
３３０１３１２月３日 曇 良 （１８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）

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
１：５２．５

良

不良

８１６�� クリノスミレレディ 牝２黒鹿 ５４
５２ △塚田 祥雄栗本 守氏 小島 茂之 浦河 川崎 清 ４３４＋ ６１：５９．６ １５．１�

６１１ ケルティックハープ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣ジョイ・レースホース� 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４＋ ２１：５９．８１� １．５�

７１３ キャプテンドリーム 牝２鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４５０＋ ８２：００．２２� １１．２�
５９ グランドアムール 牝２鹿 ５４ 吉永 護�グランド牧場 大江原 哲 静内 グランド牧場 B４１８＋ ２２：００．５２ １７３．３�
１２ サンバリズム 牝２鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人�グランド牧場 平井 雄二 静内 グランド牧場 ４３８－ ８２：００．７１� ６３．８�
７１４ サクラブルーム 牝２黒鹿 ５４

５２ △大野 拓弥�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４８４± ０ 〃 クビ ３４．９	
１１ ペブルスショウリ 牝２栗 ５４ 田面木博公田和 廣通氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４６０－ ４２：０１．０１� １９９．０

４７ ナ ミ ノ オ ト 牝２鹿 ５４ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 浦河 川越ファーム ４６０± ０２：０１．７４ ３２．２�
３５ ケイアイフェザー 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 鈴木 康弘 新冠 武田牧場 ４９０＋ ８２：０２．１２� ３．８�
２３ � テッシューヒカリ 牝２青鹿５４ 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４５８＋ ６ 〃 クビ ２７．９
２４ � ヒシホーリー 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ４５４± ０２：０２．９５ １２３．９�
３６ � グラマラスドール 牝２芦 ５４ 村田 一誠吉村 敏治氏 萱野 浩二 静内 藤沢牧場 ４７４± ０２：０３．３２� ５６．２�
６１２�� ラ ラ バ イ 牝２鹿 ５４

５１ ▲小島 太一田島榮二郎氏 中野 栄治 三石 坂部牧場 ４３６＋１４２：０３．４� ３２２．１�
４８ ミサトシャープ 牝２鹿 ５４

５１ ▲高野 和馬戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ４９２－ ４２：０３．８２� ２０７．７�
８１５� アイアムハッピー 牝２栗 ５４ 南田 雅昭堀 紘一氏 奥平 雅士 新冠 山岡ファーム ４８４＋１４２：０４．３３ ３９６．６�
５１０� ラズベリーローズ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一杉澤 光雄氏 根本 康広 静内 藤沢牧場 ４３０＋ ８２：０４．５１ １７３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，６５１，１００円 複勝： １８，６２０，２００円 枠連： ２０，１９５，１００円

普通馬連： ７１，５５０，７００円 馬単： ８０，０９２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０６３，４００円

３連複： ９６，７６９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３２３，９４２，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，５１０円 複 勝 � ２００円 � １００円 � １５０円 枠 連（６－８） ７５０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ７６０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５６５１１ 的中 � ８２１１（４番人気）
複勝票数 計 １８６２０２ 的中 � １５３１５（４番人気）� ８００１２（１番人気）� ２６４９９（３番人気）
枠連票数 計 ２０１９５１ 的中 （６－８） １９８７２（３番人気）
普通馬連票数 計 ７１５５０７ 的中 �� ７０１０８（３番人気）
馬単票数 計 ８００９２７ 的中 �� １９７０１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０６３４ 的中 �� １８０８９（３番人気）�� ５７１２（９番人気）�� ２９３２８（２番人気）
３連複票数 計 ９６７６９６ 的中 ��� ６５５５０（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３７．５―５１．４―１：０５．０―１：１８．４―１：３２．０―１：４５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．６―３F４１．２
１
３
８，９，１１（５，１３）（１０，１４，１５）（６，１６）（３，１２）４，１，７－２・（８，９，１１）（５，１４，１３）（１６，１２）（３，１）１０，４（６，１５）（２，７）

２
４

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

勝馬の
紹 介

�
�
クリノスミレレディ �

�
父 アドマイヤボス �

�
母父 スラヴィック デビュー ２００６．８．１２ 新潟７着

２００４．４．１５生 牝２黒鹿 母 ベストクィーン 母母 ミヤマウイナー ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 テッシューヒカリ号の騎手江田照男は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。

サクラブルーム号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 スガノスミレ号・マザーピクシー号・マルヨスーパーラブ号・ルージュセレクト号



３３０１４１２月３日 曇 良 （１８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）

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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

４８ ア ー ビ タ ー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣関 駿也氏 畠山 重則 新冠 八木 常郎 ４３０＋ ２１：１４．４ １．７�

３５ � イエローファイト 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４６２＋ ４１：１５．１４ １６．５�
１２ � マイネルシーワ 牡２栗 ５５

５３ △塚田 祥雄 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田村 康仁 新冠 中本牧場 ４６８－ ２１：１５．３１� １２２．４�

１１ ロードルシファー 牡２鹿 ５５ 江田 照男 �ロードホースクラブ 田村 康仁 三石 ケイアイファーム ４５６－ ８ 〃 クビ ２７．６�
５９ セレクトアゲン 牡２鹿 ５５ 小野 次郎浅川 皓司氏 中野 栄治 静内 三木田 明仁 ４６４＋ ２１：１５．４クビ ３．０�
８１６ イチエイムサシ 牡２鹿 ５５ 坂井 英光築地 榮一氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４７８＋１０１：１５．７１� ２６．５�

（大井）

５１０ テンエイルンルン 牝２栗 ５４ 大庭 和弥熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人
熊坂開発 ４６０＋ ６１：１５．８� ３４３．２	

２３ コアレススイフト 牡２鹿 ５５ 大西 直宏小林 昌志氏 
田 研二 平取 コアレススタッド ４５８－ ２１：１６．０１ １１．３�
３６ � マイネルサテライト 牡２栗 ５５ 村田 一誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋１０ 〃 クビ ３６．１�
７１３ プラートゥムレクス 牡２鹿 ５５

５３ △大野 拓弥山上 和良氏 柴崎 勇 浦河 惣田 英幸 ４７４＋ ２１：１６．２１� ２７８．３
４７ アルカンシェル 牡２鹿 ５５ 松岡 正海�富美男企画 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ４２８－１０１：１６．３クビ ４９．７�
８１５� ローレルバンチョー 牡２芦 ５５

５２ ▲田中 博康 �ローレルレーシング 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２８＋ ４１：１６．４� ２４９．７�
６１１ エイワンテースト 牝２鹿 ５４ 小林 淳一荒木 榮一氏 高市 圭二 三石 本桐牧場 ４５８± ０１：１６．７１� ８６．５�
７１４ タイセイゴールド 牡２鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人田中 成奉氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５２＋ ２ 〃 ハナ ２３０．０�
６１２ エスケービリーヴ 牝２黒鹿５４ 吉永 護エスケー貿易� 石栗 龍彦 三石 萩澤 泰博 ４５８－ ６１：１７．０２ ７４．９�
２４ �� カシノルドルフ 牡２鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 谷川 博勝 ４２２－ ２１：１７．１クビ ２４１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９８３，３００円 複勝： １６，９９７，７００円 枠連： ２０，３０８，５００円

普通馬連： ６８，８６９，０００円 馬単： ７３，１６２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１５３，５００円

３連複： ８３，１２７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２９８，６０２，８００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １３０円 � ３６０円 � ２，０５０円 枠 連（３－４） ７３０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ４，７１０円 �� １３，２４０円

３ 連 複 ��� ３４，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６９８３３ 的中 � ８０６３９（１番人気）
複勝票数 計 １６９９７７ 的中 � ５８４２７（１番人気）� ９６９９（４番人気）� １３９５（１２番人気）
枠連票数 計 ２０３０８５ 的中 （３－４） ２０６０１（３番人気）
普通馬連票数 計 ６８８６９０ 的中 �� ４６０４６（３番人気）
馬単票数 計 ７３１６２９ 的中 �� ３８４３７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１５３５ 的中 �� ９８８２（４番人気）�� ９５８（３０番人気）�� ３３７（６１番人気）
３連複票数 計 ８３１２７９ 的中 ��� １７８４（６４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１２．５―１２．９―１４．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．４―４６．９―５９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．５―３F４０．０
３ ８（９，１１）（３，１６）（１，５）－（２，４）（６，７）（１０，１４）－（１３，１５）－１２ ４ ８，９，３（１１，１６）５，１（２，４）－７－６，１４，１０，１５，１３＝１２

勝馬の
紹 介

ア ー ビ タ ー �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 Zilzal デビュー ２００６．９．１０ 中山３着

２００４．５．１４生 牡２鹿 母 シルバーシャワーズ 母母 Katies First ５戦１勝 賞金 １１，４００，０００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） ２頭 カクテルガール号・スウィープユアラヴ号
（非抽選馬） ２頭 エクレールブラン号・リズムマシーン号
※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。



３３０１５１２月３日 曇 良 （１８中山５）第２日 第３競走 ��
��１，８００�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

１：４８．２
１：４６．７

良

良

７１２ クロスホーリー 牡２栗 ５５ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４７８＋ ２１：５０．４ ２８．２�

５９ � マイネルオアシス 牡２栗 ５５
５３ △塚田 祥雄 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 様似 林 時春 ５２０＋１４１：５０．６１ １４．６�
４６ クロコレーヌ 牝２鹿 ５４ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 静内 田中 裕之 ４８８＋ ４１：５０．８１� ４．０�
５８ � ゼンシンゼンレイ 牝２芦 ５４ 江田 照男北所 直人氏 中川 公成 静内 友田牧場 ４５２＋ ２ 〃 クビ ６６．２�
８１４� ウォーターマーク 牡２芦 ５５ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 萩原 清 三石 木田牧場 ４７４＋１０１：５０．９	 １０．５�
２２ � ニシノソウテン 牡２芦 ５５

５４ ☆吉田 隼人西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ４８２＋ ２１：５１．０	 ８．９�
４７ � ラッシュモア 牡２鹿 ５５ 坂井 英光齊藤四方司氏 浅野洋一郎 静内 千代田牧場 ４６８－ ２１：５１．２１	 ４．４	

（大井）

６１１ マイネルハヤト 牡２青鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小西 一男 静内 上野 正恵 B４６６＋ ４１：５１．３	 １１．５


３５ � マールロッソ 牝２栗 ５４ 二本柳 壮桐谷 茂氏 加藤 和宏 三石 田上 稔 ４４４－１６ 〃 ハナ １９０．４�
６１０ ラインジュエル 牝２芦 ５４ 小林 淳一大澤 繁昌氏 根本 康広 静内 塚田 達明 ４５４＋ ２１：５１．４クビ ２７９．１�
１１ � キャサリンダイヤ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４８０± ０１：５１．５	 ６９．２�
７１３ オーシンブルドッグ 牡２黒鹿 ５５

５３ △大野 拓弥間原 光正氏 西塚 安夫 浦河 上田 五十詞 ４３０＋ ２ 〃 クビ １１９．３�
２３ � リワードスレイマン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 有限会社

リワード ４８４± ０ 〃 ハナ １１．８�
８１５ デルマジョン 牡２鹿 ５５

５２ ▲田中 博康浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４６４－ ４１：５２．０３ ３０２．１�
３４ �� ウインスラッシュ 牡２栗 ５５ 田中 勝春�ウイン 宗像 義忠 新冠 ハクツ牧場 ４９０± ０１：５２．５３ ４．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，５０４，８００円 複勝： ２５，１１０，２００円 枠連： ３０，８０７，０００円

普通馬連： ８７，３２２，１００円 馬単： ７７，５９２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３８３，９００円

３連複： １０９，０４２，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３７３，７６２，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２，８２０円 複 勝 � ６１０円 � ４００円 � １７０円 枠 連（５－７） １５，３５０円

普通馬連 �� ２０，５２０円 馬 単 �� ４９，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，６００円 �� １，５７０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２３，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０５０４８ 的中 � ５７４２（９番人気）
複勝票数 計 ２５１１０２ 的中 � ９００３（９番人気）� １４９３８（８番人気）� ５１２３６（１番人気）
枠連票数 計 ３０８０７０ 的中 （５－７） １４８２（２５番人気）
普通馬連票数 計 ８７３２２１ 的中 �� ３１４１（４４番人気）
馬単票数 計 ７７５９２１ 的中 �� １１５９（８７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３８３９ 的中 �� ９８３（４５番人気）�� ３６３５（２３番人気）�� ８６４７（７番人気）
３連複票数 計１０９０４２１ 的中 ��� ３３８１（７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３７．２―４９．６―１：０１．７―１：１４．３―１：２６．４―１：３８．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クロスホーリー �
�
父 デ ィ ア ブ ロ �

�
母父 ビゼンニシキ デビュー ２００６．９．３ 新潟１１着

２００４．２．２０生 牡２栗 母 フ リ ー パ ス 母母 サボールランチャー ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 キャサリンダイヤ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※出走取消馬 ストロングキャロル号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クインズプライド号・ミラクルページ号
※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。



３３０１６１２月３日 曇 良 （１８中山５）第２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
１：５２．５

良

不良

３３ フサイチカムーン 牡２鹿 ５５ 小野 次郎関口 房朗氏 池上 昌弘 鵡川 西山牧場 ４９８ ―１：５６．６ ９．７�

８１３ ダイワルビア 牡２栗 ５５ 田中 勝春大城 敬三氏 増沢 末夫 早来 ノーザンファーム ５２２ ― 〃 ハナ ２．５�
１１ ティンバーセブン 牡２栗 ５５ 坂井 英光三宅 正義氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ５２６ ―１：５９．５大差 ３０．３�

（大井）

６８ � タカミツバーディ 牡２芦 ５５ 武士沢友治高橋 光雄氏 畠山 重則 浦河 ハヤシファーム ５３０ ―２：００．８８ １５．４�
４５ ハワイアンボーイ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣�グランド牧場 柴田 政人 静内 グランド牧場 ４３０ ―２：０１．０� ９．２�
５６ サドラーズボーイ 牡２鹿 ５５

５３ △大野 拓弥谷 研司氏 大和田 稔 青森 明成牧場 ４６４ ― 〃 ハナ ５２．２�
２２ ルクラージュ 牝２栗 ５４ 江田 照男 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 境 征勝 静内 岡田牧場 ５２８ ― 〃 クビ ４０．２

４４ ターブルロンド 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝谷 雄史氏 藤原 辰雄 様似 清水スタッド ４８０ ―２：０１．８５ ２．７�
８１２ サクセスイズハート 牡２黒鹿５５ 村田 一誠三枝 栄二氏 星野 忍 浦河 不二牧場 ５１０ ―２：０１．９� １６９．９�
５７ � ニッポニアニッポン 牝２芦 ５４

５３ ☆吉田 隼人西垣 �三氏 矢野 照正 浦河 小島牧場 ４８４ ―２：０３．５１０ ６５．３
６９ � ゴールドジェット 牡２青鹿５５ 松岡 正海居城 要氏 成島 英春 新冠 北勝ファーム ４８２ ― 〃 ハナ １６．４�
７１１ プラピシャス 牝２鹿 ５４

５２ △塚田 祥雄井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 村中 一英 ４９４ ―２：０４．２４ ２４．１�
７１０� ローリエエンペラー 牡２黒鹿５５ 小林 淳一山本 精一氏 岩城 博俊 様似 小田牧場 ４７０ ―２：０４．５２ ２９７．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，２５８，０００円 複勝： １９，３５８，０００円 枠連： ２９，６８８，７００円

普通馬連： ７４，９２８，２００円 馬単： ８２，０６８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７５５，３００円

３連複： ９４，０５８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３４１，１１５，４００円

払 戻 金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � ４８０円 枠 連（３－８） ８７０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ２，０７０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ６，２６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１２５８０ 的中 � １７３５４（４番人気）
複勝票数 計 １９３５８０ 的中 � ２００９１（３番人気）� ５７１２８（１番人気）� ７４１３（８番人気）
枠連票数 計 ２９６８８７ 的中 （３－８） ２５２７９（３番人気）
普通馬連票数 計 ７４９２８２ 的中 �� ６９１８２（２番人気）
馬単票数 計 ８２０６８４ 的中 �� ２４６６５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７５５３ 的中 �� １３０４１（２番人気）�� ２１９６（２７番人気）�� ４７１７（１２番人気）
３連複票数 計 ９４０５８８ 的中 ��� １１１０６（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．６―３７．７―５１．１―１：０４．３―１：１７．２―１：３０．４―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

フサイチカムーン �
�
父 トレジャーアイランド �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

２００４．４．２０生 牡２鹿 母 フサイチディバイン 母母 ナリタシルバー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 サドラーズボーイ号の騎手大野拓弥は，４コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニッポニアニッポン号・ゴールドジェット号・プラピシャス号・ローリエエンペラー号は，平成１９年

１月３日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 トウショウアクス号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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。



３３０１７１２月３日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８中山５）第２日 第５競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４５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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

４６ � ローレルスパーク �５鹿 ６０ 林 満明 �ローレルレーシング 中竹 和也 米 Cheveley
Park Stud ４６６＋ ２３：１７．２ ３．２�

５７ ニシノジュエリー 牝５鹿 ５８ 穂苅 寿彦西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４７８± ０３：１７．５２ ２．２�
１１ ウエスタンリピート 牝４黒鹿５８ 浜野谷憲尚西川 賢氏 平井 雄二 静内 北西牧場 ４１４－１０ 〃 ハナ ９．５�
８１３ スズカウエスト 牡３鹿 ５８ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 メイタイ牧場 ４７４－ ８３：１７．７� １６．０�
４５ � ジ ョ ッ シ ュ 牡７芦 ６０ 田中 剛広田 健司氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４５８－ ４３：１８．３３	 １８．５�
７１２
 レッツゴーアテネ �５黒鹿６０ 金子 光希広田 健司氏 二本柳俊一 静内 岡田牧場 ４６６± ０３：１８．６２ ６．９�
７１１� ブルーデスティニー 牝６鹿 ５８ 柴田 未崎 �荻伏レーシング・クラブ 佐々木亜良 新冠 川上 悦夫 ４５０－ ４３：１８．７� ８２．４	
３３ マダムウイナー 牝３鹿 ５６ 白坂 聡角田 哲男氏 坪 憲章 様似 ホウセイ牧場 ４３０－１０３：１９．５５ ２８．０

２２ グローリアスゲスト 牡４黒鹿６０ 蓑島 靖典鈴木 芳夫氏 鈴木 勝美 静内 ビツグレツドフアーム ４８２－ ４３：１９．８２ １１７．９�
５８ デイトレーダー 牡３鹿 ５８ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 青森 諏訪牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ ４４．７�
３４ ワイズタイクーン 牡４鹿 ６０ 西谷 誠井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５１６＋ ８３：２０．０� ２７．５
８１４ エプソムフォルテ 牡３黒鹿５８ 平沢 健治 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 岩城 博俊 門別 浜本牧場 ４６０＋ ６ 〃 クビ ２９１．４�
６１０ シルクリベラル �３栗 ５８

５６ ▲水出 大介有限会社シルク矢野 進 静内 見上牧場 ４８０－ ２３：２０．１	 １９４．８�
６９ ジンデンバリュー 牡３鹿 ５８ 鈴木 慶太黒岩統治郎氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４５４＋ ２３：２１．３７ ２４８．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，９６６，９００円 複勝： １３，０８１，６００円 枠連： ２８，３５０，９００円

普通馬連： ６８，５８０，４００円 馬単： ７４，１３９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４４２，６００円

３連複： ９９，７２６，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３１９，２８８，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（４－５） ３９０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ４９０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７９６６９ 的中 � ４４３８３（２番人気）
複勝票数 計 １３０８１６ 的中 � ３５１３０（１番人気）� ２７０７９（２番人気）� １１８５２（４番人気）
枠連票数 計 ２８３５０９ 的中 （４－５） ５４７８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８５８０４ 的中 �� １２２２８４（１番人気）
馬単票数 計 ７４１３９４ 的中 �� ７３４８５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４４２６ 的中 �� ２５５３４（１番人気）�� ７９７０（４番人気）�� ７１１２（６番人気）
３連複票数 計 ９９７２６４ 的中 ��� ６７９１５（２番人気）

上り １マイル １：４９．４ ４F ５２．７－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ローレルスパーク �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Nureyev デビュー ２００３．１１．９ 京都２着

２００１．３．６生 �５鹿 母 Stark Ballet 母母 Frau Stark 障害：６戦１勝 賞金 ２０，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アンバープリンス号・オンワードワンダー号・グラスファイター号・グローリージョン号・シャコーバニラ号・

スガーペンタイア号・タイキダイナスティ号・ディーエスドラゴン号・トウカイマジック号・ニシノツバメ号・
パワーホール号・ビューティピース号・ベルゲン号・ミヤギカントリー号・メモリーオブヨーク号・
モルフェワルツ号・ユキノアメージング号・ラガールージュ号・リワードプレザン号



３３０１８１２月３日 曇 良 （１８中山５）第２日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５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
１：３３．４

良

良

８１４ オペラブラーボ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４１８ ―１：３７．８ ２．７�

６９ � ブレイブソニック 牡２芦 ５５ 大西 直宏西浦 和男氏 佐々木亜良 静内 出羽牧場 ４３４ ―１：３８．０１� ２１．５�
２２ ダイワゴーレム 牡２栗 ５５ 柴田 善臣大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 ４８０ ―１：３８．１� ５．８�
１１ � オウシュウヘイロー 牡２鹿 ５５

５３ △大野 拓弥西村 專次氏 杉浦 宏昭 浦河 村下 清志 ４５４ ―１：３８．３１� １５．７�
３３ � レオスマイル 牝２青 ５４ 江田 照男�レオ 池上 昌弘 様似 清水 誠一 ４８８ ― 〃 ハナ ３５．７�
４６ フレンドリーマルス 牡２黒鹿５５ 村田 一誠増山 武志氏 中川 公成 新冠 長浜牧場 ４３０ ―１：３８．４クビ １７．８�
４５ � オウシュウサンデー 牡２栗 ５５ 小林 淳一西村 專次氏 石毛 善彦 新冠 ヒカル牧場 ４４４ ―１：３８．６１� １６．８	
８１３� フローリスト 牝２鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人今井 正一氏 大和田 稔 門別 下河辺牧場 ４３８ ―１：３８．８１� ４２．０

６１０ ダイレクトパス 牡２青鹿 ５５

５３ △塚田 祥雄渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４４８ ―１：３８．９	 ６０．５�
３４ シャドウブーケ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春飯塚 知一氏 小笠 倫弘 浦河 成隆牧場 ４３８ ―１：３９．０クビ １１．４�
７１１ トウショウデューク 牡２鹿 ５５ 坂井 英光トウショウ産業� 小林 常泰 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８６ ― 〃 アタマ ４６．３
（大井）

５８ ロードキャニオン 
２鹿 ５５
５４ ☆吉田 隼人 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４３８ ―１：３９．１	 ４．０�

５７ � ダイワグリーズ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海大城 敬三氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４５６ ― 〃 ハナ ５６．９�
７１２� タイセイオスカー 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝田中 成奉氏 菊川 正達 門別 碧雲牧場 ４７０ ―１：３９．３１� ２１．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，９１２，３００円 複勝： ２１，０１８，４００円 枠連： ３２，１１４，８００円

普通馬連： ９２，０３２，４００円 馬単： ８５，３１０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８６１，１００円

３連複： １０８，５５７，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３８０，８０６，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ４００円 � １８０円 枠 連（６－８） １，９８０円

普通馬連 �� ２，６１０円 馬 単 �� ３，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ４１０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ５，２５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９１２３ 的中 � ５８４９３（１番人気）
複勝票数 計 ２１０１８４ 的中 � ５９４１３（１番人気）� ９５５９（８番人気）� ３１１２１（２番人気）
枠連票数 計 ３２１１４８ 的中 （６－８） １１９８６（８番人気）
普通馬連票数 計 ９２０３２４ 的中 �� ２６１１４（１０番人気）
馬単票数 計 ８５３１０９ 的中 �� １７７０４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８６１１ 的中 �� ６０３８（１０番人気）�� １４４８８（２番人気）�� ２９９１（２０番人気）
３連複票数 計１０８５５７０ 的中 ��� １５２６９（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．３―３６．８―４９．８―１：０２．５―１：１４．７―１：２６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

オペラブラーボ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００４．３．１５生 牡２鹿 母 ワルツダンサー 母母 ウィシングフォーアスター １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 トウショウデューク号の騎手伊藤直人は，第１日第９競走での落馬負傷のため坂井英光に変更。
※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。



３３０１９１２月３日 晴 良 （１８中山５）第２日 第７競走 ��１，２００�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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

６１１� モンテチェリー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 三石 鹿糠沢 敬樹 ４８４＋ ８１：１１．８ ３．７�

４８ フ リ ー モ ア 牡４栗 ５７ 松岡 正海堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 酒井 源市 ４５４－１０１：１２．９７ ６２．９�
３５ シルクエレメント 牡５鹿 ５７

５５ △大野 拓弥有限会社シルク谷原 義明 新冠 早田牧場新
冠支場 B４９４－ ８１：１３．０クビ ４０．０�

６１２�� ガッサンルーブル 牡５鹿
５７
５６ ☆吉田 隼人西村 專次氏 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ５３８＋１０１：１３．２１� ５．３�

４７ � ロードセレブレイト 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 田中 清隆 新冠 アラキフアーム ４８６－ ２１：１３．３� ８．８�
８１５ グレートモア 牡３鹿 ５６ 坂井 英光堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ４８２＋ ６１：１３．５	 １７．１�

（大井）

８１６ タケショウヤマト 牡４黒鹿 ５７
５５ △塚田 祥雄	ナイト商事 矢野 照正 様似 山口 幸雄 ４６６＋１２ 〃 アタマ ６．２


５１０� シンボリプロキオン 牡３栗 ５６
５３ ▲田中 博康シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０８＋ ４ 〃 ハナ １８．７�

７１４� ダイワカーメル 牡５黒鹿５７ 穂苅 寿彦大城 敬三氏 嶋田 功 浦河 上山牧場 ４７０＋２６１：１３．７１� １２９．５�
７１３ オリオンザクロノス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広日浦 桂子氏 根本 康広 新冠 川上牧場 ５２４－ ２１：１３．９１� ２２．６
１１ � コウジンアルス 牡４栗 ５７

５４ ▲小島 太一加藤 興一氏 松山 康久 静内 中田 浩美 ４７０－ ２ 〃 アタマ ３．７�
１２ � フリーシンカー 牡４鹿 ５７

５４ ▲的場 勇人 	杵臼斉藤牧場 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８２＋ ２１：１４．４３ ２５４．５�
３６ �
 タマモアーク �４栗 ５７ 小野 次郎タマモ� 伊藤 圭三 新冠 新冠伊藤牧場 ４５４± ０１：１４．５クビ １８３．４�
５９ �
 リターンケープ 牝４栗 ５５ 南田 雅昭山科 統氏 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 ４４６＋ ８１：１４．８１	 １９８．１�
２３ メジロアニマート 牝３黒鹿５４ 田中 剛	メジロ牧場 奥平 真治 洞爺 メジロ牧場 ４８８＋１２１：１５．５４ ５０．５�
２４ � ドゥーウィズウイン 牝９鹿 ５５ 沢 昭典新井 孝治氏 沢 峰次 浦河 岡本 昌市 ５１４＋ ６ （競走中止） １５８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４７２，４００円 複勝： ２８，１０８，７００円 枠連： ３９，４３８，５００円

普通馬連： １３８，９９９，９００円 馬単： １０７，５６４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８７２，３００円

３連複： １５９，８３６，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５２７，２９３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � １，６８０円 � ７７０円 枠 連（４－６） １，０００円

普通馬連 �� ２１，８００円 馬 単 �� ３０，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６２０円 �� ２，３８０円 �� １７，５７０円

３ 連 複 ��� １０５，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２４７２４ 的中 � ４９０５８（２番人気）
複勝票数 計 ２８１０８７ 的中 � ５８４４７（２番人気）� ３５３１（１１番人気）� ８１６８（９番人気）
枠連票数 計 ３９４３８５ 的中 （４－６） ２９２７３（５番人気）
普通馬連票数 計１３８９９９９ 的中 �� ４７０７（３９番人気）
馬単票数 計１０７５６４５ 的中 �� ２５７２（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８７２３ 的中 �� ２１０４（３４番人気）�� ３２３２（２４番人気）�� ４２６（７５番人気）
３連複票数 計１５９８３６８ 的中 ��� １１１９（１５６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．４―１２．３―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３４．１―４６．４―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モンテチェリー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ステイールハート デビュー ２００５．１１．６ 東京１着

２００３．４．２４生 牝３鹿 母 ルベールターフ 母母 ヨシマツテスコ ８戦２勝 賞金 １８，５００，０００円
〔騎手変更〕 タマモアーク号の騎手伊藤直人は，第１日第９競走での落馬負傷のため小野次郎に変更。
〔発走状況〕 タマモアーク号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 ドゥーウィズウイン号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ウインブラッド号・ジェットバニヤン号・ユキノサプライズ号
※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。



３３０２０１２月３日 晴 良 （１８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 （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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，１００，０００
２，１００，０００

円
円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１４ ス パ イ ン 牡４鹿 ５７
５６ ☆吉田 隼人西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム ４６４＋ ２１：０８．３ ２．４�

２４ �� サクラブライアン 牡７鹿 ５７ 田中 勝春�さくらコマース秋山 雅一 静内 谷岡牧場 ４６４± ０１：０８．４	 ６４．５�
３６ ナイトアットオペラ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲田中 博康 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 早来 ノーザンファーム ４０６＋ ２ 〃 クビ １２．４�
４８ レッドビームシチー 牡４鹿 ５７ 小野 次郎 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豊浦 飯原牧場 ４８２＋ ４ 〃 同着 ３．９�
２３ �� ダイイチミラクル 
６芦

５７
５５ △大野 拓弥�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４９４＋１２１：０８．５クビ １６６．１�

６１１�� エアカエサル 牡６芦 ５７ 江田 照男 �ラッキーフィールド佐々木亜良 千歳 社台ファーム B４７０－ ４１：０８．８１� ５７．８	
５９ サージェナイト 牡７鹿 ５７ 坂井 英光柴原 壽光氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７８－ ４ 〃 クビ ３１３．８


（大井）

４７ スクリーマー 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲小島 太一 �社台レースホース加藤 征弘 白老 白老ファーム ４４６＋ ６１：０８．９クビ １３０．８�

３５ � ポイントセブン 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４５２－ ４１：０９．０	 ５．４�

１１ � レオカーディナル 牡６黒鹿５７ 村田 一誠�レオ 萱野 浩二 静内 千代田牧場 ５１８＋ ８１：０９．２１	 １７７．７
８１６� アイラブマキシマム 牝４栗 ５５ 木幡 初広保谷フミ子氏 奥平 真治 新冠 守矢牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ６３．７�
７１３ パレスエベレスト 牡４栗 ５７ 郷原 洋司西村 豊氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 ４４８＋ ２１：０９．４１	 ２６．８�
１２  ゼンノゴウシュウ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝大迫久美子氏 森 秀行 豪

Roncon, A Swersky
and Assoc, SaMac
Bloodstock Ltd

４７４± ０１：０９．５クビ １７．９�
５１０� ブライティアミラ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド ４４６＋ ２１：０９．９２	 ４３．９�
６１２� ス ピ ン オ フ 牡３栗 ５６ 松岡 正海伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４６８± ０１：１０．２１� １２．２�
８１５� レッドスプレンダー 牡３鹿 ５６ 吉永 護 �キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ４６４－ ８１：１０．６２	 ２１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，８３９，９００円 複勝： ３３，２５３，６００円 枠連： ４８，４６６，７００円

普通馬連： １５２，９８９，４００円 馬単： １２７，７１３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，９１３，９００円

３連複： １７３，４９６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５９６，６７３，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １００円 � ５３０円 �
�

１８０円
１２０円 枠 連（２－７） ５，２００円

普通馬連 �� ８，１６０円 馬 単 �� ９，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 ��

��
３３０円
１６０円

��
��

３，４００円
１，５８０円

３ 連 複 ���
���

１２，５１０円
３，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５８３９９ 的中 � ８６７１４（１番人気）
複勝票数 計 ３３２５３６ 的中 �

�
１０５８３０
６６７５０

（１番人気）
（２番人気）

� ６１１０（１０番人気）� ２８３０７（４番人気）

枠連票数 計 ４８４６６７ 的中 （２－７） ６８８６（１６番人気）
普通馬連票数 計１５２９８９４ 的中 �� １３８４４（２１番人気）
馬単票数 計１２７７１３５ 的中 �� １０４１９（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４９１３９ 的中 ��

��
３８６３
１２１９
（２１番人気）
（５１番人気）

��
��

１６２５５
２６９８
（４番人気）
（２９番人気）

�� ５０８４４（１番人気）

３連複票数 計１７３４９６６ 的中 ��� ５０８３（６５番人気）��� １７７１４（２２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．１―１０．５―１１．３―１１．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．１―３２．６―４３．９―５５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス パ イ ン �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 Majestic Light デビュー ２００５．１．５ 中山１着

２００２．６．１０生 牡４鹿 母 ファーサイト 母母 Second Sight １９戦４勝 賞金 ６３，２８４，０００円
〔制裁〕 ブライティアミラ号の騎手武士沢友治は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※スクリーマー号は，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。



３３０２１１２月３日 晴 良 （１８中山５）第２日 第９競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１４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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

３５ オヤマハリケーン �５栗 ５７ 柴田 善臣木下 秀一氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド ４８６－ ４１：１１．７ ２２．０�

３６ グリーンアラモード 牡３鹿 ５６
５５ ☆吉田 隼人 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５５４± ０１：１１．８� １１．２�

４８ ウエスタンウッズ �５芦 ５７
５４ ▲的場 勇人西川 賢氏 的場 均 静内 北西牧場 ４７８＋ ２１：１１．９クビ ２．６�

５１０	 ミスターケビン 牡４黒鹿 ５７
５５ △塚田 祥雄山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Strategy

Bloodstock ４７０＋ ２１：１２．０
 ２．９�
８１５ ディスパーロ 牡３鹿 ５６

５３ ▲小島 太一 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B４９２－ ２ 〃 クビ ２１．３�
６１１ チョウカイミッキー 牡６鹿 ５７ 大西 直宏�平田牧場 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４８６＋ ６１：１２．１クビ ４３．０	
２３ シュウザンコンドル 牡５鹿 ５７ 小野 次郎平 光良氏 池上 昌弘 門別 佐々木牧場 ４７０＋ ２１：１２．４２ １７．９

６１２ ゼンノスカイブルー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一大迫久美子氏 土田 稔 平取 坂東牧場 ５５４－ ８ 〃 同着 ２６．７�
５９ � ヤマノルドルフ 牡５栗 ５７ 松岡 正海澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 B５７０－ ２１：１２．６１� １６．６�
２４ � タイセイドラゴン 牡５黒鹿５７ 江田 照男田中 成奉氏 武藤 善則 浦河 金成吉田牧場 B４８６± ０１：１２．７クビ １０５．８
７１４� グラシアスワン 牡６鹿 ５７ 坂井 英光田中 昇氏 武藤 善則 浦河 成隆牧場 ５３４＋ ２ 〃 ハナ ６３．３�

（大井）

８１６� プロスパードン 牡４栗 ５７ 村田 一誠三枝 栄二氏 星野 忍 三石 中田 英樹 ４４４＋ ４ 〃 ハナ １１３．４�
７１３ マグネティックマン 牡６青鹿 ５７

５４ ▲田中 博康�ターフ・スポート手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４８６＋ ２１：１２．８� ５２．６�
１２ � イチライタッチ 牡４黒鹿５７ 吉永 護市来 静夫氏 松山 康久 浦河 鈴木 武蔵 ５０２－ ６１：１２．９クビ １４．９�
１１ ジョリーズジョー �７鹿 ５７ 田中 勝春河内 孝夫氏 高市 圭二 浦河 日の出牧場 ４６８＋ ２１：１３．１１ １９３．７�
４７ プライベートエリア 牡５黒鹿５７ 木幡 初広臼田 浩義氏 宗像 義忠 門別 日高大洋牧場 ４９２＋ ４１：１３．３１� ２７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，０９３，６００円 複勝： ４５，４５６，１００円 枠連： ４９，５６６，９００円

普通馬連： １９５，６８９，３００円 馬単： １３３，３２５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，３６８，８００円

３連複： １６３，６０４，７００円 ３連単： ３７９，９４９，５００円 計： １，０５３，０５４，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２，２００円 複 勝 � ５２０円 � ３７０円 � １５０円 枠 連（３－３） ９，０９０円

普通馬連 �� ９，０３０円 馬 単 �� ２０，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２３０円 �� １，１８０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １１，１４０円 ３ 連 単 ��� １０２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３５０９３６ 的中 � １２５７０（８番人気）
複勝票数 計 ４５４５６１ 的中 � １８１５８（７番人気）� ２７８３３（３番人気）� １１１４９２（２番人気）
枠連票数 計 ４９５６６９ 的中 （３－３） ４０２８（２７番人気）
普通馬連票数 計１９５６８９３ 的中 �� １５９９９（２７番人気）
馬単票数 計１３３３２５６ 的中 �� ４８３１（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０３６８８ 的中 �� ３７００（２８番人気）�� １０５６８（１１番人気）�� １５６３８（５番人気）
３連複票数 計１６３６０４７ 的中 ��� １０８４８（２８番人気）
３連単票数 計３７９９４９５ 的中 ��� ２７２８（２９２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．１―１１．９―１２．４―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．７―４５．６―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３８．０
３ ８（９，１０，１２）－（１１，１４）（６，７，５）（１，２，１６，４）（３，１５）－１３ ４ ８（９，１０）１２，１１，１４（６，５）４，７（１，１６，１５）２，３，１３

勝馬の
紹 介

オヤマハリケーン �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 Phone Trick デビュー ２００３．１０．１９ 東京２着

２００１．６．３生 �５栗 母 ソニックバード 母母 Orient Pearl １６戦４勝 賞金 ３９，３００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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 アーマメント号・サキノリュウオー号・フレッシュバニラ号
※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。



３３０２２１２月３日 晴 良 （１８中山５）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�

ほくそう

北総ステークス
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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２４ シルククルセイダー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝有限会社シルク領家 政蔵 門別 タバタファーム ５０４－ ６１：５４．４ ３．８�

７１４ ベ ル ー ガ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５１６＋２０１：５４．５� ２３．９�
３６ � カオリノーブル 	７鹿 ５７ 田中 剛川畑 �司氏 萱野 浩二 青森 大須賀牧場 ４９８－ ２１：５４．７１
 ３６．７�
１２ トラストジュゲム 牡４鹿 ５７ 田中 勝春菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ５１０＋ ８ 〃 クビ ２．３�
１１ �� モエレアドミラル 牡４栗 ５７ 小島 太一中村 和夫氏 小島 太 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８８＋ ６１：５４．９１
 ７７．１�
４７ スズカジョリーズ 牡６鹿 ５７ 小林 徹弥永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４９２－ ４ 〃 アタマ ２７．８	
６１１ スウォードキャット 牡４鹿 ５７ 木幡 初広千明牧場 武藤 善則 浦河 千明牧場 ４７８± ０１：５５．１１� １３．７

８１６� スターマーケット 牡５栗 ５７ 武士沢友治金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９４－ ４１：５５．２� １８６．０�
５１０ タイキヴァンベール 牡６芦 ５７ 小野 次郎�大樹ファーム 田中 清隆 米 Taiki Farm ４７４＋１４１：５５．３� １０．０
２３ メジロオーエン 牡６青鹿５７ 吉田 隼人メジロ商事� 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５２０－ ２１：５５．５１� ８５．０�
３５ ヒカルバローロ 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥高橋 光氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５０４－ ２１：５５．６クビ ３５．５�
７１３ ワキノエクセル 牡４青鹿５７ 柴田 善臣脇山 良之氏 音無 秀孝 追分 追分ファーム ５０８＋ ２ 〃 ハナ ５．３�
４８ ウインレガート 牡７鹿 ５７ 大西 直宏�ウイン 宗像 義忠 新冠 早田牧場新

冠支場 ５２６＋３０１：５６．１３ １２７．８�
５９ リスティアダーリン 牡５鹿 ５７ 坂井 英光村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 ５２６＋１０ 〃 ハナ １４８．４�

（大井）

８１５ ケイパブルバイオ 牝５栗 ５５ 二本柳 壮バイオ� 領家 政蔵 新冠 早田牧場新
冠支場 ４３０－１６１：５６．３� ５６．７�

６１２ ツルマルバクシン 牡６鹿 ５７ 江田 照男鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 笹地牧場 B４７２－ ２１：５８．４大差 ２４３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，８８９，２００円 複勝： ６２，３３７，５００円 枠連： ５９，６５２，０００円

普通馬連： ２９０，５５８，４００円 馬単： １８１，８７０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，７７７，３００円

３連複： ２２２，７６７，８００円 ３連単： ５２４，５４７，４００円 計： １，４４７，４００，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １９０円 � ６７０円 � ８２０円 枠 連（２－７） ８８０円

普通馬連 �� ５，０３０円 馬 単 �� ６，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５４０円 �� ２，２９０円 �� ６，８９０円

３ 連 複 ��� ５０，１７０円 ３ 連 単 ��� １９９，１４０円

票 数

単勝票数 計 ４３８８９２ 的中 � ９２６６３（２番人気）
複勝票数 計 ６２３３７５ 的中 � １１６０６７（２番人気）� ２１４３４（７番人気）� １６９９２（９番人気）
枠連票数 計 ５９６５２０ 的中 （２－７） ５０５３２（３番人気）
普通馬連票数 計２９０５５８４ 的中 �� ４２７０４（１６番人気）
馬単票数 計１８１８７０５ 的中 �� ２１１２０（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１７７７３ 的中 �� １００４９（１６番人気）�� ６６７７（２０番人気）�� ２１６４（４５番人気）
３連複票数 計２２２７６７８ 的中 ��� ３２７７（１０８番人気）
３連単票数 計５２４５４７４ 的中 ��� １９４４（４１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３７．３―５０．９―１：０４．０―１：１６．９―１：２９．６―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルククルセイダー �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 マークオブディスティンクション デビュー ２００６．３．２５ 阪神１５着

２００３．４．３生 牡３栗 母 ゴールデンマザー 母母 コ マ ー ズ １０戦４勝 賞金 ５５，３３１，０００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 アドマイヤスバル号・サンデーストリーム号
※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。



３３０２３１２月３日 晴 良 （１８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，１７．１２．３以降１８．１１．２６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 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

５６ �� コスモマーベラス 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝 �ビッグレッドファーム 中村 均 三石 中村 和夫 ４３６± ０１：３４．０ ３．０�

５７ ウイングレット 牝５鹿 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７８＋１０１：３４．３１� ５．７�
７１１ ピサノグラフ 牝４鹿 ５３ 塚田 祥雄市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 シンコーファーム ４７４± ０ 〃 ハナ ４．３�
４５ ピアチェヴォーレ 牝５栗 ５２ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ８１：３４．４	 １３．５�
１１ 
 マルターズヒート 牝５栗 ５３ 武士沢友治藤田与志男氏 坂口 正則 米

Omar Trevino, Dr. William
Rood & Gaines－Gentry Thor-
oughbreds

４７４＋ ２１：３４．６１ １０５．１�
２２ シークレットコード 牝３栃栗５２ 松岡 正海 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８０－ ４ 〃 ハナ ８．３�
４４ プリモスター 牝５鹿 ５２ 吉田 隼人�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８２－ ４ 〃 ハナ ３６．２	
８１３� オーゴンサンデー 牝７栗 ５３ 大野 拓弥永田 清男氏 谷原 義明 浦河 鎌田 正嗣 ４７６± ０１：３４．７	 ２０．１

８１２ フロムアップランド 牝５鹿 ５１ 二本柳 壮 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 追分ファーム ４９６＋ ６１：３４．８クビ ４０．９�
６８ ラ イ ラ プ ス 牝４栗 ５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４６２± ０ 〃 アタマ １１．２�
６９ アドマイヤドレス 牝５鹿 ５２ 大西 直宏近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４６２＋ ４１：３５．２２	 ２１．７
７１０ プリティプリンセス 牝５栗 ５２ 村田 一誠 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４４０－ ６１：３５．４１	 １８．４�
３３ � ア ヤ パ ン 牝３鹿 ５１ 坂井 英光�橋 良尚氏 月岡 健二 門別 高橋牧場 ４３２＋ ４１：３６．０３	 ５３．７�

（大井） （大井）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４８，５０４，７００円 複勝： ６８，５７３，４００円 枠連： ８３，０７６，８００円

普通馬連： ４４２，０３９，５００円 馬単： ２６８，４７７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７７，４３４，７００円

３連複： ３４３，８５３，８００円 ３連単： ８２２，９７５，５００円 計： ２，１５４，９３５，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（５－５） ７７０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ２４０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ３，６５０円

票 数

単勝票数 計 ４８５０４７ 的中 � １２９８６７（１番人気）
複勝票数 計 ６８５７３４ 的中 � １７６５６６（１番人気）� ９２３０６（３番人気）� １４１１６８（２番人気）
枠連票数 計 ８３０７６８ 的中 （５－５） ７９７０８（３番人気）
普通馬連票数 計４４２０３９５ 的中 �� ４１３９０４（２番人気）
馬単票数 計２６８４７７４ 的中 �� １５３５６０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７７４３４７ 的中 �� ６９００６（２番人気）�� ８９８９２（１番人気）�� ３２７７２（４番人気）
３連複票数 計３４３８５３８ 的中 ��� ２７６４５４（１番人気）
３連単票数 計８２２９７５５ 的中 ��� １６６８１３（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．７―４７．５―５９．４―１：１１．２―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．６

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

勝馬の
紹 介

�
�
コスモマーベラス �

�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００４．１０．３０ 福島１着

２００２．６．７生 牝４栗 母 ロ モ ー ラ 母母 Single Blade ２１戦６勝 賞金 １６２，６９５，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※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。



３３０２４１２月３日 晴 良 （１８中山５）第２日 第１２競走 ��
��２，５００�

み ほ

美 浦 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
美浦村長賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

４４ タイムレスワールド 牡７鹿 ５７ 塚田 祥雄臼田 浩義氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４６０＋ ２２：３３．６ １７．３�

７８ ピサノパテック 牡４栗 ５７ 田中 勝春市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５００＋ ６２：３３．８１ ２．７�
１１ � バブルサウンド �５栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２ 〃 アタマ １６．１�
３３ リキアイサイレンス 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B４９２－ ８ 〃 クビ ３．５�
８１０ ペネトレーター 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人伊達 秀和氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン

牧場 ４９２± ０２：３４．４３	 ４．５�
７７ サウザンブライト 牡５鹿 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 勝川牧場 ５０２＋１２２：３４．６１
 ６３．４�
５５ � ヤクモアクティヴ 牡４鹿 ５７ 坂井 英光�山崎牧場 加賀 武見 八雲 山崎牧場 ４８０＋１０ 〃 クビ ５１．２	

（大井）

２２ �� マイネルアンセム 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 勝川牧場 ４８４－ ６２：３４．７� ５．４�

８９ エプソムボス 牡５栗 ５７ 二本柳 壮 
ジャパン・
ホースマン・クラブ 堀井 雅広 静内 田原橋本牧場 ５１４± ０２：３４．９１
 ４３．０�

６６ � キタグニジョー 牡４鹿 ５７ 小林 淳一河内 孝夫氏 高市 圭二 門別 坂 牧場 ４７８＋ ２２：３５．４３ ８１．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３４，８６３，８００円 複勝： ３５，７８０，９００円 枠連： ４８，５１７，０００円

普通馬連： １９７，６８８，０００円 馬単： １４４，７８２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，９３９，２００円

３連複： １４５，５８８，１００円 ３連単： ４５３，２６７，１００円 計： １，０９９，４２６，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，７３０円 複 勝 � ３１０円 � １４０円 � ４２０円 枠 連（４－７） ２，１９０円

普通馬連 �� ２，０８０円 馬 単 �� ５，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ２，２７０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ８，６５０円 ３ 連 単 ��� ６４，５００円

票 数

単勝票数 計 ３４８６３８ 的中 � １５９３４（６番人気）
複勝票数 計 ３５７８０９ 的中 � ２５８３７（５番人気）� ９３５７２（１番人気）� １７８８７（６番人気）
枠連票数 計 ４８５１７０ 的中 （４－７） １６３７５（７番人気）
普通馬連票数 計１９７６８８０ 的中 �� ７０３０５（７番人気）
馬単票数 計１４４７８２２ 的中 �� １８２７１（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８９３９２ 的中 �� １４５７９（８番人気）�� ４０６３（２１番人気）�� ９２１８（１１番人気）
３連複票数 計１４５５８８１ 的中 ��� １２４２２（２５番人気）
３連単票数 計４５３２６７１ 的中 ��� ５１８７（１５８番人気）

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

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―１９．１―３１．４―４３．７―５５．８―１：０８．６―１：２１．５―１：３３．７―１：４４．９―１：５６．９―２：０８．９―２：２１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイムレスワールド �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００１．１２．２ 中山１着

１９９９．３．６生 牡７鹿 母 サンクレール 母母 Sans Condition ３２戦４勝 賞金 ９１，５５０，０００円
〔制裁〕 タイムレスワールド号の騎手塚田祥雄は，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。

ピサノパテック号の騎手田中勝春は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。
※出走取消馬 オースミダンスイン号（疾病〔額部裂創〕のため）
※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。



（１８中山５）第２日 １２月３日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２３４，０５０，０００円
８，４００，０００円
１６，４１０，０００円
８２０，０００円
１，５２０，０００円
１，３４０，０００円
２２，４２０，０００円
６４，６９４，０００円
５，２２４，８００円
１，７６７，５００円

勝馬投票券売得金
３２２，９４０，０００円
３８７，６９６，３００円
４９０，１８２，９００円
１，８８１，２４７，３００円
１，４３６，１００，１００円
４１６，９６６，０００円
１，８００，４２９，６００円
２，１８０，７３９，５００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 ８，９１６，３０１，７００円

総入場人員 ３７，１２２名 （有料入場人員 ３３，４５０名）




