４

５２ △嶋田 純次村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ４７６＋１０２：０３．８� ３９．５�
８１５ ピュアブロッサム 牝２鹿 ５４ 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２２：０７．４大差 １４２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，７５２，８００円 複勝： ３３，５１５，１００円 枠連： １４，３５８，８００円

馬連： ４５，５４５，８００円 馬単： ３３，０４６，１００円 ワイド： ２３，４６９，２００円

３連複： ５９，５１３，８００円 ３連単： １０１，３４３，０００円 計： ３３０，５４４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，５８０円 複 勝 � ９９０円 � ３７０円 � ２３０円 枠 連（５－８） ７，１２０円

馬 連 �� ３２，２６０円 馬 単 �� ６７，３８０円

ワ イ ド �� ７，０５０円 �� ３，８７０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ５２，４２０円 ３ 連 単 ��� ６２８，５００円

票 数

単勝票数 計 １９７５２８ 的中 � ２７９０（１１番人気）
複勝票数 計 ３３５１５１ 的中 � ７６１５（１０番人気）� ２３４０３（６番人気）� ４６１５０（３番人気）
枠連票数 計 １４３５８８ 的中 （５－８） １４９０（１９番人気）
馬連票数 計 ４５５４５８ 的中 �� １０４２（５４番人気）
馬単票数 計 ３３０４６１ 的中 �� ３６２（１１１番人気）
ワイド票数 計 ２３４６９２ 的中 �� ７９９（５２番人気）�� １４６９（３７番人気）�� ６１１３（１２番人気）
３連複票数 計 ５９５１３８ 的中 ��� ８３８（１１４番人気）
３連単票数 計１０１３４３０ 的中 ��� １１９（９２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．４―３５．５―４８．２―１：０１．１―１：１３．６―１：２６．１―１：３８．３―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．５
１
３
９，１３（３，１５）６（１，１０）（４，５，１２，１１）８（２，７）＝１４
９（３，１３，１５）（６，１０）（１，５，１２，１１）（４，８）７（２，１４）

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

勝馬の
紹 介

ブリリアント �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１２．１０．２０ 東京６着

２０１０．５．１９生 牡２鹿 母 エリモインプレス 母母 エリモエキスプレス ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 マイネルサンオペラ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１２番・１１

番への進路影響）
※ブリリアント号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３３０２９１２月８日 晴 良 （２４中山５）第３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）

牝，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

６１２ カスティエル 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 P.G．ファッジ氏 尾関 知人 新ひだか 出羽牧場 ４４０ ―１：３６．４ ６．２�

３６ デイドリーマー 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信 H.H．シェイク・ハムダン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４２２ ―１：３６．５� ３．５�

５９ ナデシコニッポン 牝２芦 ５４ 戸崎 圭太石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４４６ ― 〃 クビ １６．６�
（大井）

３５ チェネレントラ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４８ ―１：３６．６� １９．４�

６１１ メイショウアザミ 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 三嶋牧場 ４２０ ―１：３６．８１� １５６．６�
２４ ソフトライム 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４６４ ― 〃 ハナ １２．１�
４７ プリサイスガール 牝２青 ５４ 村田 一誠�グランド牧場 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 ４３６ ―１：３７．０１� ５９．８	
１２ コスモアンジェリケ 牝２黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 日高 中川 欽一 ４３４ ―１：３７．１� ５９．０

７１３ ア ン レ ー ル 牝２鹿 ５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４４６ ― 〃 クビ ２．９�
８１５ スターピューピル 牝２栗 ５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４４８ ―１：３７．３１� ２３．１�
２３ ハートアンドハート 牝２青鹿５４ 木幡 初広村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：３７．６２ ４５．５
５１０ リゾートラヴ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海赤沼 秀典氏 松山 康久 新ひだか 岡田スタツド ４５２ ―１：３７．９１� １０７．７�
１１ セイウンアカネイロ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 岡田牧場 ４４６ ―１：３８．０� ７．０�
４８ ショウナンマリッジ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀国本 哲秀氏 伊藤 大士 日高 中原牧場 ４３２ ―１：３８．４２� １６８．４�
８１６ リリーローズ 牝２鹿 ５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド ４１０ ―１：３８．８２� １０８．３�
７１４ エンプレスリリー 牝２栗 ５４ 大庭 和弥�本桐牧場 的場 均 新ひだか 本桐牧場 ４２８ ―１：４０．４１０ ３０４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４２２，０００円 複勝： ２８，９１１，２００円 枠連： １４，３０２，９００円

馬連： ４３，０５９，９００円 馬単： ３３，０４７，６００円 ワイド： １９，５１８，６００円

３連複： ５４，４６６，５００円 ３連単： ９３，９０２，８００円 計： ３０７，６３１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � ３８０円 枠 連（３－６） １，３００円

馬 連 �� １，５４０円 馬 単 �� ３，６７０円

ワ イ ド �� ６００円 �� １，７３０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ６，２８０円 ３ 連 単 ��� ３４，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２０４２２０ 的中 � ２６３７７（３番人気）
複勝票数 計 ２８９１１２ 的中 � ３０４２３（４番人気）� ７００１７（１番人気）� １５５１３（６番人気）
枠連票数 計 １４３０２９ 的中 （３－６） ８１４０（７番人気）
馬連票数 計 ４３０５９９ 的中 �� ２０６４４（５番人気）
馬単票数 計 ３３０４７６ 的中 �� ６６６０（１３番人気）
ワイド票数 計 １９５１８６ 的中 �� ８４５２（５番人気）�� ２６５８（１９番人気）�� ５８９７（８番人気）
３連複票数 計 ５４４６６５ 的中 ��� ６４０１（１９番人気）
３連単票数 計 ９３９０２８ 的中 ��� ２０２０（９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３６．２―４８．３―１：００．７―１：１３．１―１：２４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．７

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

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

勝馬の
紹 介

カスティエル �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Mark of Esteem 初出走

２０１０．３．２４生 牝２鹿 母 メアリーポート 母母 Whitehaven 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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 フーラビューティー号・マテリアライズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３３０３０１２月８日 晴 良 （２４中山５）第３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）

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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

２２ ビレッジトレンディ 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５２ ―１：１４．９ ４．１�
（大井）

１１ テ ツ ナ ゴ オ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海�ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４６ ―１：１５．０� ５．８�
７１２ ア ウ ト イ ン 牝２芦 ５４

５２ △嶋田 純次阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 大道牧場 ４１０ ―１：１５．１� ６２．９�
４６ ヒカリマサムネ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 ４６２ ―１：１５．３１ ２．３�
７１１ ハリマヤヨサコイ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 ４８８ ―１：１５．４� ７６．１�
６９ マヤノダークマター 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ５００ ― 〃 クビ ３７．７�
８１３ エメルボヌール 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信 	サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２８ ―１：１５．６１� ６．４

８１４ キャストロメファ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 ４５８ ― 〃 ハナ １４．８�
６１０ ヤマトダイアンサス 牝２栃栗５４ 北村 宏司みの商事	 大竹 正博 日高 山際 辰夫 ４８８ ―１：１５．７クビ １６．４�
４５ セプテンバーローズ 牝２芦 ５４ 横山 典弘	グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 ４２４ ―１：１６．１２� ４３．３
５８ フレンドラッシュ 牝２栗 ５４ 江田 照男横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 野坂牧場 ４５８ ―１：１６．５２� １２０．１�
３４ チェリーシェル 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一	ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 ４５４ ― 〃 クビ ８３．８�
５７ ベルウッドシード 牡２鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド ４８２ ―１：１７．５６ １３７．７�
３３ ネ フ ラ イ ト 牝２栗 ５４ 柴田 大知	宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 宮内牧場 ４１４ ―１：１７．７� ２０４．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，９８５，５００円 複勝： ２９，６３８，７００円 枠連： １３，８７６，０００円

馬連： ４１，６４４，４００円 馬単： ３２，９７４，２００円 ワイド： １８，４５１，５００円

３連複： ４９，０４７，４００円 ３連単： ９０，９３９，９００円 計： ２９７，５５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � ９２０円 枠 連（１－２） １，３７０円

馬 連 �� １，２４０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ２，２１０円 �� ３，３１０円

３ 連 複 ��� １６，９７０円 ３ 連 単 ��� ６１，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２０９８５５ 的中 � ４０７２１（２番人気）
複勝票数 計 ２９６３８７ 的中 � ５２６８９（２番人気）� ３０９００（４番人気）� ６６０３（８番人気）
枠連票数 計 １３８７６０ 的中 （１－２） ７４８０（７番人気）
馬連票数 計 ４１６４４４ 的中 �� ２４９８０（４番人気）
馬単票数 計 ３２９７４２ 的中 �� １０９４３（７番人気）
ワイド票数 計 １８４５１５ 的中 �� ９５７４（４番人気）�� １９８５（２２番人気）�� １３０６（３２番人気）
３連複票数 計 ４９０４７４ 的中 ��� ２１３４（４３番人気）
３連単票数 計 ９０９３９９ 的中 ��� １０９１（１７７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．４―１３．３―１２．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３６．２―４９．５―１：０２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビレッジトレンディ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 モ ガ ン ボ 初出走

２０１０．４．１２生 牝２鹿 母 トレンディーバトー 母母 テンジンバトー 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。



３３０３１１２月８日 晴 良 （２４中山５）第３日 第７競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４８ カフェコンセール 牡３青 ５６ 蛯名 正義吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：５４．０ ２．４�

８１６ ニシノゲイナー 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４６０＋ ２１：５４．４２� ５．９�
（大井）

６１１ ダ イ ゴ ロ ー 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 ５３２－ ４１：５４．７１� １００．５�
５１０ クレバーカイザー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �ウエスタンファーム小西 一男 安平 ノーザンファーム ５０８－ ２１：５５．２３ ８．６�
３６ ミヤビエスペランサ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ４９８＋ ２１：５５．８３� ５２．６�
８１５ ダイワアクシス 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：５６．０１� １４．６�
３５ ロックシンガー 牡３鹿 ５６

５４ △嶋田 純次	槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 ４９２＋ ８ 〃 ハナ ６３．７

１１ シンデンアラタ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広神田 通博氏 佐藤 全弘 新ひだか 落合 一巳 ５０４－ ２１：５６．１� ２５２．９�
４７ ビ ッ ク ケ ン 牡３鹿 ５６ 江田 照男小野 建氏 池上 昌弘 浦河 三好牧場 B４７６＋１６１：５６．２� ６７．０�
５９ エイブルブラッド 牡４鹿 ５７ 石橋 脩吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５０６± ０ 〃 クビ １１．４
１２ オメガスパーキング 牡３鹿 ５６ 横山 典弘原 	子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：５６．３クビ ３．８�
２４ ツクバヤマノオー 
３青 ５６ 津村 明秀荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５２６＋１４１：５６．８３ ２１４．３�
７１４ コウズシャイン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 B５１６＋１２１：５７．４３� １８７．４�
２３ ニシノサンタロウ 牡５黒鹿５７ 村田 一誠西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５６２± ０１：５７．５クビ １３２．９�
６１２ レオプレシャス 牡５黒鹿５７ 吉田 豊�レオ 小野 次郎 浦河 酒井牧場 ４７６－ ４１：５７．６� ２０．１�
７１３� イエスマイダーリン 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 浜本牧場 ５３０＋２０１：５９．２１０ ４３３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１３５，０００円 複勝： ３８，５２３，２００円 枠連： １６，９０３，９００円

馬連： ５９，４６６，４００円 馬単： ４０，１４２，１００円 ワイド： ２６，２９２，９００円

３連複： ７４，４６９，８００円 ３連単： １３０，３１０，８００円 計： ４０９，２４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � １，５６０円 枠 連（４－８） ４４０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ４，２７０円 �� ７，４３０円

３ 連 複 ��� ２１，６８０円 ３ 連 単 ��� ６７，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２３１３５０ 的中 � ７８０２６（１番人気）
複勝票数 計 ３８５２３２ 的中 � １３１８１９（１番人気）� ４８０１３（３番人気）� ３７７２（１１番人気）
枠連票数 計 １６９０３９ 的中 （４－８） ２８３６８（２番人気）
馬連票数 計 ５９４６６４ 的中 �� ６８８５０（２番人気）
馬単票数 計 ４０１４２１ 的中 �� ２６７９７（３番人気）
ワイド票数 計 ２６２９２９ 的中 �� ２４０４５（２番人気）�� １３９０（３１番人気）�� ７９２（４８番人気）
３連複票数 計 ７４４６９８ 的中 ��� ２５３６（５１番人気）
３連単票数 計１３０３１０８ 的中 ��� １４３４（１８４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．１―３７．１―５０．３―１：０３．０―１：１５．９―１：２９．１―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
１
３
１１（８，１６）１４（１０，１５）－（５，４，６）（７，１３）１（１２，９）２－３・（１１，１６）（８，１４）１５（１０，９）（４，６）５（７，１２）１３，１，２，３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カフェコンセール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．１０．２３ 東京３着

２００９．５．４生 牡３青 母 プリティベティ 母母 フライトオブエンジェルス １３戦２勝 賞金 ２０，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イエスマイダーリン号は，平成２５年１月８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ガンガンユコウゼ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３３０３２１２月８日 晴 良 （２４中山５）第３日 第８競走 ��
��２，４００�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

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

１１ フ ァ イ ヤ ー 牡４青鹿５７ 横山 典弘深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ５２０＋ ２２：３６．７ ４．３�

７８ メイスンキャプテン 牡３栗 ５５ 北村 宏司梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 ５０８－ ２２：３７．０２ ３．６�
３３ テイエムデジタル 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４８６＋ ２２：３７．２１� ７．３�
２２ ホノカアボーイ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４６２－ ４２：３７．５２ ７．６�
５５ ト リ ノ 牡４栗 ５７ 戸崎 圭太北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４９４± ０２：３７．８１� ３．０�

（大井）

６６ ブリリアントシチー 牡５栗 ５７ 武士沢友治 	友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 今井 秀樹 ５３２－１６２：３８．２２	 ８５．９

８１０ イルポスティーノ 牡３栗 ５５ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B５１０＋ ４２：３９．２６ １４．２�
７７ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５５ 田中 勝春横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５４６＋ ２ 〃 ハナ ５１．５�
８９ ルシャンベルタン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４８６－ ４２：４０．７９ ２２．６
４４ 
 ヒロノキョウシュウ 牡７鹿 ５７ 石神 深一八百板俊一郎氏 星野 忍 静内 聖心台牧場 ５１４＋ ４２：４１．５５ ２１２．２�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，２７９，２００円 複勝： ３９，４７１，６００円 枠連： １４，５２７，３００円

馬連： ５６，００２，５００円 馬単： ４０，９０７，３００円 ワイド： ２３，７３３，８００円

３連複： ６５，８５７，３００円 ３連単： １４４，２７４，０００円 計： ４０９，０５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（１－７） １，２８０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ６３０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，５２０円 ３ 連 単 ��� １１，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２４２７９２ 的中 � ４４７１３（３番人気）
複勝票数 計 ３９４７１６ 的中 � ６４４３２（３番人気）� ７７３０２（２番人気）� ４５５９６（５番人気）
枠連票数 計 １４５２７３ 的中 （１－７） ８４２４（７番人気）
馬連票数 計 ５６００２５ 的中 �� ４０６３５（４番人気）
馬単票数 計 ４０９０７３ 的中 �� １６０５５（７番人気）
ワイド票数 計 ２３７３３８ 的中 �� １２１２５（６番人気）�� ９１８２（１０番人気）�� １２０６２（７番人気）
３連複票数 計 ６５８５７３ 的中 ��� １９３５２（１０番人気）
３連単票数 計１４４２７４０ 的中 ��� ９４４０（３９番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．６―１２．８―１２．７―１２．８―１３．３―１３．７―１３．１―１３．０―１３．３―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．３―２５．９―３８．７―５１．４―１：０４．２―１：１７．５―１：３１．２―１：４４．３―１：５７．３―２：１０．６―２：２３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５２．４―３F３９．４
１
�
７，９，５，１０（２，１）３－８－６－４・（７，１０）８（５，１）２（９，３，６）４

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

勝馬の
紹 介

フ ァ イ ヤ ー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．１．２３ 小倉５着

２００８．５．２６生 牡４青鹿 母 ホシノカミコウチ 母母 Senate Appointee １５戦４勝 賞金 ３４，７５０，０００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。



３３０３３１２月８日 晴 良 （２４中山５）第３日 第９競走 ��
��１，２００�

く ろ ま つ

黒 松 賞
発走１４時１５分 （芝・右・外）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

３６ モグモグパクパク 牡２栗 ５５ 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 ４５４＋１０１：１０．０ ３．２�

４８ コスモリープリング 牝２鹿 ５４ 嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新ひだか へいはた牧場 ４８０－ ６１：１０．１� ３４．７�
１１ ナ カ ナ カ �２鹿 ５５ 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム ４３０＋ ２１：１０．３１� ５．０�
２３ ホオポノポノ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ

ナル牧場 ４３０＋ ２１：１０．５１� ９．９�
２４ ジョージジョージ 牡２栗 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 ４５４＋ ８ 〃 クビ ７７．３�
３５ コスモアンダルシア 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ６１：１０．６クビ １２６．３�
４７ ミ ナ レ ッ ト 牝２鹿 ５４ 田中 博康�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 ４５０－ ２１：１０．７� １６９．９	
１２ ワンダービリーヴ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４４４± ０ 〃 アタマ １７．９

７１４ ワンツーステップ 牝２芦 ５４ 武士沢友治佐々木完二氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 ４２４＋ ２ 〃 クビ ２３．１�
８１５ テーオートマホーク 牡２鹿 ５５ 津村 明秀小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ４７０＋ ８１：１０．９１� ８．４�
６１２ ファイヤーヒース 牝２黒鹿５４ 横山 典弘ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４３０＋ ２ 〃 アタマ ４．２�
５１０ クリノタカラチャン 牝２黒鹿５４ 村田 一誠栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 ４０６－ ２１：１１．１１ ４０．０�
６１１ エフティチャーミー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 ４４０＋ ２ 〃 クビ １６．７�
５９ 	 ウィンゲイル 牡２栗 ５５ 戸崎 圭太小尾 洸氏 八木 仁 浦河 福田牧場 ４５４＋ ２１：１１．２クビ １２０．７�

（川崎） （大井）

７１３ トルークマクト 牡２鹿 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４４４＋ ４１：１１．３
 ３２．５�
８１６ アイディンビュー 牝２鹿 ５４ 木幡 初広米井 勝氏 蛯名 利弘 新ひだか 三木田牧場 ４４８＋ ８ 〃 ハナ １３６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，７１２，４００円 複勝： ４２，２４１，０００円 枠連： ２４，５６７，９００円

馬連： ８８，８９８，９００円 馬単： ５３，８９９，１００円 ワイド： ３５，６９７，３００円

３連複： １０５，３２２，７００円 ３連単： １８４，８１５，８００円 計： ５６２，１５５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ７９０円 � １８０円 枠 連（３－４） ６，１６０円

馬 連 �� ７，２１０円 馬 単 �� １３，１１０円

ワ イ ド �� １，７６０円 �� ３２０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ８，５２０円 ３ 連 単 ��� ４７，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２６７１２４ 的中 � ６７４５６（１番人気）
複勝票数 計 ４２２４１０ 的中 � ９６７４６（１番人気）� ９４８８（１１番人気）� ６９３９３（２番人気）
枠連票数 計 ２４５６７９ 的中 （３－４） ２９４７（２２番人気）
馬連票数 計 ８８８９８９ 的中 �� ９１０３（２６番人気）
馬単票数 計 ５３８９９１ 的中 �� ３０３６（４５番人気）
ワイド票数 計 ３５６９７３ 的中 �� ４６２４（２４番人気）�� ３２７２３（１番人気）�� ４０４８（２６番人気）
３連複票数 計１０５３２２７ 的中 ��� ９１２５（２８番人気）
３連単票数 計１８４８１５８ 的中 ��� ２８５７（１４１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．６―１２．１―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３４．９―４７．０―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．１
３ １３（１０，１５，１６）（５，８，１４）（１，２，６）７，３（４，９，１２）１１ ４ ・（１３，１５，１６）（１０，５，８）６（１，２，１４）（４，３，７）１１，１２，９

勝馬の
紹 介

モグモグパクパク �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．６．９ 東京６着

２０１０．４．２１生 牡２栗 母 ワスレナイデ 母母 サンシャインバレイ ８戦２勝 賞金 ２０，２７８，０００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） ７頭 インティワタナ号・ティンホイッスル号・ドクトルバロン号・ラインミーティア号・リアリティー号・ロジウエスト号・

ワキノキセキ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３３０３４１２月８日 晴 良 （２４中山５）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�

ま く は り

幕 張 特 別
発走１４時５０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
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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８１０ ニシノジャブラニ 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４９０＋ ６１：４７．９ ２．５�
（大井）

８１１ コスモバタフライ 牝４黒鹿５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４７８＋ ６１：４８．１１� ４．７�
１１ イイデステップ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B５００＋１２１：４８．２� ５．６�
４４ 	 ユウターウェーヴ 牡５栗 ５７ 田中 勝春北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ １３．５�
５５ 	 ダブルオーセブン 牡４黒鹿５７ 吉田 豊加藤 雅一氏 古賀 史生 日高 新生ファーム ４９２± ０１：４８．４１� １６．９�
２２ コウヨウレジェンド 牡４鹿 ５７ 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 B５１４＋１４ 〃 ハナ １６．１	
３３ オペラダンシング 牡３黒鹿５６ 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 ４６２＋ ４１：４８．５� ５．５

７８ マルターズグロウヴ 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ５０８＋１４１：４８．７１� ５２．２�
７９ マイネヒメル 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム ４６０± ０１：４８．９１� １９．８�
６７ エフティファラオ 
６鹿 ５７ 木幡 初広吉野 英子氏 金成 貴史 早来 ノーザンファーム B４７２± ０１：４９．０クビ １３３．９
６６ 	 トレノソルーテ 
６鹿 ５７ 武士沢友治戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５３０＋ ２ 〃 クビ １４４．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２６，２５９，８００円 複勝： ４３，９７５，８００円 枠連： ２４，００６，３００円

馬連： ８７，６１２，５００円 馬単： ５８，４９４，６００円 ワイド： ３１，９８１，４００円

３連複： １０２，６００，６００円 ３連単： ２１６，８３４，４００円 計： ５９１，７６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（８－８） ４７０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ３３０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ２，８００円

票 数

単勝票数 計 ２６２５９８ 的中 � ８５２６０（１番人気）
複勝票数 計 ４３９７５８ 的中 � １３８２００（１番人気）� ８５４６３（２番人気）� ４７７１７（４番人気）
枠連票数 計 ２４００６３ 的中 （８－８） ３７９７６（２番人気）
馬連票数 計 ８７６１２５ 的中 �� １３６７２０（１番人気）
馬単票数 計 ５８４９４６ 的中 �� ５６９６４（１番人気）
ワイド票数 計 ３１９８１４ 的中 �� ４９３２７（１番人気）�� ２２５３３（３番人気）�� １５８１０（５番人気）
３連複票数 計１０２６００６ 的中 ��� ８３５７０（２番人気）
３連単票数 計２１６８３４４ 的中 ��� ５７２１７（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３６．５―４９．０―１：００．８―１：１２．８―１：２４．５―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．１
１
３
１－（２，３）－１０（４，１１）（５，６，７）９，８
３，１（２，１０）（４，１１）（５，９）（８，７）６

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

勝馬の
紹 介

ニシノジャブラニ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Singspiel デビュー ２０１０．８．１５ 新潟２着

２００８．３．４生 牡４鹿 母 セイウンアグライア 母母 Grecian Bride ２４戦３勝 賞金 ４８，９３８，０００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。



３３０３５１２月８日 晴 良 （２４中山５）第３日 第１１競走 ��
��１，８００�

ほくそう

北総ステークス
発走１５時２５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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５８ � マスクトヒーロー 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム ４９２－ ６１：５１．５ ２．０�

８１４ ツクバコガネオー �４栗 ５７ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５２２＋ ４１：５１．６	 ８．３�
４６ キ ラ ウ エ ア 牡５黒鹿５７ 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６６－１４１：５２．８７ ８．２�
（大井）

４７ ストロングバサラ 牡７黒鹿５７ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ５０２＋ ４ 〃 クビ ６９．２�
２３ ドレミファドン 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム ４９８＋ ６１：５２．９	 ４．４�
２２ マ ス ト ハ ブ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５２４－ ４１：５３．３２
 １３．８	
８１５ ア イ ノ カ ゼ 牡７鹿 ５７ 柴田 大知丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 ムラカミファーム ５０４± ０ 〃 ハナ ２０３．０

３４ キッズアプローズ 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４９６－１４１：５３．６１	 ５１．４�
６１１ デジタルキャッシュ 牡７鹿 ５７ 石橋 脩吉田 和美氏 中尾 秀正 新冠 ヤマオカ牧場 ５２４＋ ６１：５３．８１
 ５９．５
７１２� テープカット 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか タイヘイ牧場 ４６４－ ２１：５３．９クビ ３４．４�
７１３ ジョウノボヘミアン 牡６鹿 ５７ 津村 明秀小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 ５００－１０１：５４．２１	 １１７．１�
６１０� グレイレジェンド 牡４芦 ５７ 木幡 初広小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 ４７４－ ４１：５４．４１� １２．８�
３５ ディーエスコンドル 牡４鹿 ５７ 村田 一誠秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４７６＋１６１：５４．８２
 ４７．１�
１１ ブルーソックス 牡５鹿 ５７ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 B４８８－ ６１：５５．１１	 １２４．９�
５９ イーグルドライヴ 牡５栗 ５７ 田中 勝春�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 B５１６－１４１：５７．３大差 １２１．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５２，９２０，８００円 複勝： ８７，５９８，１００円 枠連： ４７，８５３，１００円

馬連： ２２７，７５８，７００円 馬単： １３１，１７７，１００円 ワイド： ７３，８６８，６００円

３連複： ２７７，５９９，７００円 ３連単： ５３７，５７３，５００円 計： １，４３６，３４９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � ２００円 枠 連（５－８） ６８０円

馬 連 �� ７５０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ３８０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� ６，４９０円

票 数

単勝票数 計 ５２９２０８ 的中 � ２１４１２１（１番人気）
複勝票数 計 ８７５９８１ 的中 � ２７３０１１（１番人気）� ９８０６４（３番人気）� ９４８１２（４番人気）
枠連票数 計 ４７８５３１ 的中 （５－８） ５２１９４（２番人気）
馬連票数 計２２７７５８７ 的中 �� ２２５２５６（２番人気）
馬単票数 計１３１１７７１ 的中 �� ９５３５８（２番人気）
ワイド票数 計 ７３８６８６ 的中 �� ５６９２７（２番人気）�� ４９９７０（３番人気）�� １７５９８（１１番人気）
３連複票数 計２７７５９９７ 的中 ��� ９６０１０（５番人気）
３連単票数 計５３７５７３５ 的中 ��� ６１１４５（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．５―４９．５―１：０２．１―１：１４．４―１：２６．７―１：３８．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マスクトヒーロー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル

２００８．４．１８生 牡４黒鹿 母 ビハインドザマスク 母母 ヴアインゴールド ５戦４勝 賞金 ４６，３６３，０００円
地方デビュー ２０１１．９．１ 門別

〔タイムオーバーによる出走制限〕 イーグルドライヴ号は，平成２５年１月８日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 エバーオンワード号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕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。
（非当選馬） １頭 コルポディヴェント号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３３０３６１２月８日 晴 良 （２４中山５）第３日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�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

１：０６．７
１：０６．５

良

良

４８ キングオブロー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム ４９０± ０１：０８．５ ６．４�

４７ タマニューホープ 牡６鹿 ５７ 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７６＋ ２１：０８．６� ３７．８�
３５ ミエノゴーゴー 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７４－ ４ 〃 クビ ２．４�

（大井）

１２ � アポロノカンザシ 牝４栗 ５５ 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck
Stables B４４２＋ ２１：０８．８１	 ２９．０�

６１１ ヤマニングルノイユ 牝５鹿 ５５ 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５０２＋ ４ 〃 クビ ６．６�
２３ メジロツボネ 牝４芦 ５５ 江田 照男岩� 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４５０± ０１：０８．９クビ １８．６�
３６ プロスペラスマム 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５１６＋ ２ 〃 クビ ２５５．８�
７１３ シンワクイーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４５４－ ２１：０９．０
 １４．８	
１１ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４８４± ０ 〃 ハナ ９．４

２４ イ ト ク ク リ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 ５０４＋ ４１：０９．１クビ ５．３�
６１２ ザクリエイション 牡６黒鹿５７ 大庭 和弥池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５１６＋ ６１：０９．３１	 ６１．４�
５１０ ロードナイト 牝３鹿 ５４ 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４７０＋ ６１：０９．６１� ５４．１
５９ キルシュバウム 牝５栗 ５５ 武士沢友治ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４５０＋１０ 〃 クビ ３２１．３�
８１６ ウインキングストン 牡７栗 ５７

５５ △嶋田 純次�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 村上 欽哉 ５０８± ０１：０９．７� １３０．３�
８１５ ミスベルツリー 牝６栗 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ４１：０９．９１ ３０２．０�
７１４ メイショウデューイ 牡６鹿 ５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８４＋２０１：１０．２２ １６９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，３７２，１００円 複勝： ５６，１６５，１００円 枠連： ２９，７８７，１００円

馬連： １０４，４６０，１００円 馬単： ６３，３０６，７００円 ワイド： ４３，９４４，２００円

３連複： １３１，０４７，８００円 ３連単： ２４８，０７６，３００円 計： ７１１，１５９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２１０円 � ６３０円 � １４０円 枠 連（４－４） ６，６９０円

馬 連 �� ６，８４０円 馬 単 �� ９，４８０円

ワ イ ド �� ２，３４０円 �� ３４０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ５，７８０円 ３ 連 単 ��� ４９，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３４３７２１ 的中 � ４２９００（３番人気）
複勝票数 計 ５６１６５１ 的中 � ６９０７４（３番人気）� １６２６１（９番人気）� １５３１２８（１番人気）
枠連票数 計 ２９７８７１ 的中 （４－４） ３２９０（２１番人気）
馬連票数 計１０４４６０１ 的中 �� １１２７９（２５番人気）
馬単票数 計 ６３３０６７ 的中 �� ４９３２（３４番人気）
ワイド票数 計 ４３９４４２ 的中 �� ４２５２（２８番人気）�� ３６４２６（２番人気）�� ８２２４（１４番人気）
３連複票数 計１３１０４７８ 的中 ��� １６７５２（１９番人気）
３連単票数 計２４８０７６３ 的中 ��� ３７０４（１５２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．０―１１．５―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３３．９―４５．４―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３４．６
３ ２，３，１１（１，４）８（５，１０）（７，１２）（６，１４）１３（１５，１６）９ ４ ・（２，３）（１，４，１１）８（７，５）（６，１０）１２，１４（１５，１３）１６，９
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３鹿 母 マ ダ ム チ ヨ 母母 アンティークルーカス ９戦３勝 賞金 ３５，４３９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 コスモドロス号・サクラシリアス号・ツインクルスター号・レッドエレンシア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２４中山５）第３日 １２月８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

１９２，７１０，０００円
１１，３４０，０００円
１，４２０，０００円
１７，１９０，０００円
６０，６４７，０００円
４，５７６，０００円
１，６８９，６００円

勝馬投票券売得金
２９６，８９２，１００円
５００，９７８，０００円
２３４，２９７，１００円
８７５，４２４，８００円
５７３，５３１，７００円
３５４，０３８，１００円
１，０７８，１３７，８００円
２，００８，１７２，２００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 ５，９２１，４７１，８００円

総入場人員 ２０，４６５名 （有料入場人員 １７，８４７名）


