
３３０３７１２月１０日 曇 稍重 （１８中山５）第４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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

８１５� テイエムゲンキボ 牡２黒鹿５５ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ４８６＋ ４１：１４．０ ２０．８�

２４ �� エイワンキセキ 牝２青鹿５４ 横山 典弘荒木 榮一氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４６６－ ６１：１４．１� １．６�
６１１� ゴールドエンジェル 牝２芦 ５４ 内田 博幸�協栄 中島 敏文 様似 猿倉牧場 ４５８＋２８１：１４．２� ２６．０�

（大井）

１１ �� アリマエンプレス 牝２栗 ５４ 田中 勝春有馬 博文氏 加藤 和宏 青森 大西興産 ４４８－ ８ 〃 ハナ ９６．６�
８１６� ナンヨーミドル 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹中村 �也氏 奥平 雅士 浦河 富田牧場 ４５０－ ４１：１４．３クビ ５３．１�
４７ � クリールボルケーノ 牡２栗 ５５ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 門別 倉見牧場 ４６４－ ６１：１４．７２� １０．１�
３５ �� アポロアパッチ 牡２青 ５５ 岩田 康誠アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 静内 谷岡 正次 ４５６－ ８１：１５．０１� ６．７	
７１３� マイムマイム 牝２黒鹿５４ 戸崎 圭太田島榮二郎氏 谷原 義明 新冠 平山牧場 ４３０＋ ２１：１５．１� １１７．０


（大井）

１２ �� ラ ス ト ベ ガ 牝２黒鹿５４ 吉田 豊吉田 昭一氏 加賀 武見 静内 静内酒井牧場 ４２６＋１４１：１５．５２� ８．３�
５９ �� ホッコーターゲット 牡２黒鹿５５ 幸 英明矢部 幸一氏 松永 勇 宮城 遊佐 武俊 ４４６－ ６ 〃 ハナ ４５７．４�
３６ � トミケントラスト 牡２鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人冨樫 賢二氏 坂本 勝美 三石 上村 清志 ５１８＋１２１：１５．６� ４３．９
６１２� ロッキーパラダイス 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣保坂 義貞氏 菅原 泰夫 三石 水丸牧場 ４７０＋ ６１：１６．６６ １３２．０�
５１０�� カシノベガスター 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司柏木 務氏 二本柳俊一 門別 前川ファーム ４６４± ０１：１６．９２ ３１７．０�
４８ � コスモフトゥーロ 牝２栗 ５４

５１ ▲的場 勇人 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 門別 法理牧場 ４０８－ ２１：１７．３２� ２１．７�
２３ �� オウシュウヒカリ 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝西村 專次氏 岩戸 孝樹 静内 千代田牧場 ５０２＋１６１：１７．４クビ ２５．４�
７１４�� スキップザデュー 牡２栗 ５５ 小野 次郎�ミルファーム 保田 一隆 新冠 グラッドホースパーク ５１４＋１８ 〃 クビ ２８５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８１７，２００円 複勝： ２１，３８３，１００円 枠連： ２４，４５６，５００円

普通馬連： ７６，３３１，９００円 馬単： ７６，８８９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５９３，６００円

３連複： １００，０９２，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３３７，５６３，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２，０８０円 複 勝 � ３６０円 � １１０円 � ５６０円 枠 連（２－８） １，１５０円

普通馬連 �� １，７４０円 馬 単 �� ６，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ４，８９０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� １３，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７８１７２ 的中 � ６７５０（５番人気）
複勝票数 計 ２１３８３１ 的中 � １０９５０（５番人気）� ８７２８３（１番人気）� ６２７２（８番人気）
枠連票数 計 ２４４５６５ 的中 （２－８） １５７０３（４番人気）
普通馬連票数 計 ７６３３１９ 的中 �� ３２３９２（６番人気）
馬単票数 計 ７６８８９４ 的中 �� ９１７４（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５９３６ 的中 �� ８０２２（６番人気）�� ９８２（４２番人気）�� ５０６０（１０番人気）
３連複票数 計１０００９２０ 的中 ��� ５５９３（３９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．６―１２．６―１３．０―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．５―４７．１―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テイエムゲンキボ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 ファストトパーズ デビュー ２００６．９．２３ 中山５着

２００４．３．２生 牡２黒鹿 母 サンドコロネット 母母 サンドピアリス ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００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。
（非抽選馬） ４頭 キタキタソーラン号・チアズベジータ号・マイネルガボット号・レパティヌール号
※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。



３３０３８１２月１０日 晴 稍重 （１８中山５）第４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）

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

８１５� フォーミュラーワン 牡２栗 ５５ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 宮内牧場 ４２８－ ４１：５７．６ ５．３�

６１２� フジマサマックス 牡２栗 ５５ 横山 典弘藤原 正一氏 奥平 雅士 静内 飛野牧場 ５５４＋ ４１：５７．８１� ６１．２�
３６ � ゼンノヴェンセール 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝大迫久美子氏 萱野 浩二 門別 白井牧場 ５１６＋ ６１：５８．２２� ６．７�
２４ � ロットオブカクテル 牡２黒鹿５５ 四位 洋文 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８６＋１８１：５８．３� ３．５�
７１３ コメンテーター 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ５２０＋ ２１：５８．５１� ４．７�
１２ マーベラスキャップ 牡２鹿 ５５ 幸 英明笹原 貞生氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４６４－ ８１：５８．７１� １７１．１�
２３ � ル ド ベ キ ア 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人吉田 安惠氏 秋山 雅一 追分 追分ファーム ５３４－１６１：５９．０２ １７．９	
８１６� トゥルーアイズ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣�ターフ・スポート高橋 祥泰 三石 土田農場 ５３４＋１８１：５９．４２� １９．０

３５ コスモシウテクトリ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲田中 博康 �ビッグレッドファーム 斎藤 宏 浦河 林農場 ４８０± ０２：００．１４ ５４．６�
６１１� ケージーシルキー 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 ４９２－ ２２：００．３１ ４３．６�
１１ � ラオムフェーレ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４６８－ ６２：０１．０４ ７．５
４７ アルマフディ 牡２黒鹿５５ 岩部 純二井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４７８＋ ４２：０１．４２� ２９６．９�
５１０ パ ワ ー サ ム 牡２鹿 ５５

５４ ☆津村 明秀宮崎 金造氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４５８－ ２ 〃 クビ ３１１．７�
７１４� タイセイリバティー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸田中 成奉氏 菊川 正達 三石 藤井 益美 ４４２－ ２２：０２．６７ ３８．１�

（大井）

４８ � パリスフレンズ 牡２黒鹿５５ 北村 宏司 �ビッグレッドファーム 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４６０－ ４ 〃 クビ １２．８�
５９ トオノボーイ 牡２鹿 ５５ 小野 次郎�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B５１６＋ ２２：０５．８大差 ２０３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９３７，０００円 複勝： ２３，１５２，９００円 枠連： ２３，７６５，７００円

普通馬連： ８１，２４８，１００円 馬単： ６６，３３５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３５４，４００円

３連複： ９２，２２６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３２３，０２０，０００円

払 戻 金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２２０円 � １，４５０円 � ２８０円 枠 連（６－８） ５，６３０円

普通馬連 �� １５，４４０円 馬 単 �� ２５，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１６０円 �� ８６０円 �� ４，１２０円

３ 連 複 ��� ３３，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９３７０ 的中 � ２３８９５（３番人気）
複勝票数 計 ２３１５２９ 的中 � ３２７２７（４番人気）� ３３５９（１２番人気）� ２３４７１（５番人気）
枠連票数 計 ２３７６５７ 的中 （６－８） ３１１７（２０番人気）
普通馬連票数 計 ８１２４８１ 的中 �� ３８８５（４６番人気）
馬単票数 計 ６６３３５７ 的中 �� １９３５（７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３５４４ 的中 �� １１７５（４６番人気）�� ６１７１（８番人気）�� １１８８（４５番人気）
３連複票数 計 ９２２２６２ 的中 ��� ２０１７（９３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１３．１―１３．５―１３．１―１３．２―１３．３―１３．３―１４．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．９―５０．４―１：０３．５―１：１６．７―１：３０．０―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．１―３F４０．９
１
３

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

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

�フォーミュラーワン �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 アイネスフウジン デビュー ２００６．１１．５ 東京７着

２００４．５．１４生 牡２栗 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トオノボーイ号は，平成１９年１月１０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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 オンワードグート号・ドキュメント号
※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。



３３０３９１２月１０日 晴 稍重 （１８中山５）第４日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時４５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

８１６� センシュアルドレス 牝２鹿 ５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４３２－ ４１：３６．７ ３．５�

６１１ ジャックローズ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹�本桐牧場 成島 英春 三石 本桐牧場 ４１８－１２１：３６．９１� ４４．４�
３６ � ウェンブリー 牝２栗 ５４ 安藤 勝己渡邊 隆氏 小笠 倫弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４２６－ ４１：３７．０� ８．２�
６１２� トラストエース 牡２鹿 ５５ 田中 勝春菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 桑田牧場 ４３６－１４ 〃 クビ １８．１�
８１５�� マイネルグラシュー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 �桁牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ １０．３�
５９ エルベンセドール 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太伊達 秀和氏 柴田 政人 門別 サンシャイン

牧場 ４８２－ ２１：３７．４２� ８１．８	
（大井）

４８ � チューイングサイン 牝２栗 ５４ 岩田 康誠加藤 信之氏 中川 公成 浦河 松田 次郎 ４４２＋ ２ 〃 ハナ １３．５

５１０ ウエスタンファイン 牝２黒鹿５４ 郷原 洋司西川 賢氏 郷原 洋行 静内 北西牧場 ４６２－ ６１：３７．５クビ １５５．４�
７１４� クリノアドベンチャ 牡２黒鹿５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４５６＋ ６１：３７．６	 ５４．５�
１１ � コマンドールクロス 牡２青鹿５５ 幸 英明 サンデーレーシング 高橋 祥泰 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ６ 〃 クビ １３．７�
２３ � アイアムジュピター 牡２鹿 ５５ 内田 博幸堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：３７．７クビ ２．１�

（大井）

２４ アンブルソレール 牝２芦 ５４ 吉田 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４３８－１４１：３７．８� ４４８．１�
３５ � ヒカルアヤノヒメ 牝２鹿 ５４ 加藤士津八中脇 満氏 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４１２＋ ２１：３８．０１
 ４６６．１�
７１３� デルマステファニー 牝２鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーフレンズファーム ３９２－ ４１：３８．４２� ４３６．２�
４７ � タワーオブバベル 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀伊達 秀和氏 高松 邦男 米 Hidekazu
Date ４６０± ０１：３８．６１
 ４５２．２�

１２ ワンダープグナール 牡２黒鹿 ５５
５２ ▲的場 勇人山本 信行氏 加賀 武見 えりも 能登 浩 ４１４＋ ２１：３９．３４ ３７１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，０７５，３００円 複勝： ２９，０４２，４００円 枠連： ４０，８３０，９００円

普通馬連： １００，９１２，１００円 馬単： ９９，４０７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９０４，０００円

３連複： １２３，１７２，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４４５，３４４，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ９３０円 � ２３０円 枠 連（６－８） ９４０円

普通馬連 �� ５，２３０円 馬 単 �� ７，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７７０円 �� ５５０円 �� ３，４７０円

３ 連 複 ��� １２，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５０７５３ 的中 � ５７１７２（２番人気）
複勝票数 計 ２９０４２４ 的中 � ６４２０２（２番人気）� ６００１（８番人気）� ３２６５９（３番人気）
枠連票数 計 ４０８３０９ 的中 （６－８） ３２２６３（５番人気）
普通馬連票数 計１００９１２１ 的中 �� １４２５５（１６番人気）
馬単票数 計 ９９４０７１ 的中 �� １０１８３（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９０４０ 的中 �� ３６４３（２０番人気）�� １３１３２（７番人気）�� １８１５（３０番人気）
３連複票数 計１２３１７２４ 的中 ��� ７５２９（３５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．９―１２．２―１２．３―１２．４―１２．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．８―４８．０―１：００．３―１：１２．７―１：２４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．４

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

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

�センシュアルドレス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１１．１８ 東京３着

２００４．４．１９生 牝２鹿 母 ジェミードレス 母母 ブリリアントカット ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 キングブライト号
※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。



３３０４０１２月１０日 晴 稍重 （１８中山５）第４日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時１５分 （ダート・右）

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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

８１６� ヒカリマーガレット 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹當山 �則氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：１４．０ ６．７�

８１５� ヘイラホップ 牝２栗 ５４ 北村 宏司加藤 徹氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４５４ ―１：１４．６３� ２９．８�
３５ アルコイリス 牝２芦 ５４ 小野 次郎中村 政勝氏 池上 昌弘 浦河 駿河牧場 ４４８ ―１：１４．８１� ９．５�
６１１ スズノメヒョー 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義小紫 芳夫氏 伊藤 正徳 早来 ノーザンファーム ４８２ ―１：１５．２２� ２．９�
２３ カオリステラ 牝２栗 ５４

５３ ☆吉田 隼人川畑 �司氏 伊藤 伸一 青森 大須賀牧場 ４５０ ―１：１５．３� ２３．１�
５１０ ピンククラウド 牝２鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀星野 壽市氏 手塚 貴久 静内 桜井牧場 ５０４ ― 〃 アタマ ６．６�
７１４ ク リ オ 牝２栗 ５４ 安藤 勝己 	ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 
渡 信義 ４２０ ―１：１５．５１� ９．８�
４７ �� ヒシヴィーナス 牝２黒鹿５４ 郷原 洋司阿部雅一郎氏 中野 隆良 門別 下川 茂広 ５１４ ―１：１５．７１� １６．８�
６１２ カネスマリリン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣杉澤 光雄氏 根本 康広 三石 木田 祐博 ４５６ ― 〃 ハナ ５．０
５９ �� クロカンブッシュ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４３４ ―１：１５．８� ３９．１�

（クロカンブーシュ）

１２ コスモエンドレス 牝２鹿 ５４ 江田 照男 �ビッグレッドファーム 田子 冬樹 新冠 コスモビューファーム ４２０ ―１：１６．４３� ５５．０�
７１３ クロスマシェリ 牝２栗 ５４ 鈴来 直人佐々木 徹氏 平井 雄二 新冠 シンユウフアーム ４３６ ―１：１６．８２� ２８０．９�
４８ � ミッドエコー 牝２鹿 ５４ 幸 英明小原 巖氏 内藤 一雄 門別 大西牧場 ４５０ ―１：１８．２９ ２３８．３�
２４ � スピードパンサー 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太浜野順之助氏 沢 峰次 浦河 片田 保 ４３０ ―１：２０．３大差 １５９．８�

（大井）

３６ � レッドコサージュ 牝２鹿 ５４
５１ ▲田中 博康 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４３６ ― 〃 クビ １４３．８�
１１ � ピルエットシチー 牝２鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人 	友駿ホースクラブ 山田 要一 門別 井本 文雄 ４１４ ―１：２０．９３� ２７５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１３６，９００円 複勝： ２２，０８２，３００円 枠連： ３０，７１６，０００円

普通馬連： ８６，４４８，１００円 馬単： ７８，７０１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９２３，３００円

３連複： １０５，３５７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３６５，３６５，５００円

払 戻 金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２５０円 � ７６０円 � ３４０円 枠 連（８－８） ６，０８０円

普通馬連 �� ６，１３０円 馬 単 �� １０，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９３０円 �� １，０２０円 �� ２，６４０円

３ 連 複 ��� ２０，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０１３６９ 的中 � ２３７０１（４番人気）
複勝票数 計 ２２０８２３ 的中 � ２６０３５（４番人気）� ６７２７（８番人気）� １７４１９（６番人気）
枠連票数 計 ３０７１６０ 的中 （８－８） ３７３４（１８番人気）
普通馬連票数 計 ８６４４８１ 的中 �� １０４１６（２５番人気）
馬単票数 計 ７８７０１０ 的中 �� ５５１５（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９２３３ 的中 �� ２７８４（２４番人気）�� ５４４７（１２番人気）�� ２００７（３０番人気）
３連複票数 計１０５３５７９ 的中 ��� ３７２３（６８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１２．１―１２．７―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．８―３５．９―４８．６―１：０１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒカリマーガレット �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Woodman 初出走

２００４．３．２６生 牝２栗 母 タヤスメモリー 母母 アストレアⅡ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スピードパンサー号・レッドコサージュ号・ピルエットシチー号は，平成１９年１月１０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アネモス号・ウエストライン号・ヒカルラブレター号
※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。



３３０４１１２月１０日 晴 稍重 （１８中山５）第４日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時４５分 （芝・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

１：４８．２
１：４６．７

良

良

３３ ポパイザセーラマン 牡２鹿 ５５ O．ペリエ �ターフ・スポート堀 宣行 浦河 大北牧場 ４８６ ―１：５１．７ ２．３�
（仏）

６７ � クリムゾンベガ 牡２黒鹿５５ 田中 勝春 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８４ ― 〃 クビ ６．６�
５６ � フラワータキシード 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹花垣 春男氏 本間 忍 門別 海馬澤 誠治 ４６６ ―１：５１．８クビ ３６．６�
２２ � メジロアルタイス 牡２芦 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１２ ―１：５２．０１� １４．４�
７１０� ア キ レ ス 牡２栗 ５５ 内田 博幸神林 幸一氏 小西 一男 静内 松田 三千雄 ４９６ ― 〃 クビ ３６．７�

（大井）

８１２� マリブダンサー 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８ ―１：５２．１� ３．４�

７９ � コスモグラディウス 牡２鹿 ５５ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 鈴木 勝美 三石 山本 昇寿 ４８６ ―１：５２．４１� １２９．１	
４４ � ニシノエメラルド 牝２鹿 ５４ 横山 典弘西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４６４ ―１：５２．７１� １３．７

８１１�	 ヒ ス ト リ ー 牡２栗 ５５

５４ ☆吉田 隼人中村 祐子氏 秋山 雅一 門別 モリナガファーム ４９６ ―１：５３．４４ １６．５�
５５ � ファインプリマ 牝２青 ５４ 蛯名 正義�日向牧場 田中 清隆 浦河 日向牧場 ４８０ ―１：５３．６１ ４７．７�
１１ ローリエカルラ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司山本 精一氏 高橋 裕 様似 小田牧場 ４４８ ― 〃 クビ ９２．２
６８ 
 マケテタマルカ 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝木下 秀一氏 古賀 史生 米

Darrell Brown,
Gary Player &
Tony Georgiou

５１４ ―１：５３．８１� １２．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，１７１，０００円 複勝： ２１，２６６，８００円 枠連： ３２，３５５，２００円

普通馬連： ９０，３６７，８００円 馬単： ９３，１５９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０９３，３００円

３連複： １０５，８６２，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３８８，２７５，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � ６１０円 枠 連（３－６） ５８０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，２９０円 �� ２，５９０円

３ 連 複 ��� ８，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３１７１０ 的中 � ７９６１６（１番人気）
複勝票数 計 ２１２６６８ 的中 � ５９８０７（１番人気）� ２５９１１（３番人気）� ６２９３（８番人気）
枠連票数 計 ３２３５５２ 的中 （３－６） ４１８６４（３番人気）
普通馬連票数 計 ９０３６７８ 的中 �� ６６６９７（２番人気）
馬単票数 計 ９３１５９０ 的中 �� ４７０２７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０９３３ 的中 �� １７８８６（２番人気）�� ３９９６（１５番人気）�� １９３１（２８番人気）
３連複票数 計１０５８６２４ 的中 ��� ８９２７（２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３６．８―４９．３―１：０１．７―１：１５．０―１：２７．２―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３６．７
１
３
６－９，１１－７，３，１２，４，１－５，２－１０－８
６＝９－３（１１，７）１２（４，１）２（５，１０）＝８

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

勝馬の
紹 介

ポパイザセーラマン �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 Miswaki 初出走

２００４．５．１生 牡２鹿 母 ミスランタナ 母母 Key Up １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３３０４２１２月１０日 晴 稍重 （１８中山５）第４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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

６１２ ディオスクロイ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ４１：１１．９ ２．４�

１２ � ワンダフルドーラ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠藤田与志男氏 柴崎 勇 米 Yoshio Fujita ５２０＋ ４１：１２．０� ３．１�
６１１ オープンザゲート 牡２鹿 ５５ 木幡 初広ディアレスト 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４５２－ ４１：１２．７４ ８０．９�
８１５� ヒシプレミア 牡２鹿 ５５ 小野 次郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 浦河育成牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ １２．８�
５１０� エイワムサシ 牡２栗 ５５ 横山 典弘永井公太郎氏 松山 康久 米 Amalio

Ruiz Jr. ４７０－ ６１：１２．８	 ６．１�
５９



�
� オペラダンディ 牡２栗 ５５ 幸 英明小林けい子氏 水野 貴広 浦河 近藤牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ １４８．６�

８１６ パープルストック 牝２栗 ５４ 柴田 善臣臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：１２．９	 １７．６	
７１４



�
� ゲットアライフ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸大東 正由氏 高岩 孝敏 浦河 安藤牧場 ４７２－ ８１：１３．９６ １０８．２


（大井） （大井）

３５ 
 ムラマサノヨートー 牡２栗 ５５ 田中 勝春新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４７６＋１６１：１４．１１ ３５．５�
２４ � セ レ ス マ ン 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝岡 浩二氏 和田 正道 米 Audley Farm ４９２－ ６１：１４．５２	 ２２．６�
４７ � サーキットレディ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義飯田 政子氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida ４９４± ０１：１４．９２	 １１．３
４８ � ローランメモリー 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人斉藤 敏博氏 水野 貴広 青森 諏訪牧場 ４５６－ ９１：１５．０	 ３５４．５�
１１ 
� テラノイナバウアー 牝２黒鹿５４ 戸崎 圭太海野修太郎氏 八木 仁 門別 �橋 耀代 ４２８＋ ５１：１５．１	 ３９０．０�

（川崎） （大井）

３６ � ミサトシャーディー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司戸部 洋氏 根本 康広 門別 ファーミングヤナキタ ４５０＋１０ 〃 ハナ １７６．４�
７１３
� ヤマノトレジャー 牡２鹿

５５
５２ ▲的場 勇人山口 克己氏 本郷 一彦 穂別 佐久間 孝司 ４６６＋ ８ 〃 アタマ ５５４．８�

２３ � トミノクラッシック 牝２栗 ５４ 江田 照男富岡 喜平氏 星野 忍 静内 富岡 廣光 ４１８－１８１：１５．２	 １７６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，１４３，９００円 複勝： ３６，１６１，３００円 枠連： ３５，２９５，９００円

普通馬連： １３２，６２１，３００円 馬単： １２９，１８０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，７１２，５００円

３連複： １６０，５２８，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５５６，６４３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ９１０円 枠 連（１－６） ３４０円

普通馬連 �� ３５０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２，０８０円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� ５，８７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９１４３９ 的中 � ９９６５９（１番人気）
複勝票数 計 ３６１６１３ 的中 � ９５６４２（１番人気）� ９１１２３（２番人気）� ５７０１（９番人気）
枠連票数 計 ３５２９５９ 的中 （１－６） ７７６７４（１番人気）
普通馬連票数 計１３２６２１３ 的中 �� ２８７８２６（１番人気）
馬単票数 計１２９１８０４ 的中 �� １３７４００（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３７１２５ 的中 �� ６２３１３（１番人気）�� ３２９３（２３番人気）�� ２９７８（２４番人気）
３連複票数 計１６０５２８２ 的中 ��� ２０１９９（１７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．４―１２．３―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．７―４６．０―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディオスクロイ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Diablo デビュー ２００６．１１．１８ 東京１着

２００４．４．１３生 牡２栗 母 ディアブロズストーリー 母母 Appealing Story ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００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 エフテーパンサー号・フェアリーライド号
※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。



３３０４３１２月１０日 晴 稍重 （１８中山５）第４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 ７，４００，０００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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１６� キングフォーティ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義鶴見 隆士氏 久保田貴士 白老 白老大須賀
牧場 ４８８＋１０１：５６．２ ６．０�

７１４ ブレーヴハート 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１４＋ ４ 〃 クビ ４．０�
３５ � ダンシングクリス 牡３鹿 ５６

５５ ☆吉田 隼人森 保彦氏 秋山 雅一 静内 曾田農園 ４６２± ０１：５６．４１� ３．４�
５１０� スーパーキャノン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４６２＋ ２１：５６．８２� ７．５�
８１５	 アンビリーバブル 
５青 ５７ 勝浦 正樹戸佐 眞弓氏 藤原 辰雄 門別 広富牧場 ４８８＋１２１：５６．９クビ １３４．８�
１２ � ゴールドジェネラル 牡４栗 ５７ 内田 博幸�協栄 中島 敏文 門別 豊洋牧場 ４９２＋１８１：５７．０� ２１．４�

（大井）

７１３ ローランウェルズ 牡３鹿 ５６ 幸 英明斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 ４８０＋ ２１：５７．１クビ １３４．７	
４７ � ディスイズザライフ 牝３芦 ５４ 吉田 豊飯田 政子氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８２＋１２１：５７．４１� ９１．０

６１２ オンワードウシワカ 牡５芦 ５７ 北村 宏司樫山 ハル氏 古賀 慎明 浦河 オンワード牧場 ４９０＋ ４ 〃 クビ ３５．６�
２４ フサイチギャロップ 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４２８＋ ６ 〃 ハナ １２．１�
４８ サンデーレオン 牡３栗 ５６ 江田 照男田中 博之氏 田子 冬樹 門別 本間牧場 ４７６＋ ２１：５７．６� １７７．７
２３ � ヘイアンルモンド 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 荻原 昭二氏 松山 康久 追分 追分ファーム ５１８＋ ６１：５８．１３ １２．３�

（仏）

１１ �� クロスビスティー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文備前島 融氏 大江原 哲 静内 静内酒井牧場 ４９０＋１６１：５８．２� １４７．０�
５９ エバンジェリスト 牡３鹿 ５６ 横山 典弘吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４ 〃 アタマ １１．３�
３６ マルターズロビン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠藤田与志男氏 柴崎 勇 浦河 荻伏服部牧場 ５２０＋ ８１：５８．８３� ２５．１�
６１１ イ ッ テ ン 牡４栗 ５７

５４ ▲水出 大介阿部 英雄氏 矢野 進 白老 白老大須賀
牧場 ５１２＋ ８１：５９．２２� １５６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，０３２，８００円 複勝： ３８，５７３，１００円 枠連： ３８，２０５，３００円

普通馬連： １４３，２３７，４００円 馬単： １１６，３７５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，４８７，６００円

３連複： １６５，１２２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５６１，０３４，６００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（７－８） １，１２０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ３７０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６０３２８ 的中 � ３４６９１（３番人気）
複勝票数 計 ３８５７３１ 的中 � ５４３０５（３番人気）� ６３７９５（２番人気）� １０２９４６（１番人気）
枠連票数 計 ３８２０５３ 的中 （７－８） ２５２９１（６番人気）
普通馬連票数 計１４３２３７４ 的中 �� ８４０９９（４番人気）
馬単票数 計１１６３７５７ 的中 �� ３０１７９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３４８７６ 的中 �� １６０７６（５番人気）�� ２３２７６（２番人気）�� ２４６６６（１番人気）
３連複票数 計１６５１２２７ 的中 ��� ９２０６１（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１３．３―１３．５―１２．６―１３．０―１２．９―１２．６―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３８．０―５１．５―１：０４．１―１：１７．１―１：３０．０―１：４２．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キングフォーティ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Affirmed デビュー ２００６．３．２５ 中山１着

２００３．３．２９生 牡３栗 母 シ ン ハ ラ 母母 Sin Lucha ６戦２勝 賞金 １５，０００，０００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。



３３０４４１２月１０日 晴 稍重 （１８中山５）第４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 １０，５００，０００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

４７ � ブライティアカーム 牝５青鹿 ５５
５２ ▲的場 勇人小林 昌志氏 的場 均 三石 パラダイス・

ファーム B５１０＋ ６１：１１．６ ４２．９�

４８ リワードパットン 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード ４７４＋ ６ 〃 アタマ ６．１�

８１５ アルバレスト 牡４青鹿５７ 蛯名 正義吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４７６± ０１：１１．７クビ ３．３�
５９ ウォーターオーレ 牡４青鹿５７ 安藤 勝己山岡 良一氏 鮫島 一歩 静内 多田 正弘 ５２２＋ ２１：１１．８� ５．４�
６１２�� サンデーフラッパー 牝３鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人村島 昭男氏 高橋 裕 浦河 冨岡牧場 ４８８＋１２１：１１．９� ２２．２�
８１６ アーマメント 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝ロイヤルファーム� 国枝 栄 鵡川 ロイヤルファーム ５２８＋１６１：１２．０クビ ４．７�
５１０� レオフォーレンス 牝５鹿 ５５ 幸 英明	レオ 萱野 浩二 浦河 江谷 重雄 ４６８＋ ６１：１２．２１	 ９５．０

７１３�
 サキノリュウオー 牡４鹿 ５７ 木幡 初広�原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ４８８＋ ８ 〃 アタマ ７１．４�
３６ ハニーハント 牝５栗 ５５

５２ ▲田中 博康 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４２８－ ８１：１２．３クビ ５１．５
２３ ラブリネスオブパリ 牝４芦 ５５ 岩田 康誠吉田 和子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８－ ６１：１２．４� ２９．４�
２４ 
 チョウカイモンド �４栗 ５７ 小野 次郎	平田牧場 中野 隆良 浦河 酒井牧場 ４９０＋ ６ 〃 ハナ １５．９�
６１１ モンプティクール 牝３芦 ５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 大江原 哲 早来 ノーザンファーム ４４６＋１０１：１２．５� ７．４�
７１４� クリスティイモン 牝３鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀井門 敏雄氏 根本 康広 静内 前谷 武志 ４８４＋ ８１：１３．０３ ５２．６�
１１ ケイビイスパイダー 牝７鹿 ５５ 江田 照男菊池 昭雄氏 奥平 真治 新冠 競優牧場 ４５４－１０１：１３．１� ８５．２�
３５ 
 デアテンビー 牝６鹿 ５５ 吉田 豊伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 �渡 信義 ４８６－ ６１：１３．３１� １４３．０�
１２ � ビッグサクセス 牡５栗 ５７ 本田 優牧畠 清久氏 岩城 博俊 新冠 村田牧場 ４７６－１４ 〃 ハナ ９７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９５７，３００円 複勝： ３８，４３１，４００円 枠連： ４３，６０４，３００円

普通馬連： １５４，５０５，９００円 馬単： １２４，１２３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，３３２，９００円

３連複： １８２，２３１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ６０６，１８６，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４，２９０円 複 勝 � ６４０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（４－４） １０，１３０円

普通馬連 �� ８，７７０円 馬 単 �� ２４，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１１０円 �� １，７２０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ８，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５９５７３ 的中 � ４７６９（９番人気）
複勝票数 計 ３８４３１４ 的中 � １０２２９（８番人気）� ５４４３４（２番人気）� １１０７８１（１番人気）
枠連票数 計 ４３６０４３ 的中 （４－４） ３１７９（２４番人気）
普通馬連票数 計１５４５０５９ 的中 �� １３００６（２５番人気）
馬単票数 計１２４１２３０ 的中 �� ３７６２（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７３３２９ 的中 �� ４０４６（２２番人気）�� ５０２４（１６番人気）�� ２９９４０（１番人気）
３連複票数 計１８２２３１３ 的中 ��� １５７６１（２１番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．３―１２．１―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．６―４５．７―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブライティアカーム �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 Dayjur デビュー ２００３．１０．２５ 東京１１着

２００１．４．２１生 牝５青鹿 母 スタイリッシュラン 母母 Peacefully ３０戦４勝 賞金 ４８，３５０，０００円
〔制裁〕 アーマメント号の騎手後藤浩輝は，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。
※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 アイアムアドーター号



３３０４５１２月１０日 晴 稍重 （１８中山５）第４日 第９競走 ��
��１，８００�千 葉 テ レ ビ 杯

発走１４時１０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
千葉テレビ杯（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 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１４� タガノサイクロン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹八木 良司氏 池添 兼雄 門別 藤本 直弘 ４８４± ０１：５４．７ ６．５�

７１２ ウルフボーイ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義�グランド牧場 萱野 浩二 静内 グランド牧場 ４７２＋ ６１：５４．９１� ４６．１�
５９ デ ュ ヴ ァ ル 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５３２± ０１：５５．０	 １１．３�
２２ リスキーアフェア 牡４黒鹿５７ 内田 博幸臼田 浩義氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１０＋ ８１：５５．３１	 ４．８�

（大井）

４７ 
 リオサンバシチー 牡６鹿 ５７ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 加
Black Canyou
Thoroughbreds
Ltd.

５０２－１０ 〃 クビ ４０．９�
２３ イ エ ス 牡６黒鹿５７ 戸崎 圭太小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ５３８± ０ 〃 アタマ ２８．６	

（大井）

１１ � ハルクバニヤン 牡４栗 ５７ 柴田 善臣津村 靖志氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５００± ０１：５５．５１ ８．５

６１０� セルフリスペクト 牡５鹿 ５７ 四位 洋文臼田 浩義氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ ２６．５�
４６ シャーベットトーン 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース奥平 真治 白老 白老ファーム ５２０－１０ 〃 アタマ ２．１�
５８ 
 エイシンサリヴァン 牡４芦 ５７ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 米 Hermitage

Farm LLC ４９８＋ ４１：５６．３５ ３６．７
６１１
 ユーワハリケーン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �ユーワライディング 武藤 善則 米 Dr. Char-

les S Giles ４７８－ ６１：５６．６２ ３９．３�
８１５
 セ レ ス ケ イ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５３２± ０１：５７．０２� ４９．５�
３５  オーゴンコウテイ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春冨沢 敦子氏 崎山 博樹 静内 高橋 誠次 ４７６－ ６１：５７．９５ ７９．０�
７１３� グランドホイッスル 牝５鹿 ５５ 北村 宏司�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４７６＋ ４１：５８．３２� ３２９．２�
３４ �� デスバラード 牡３鹿 ５６ 木幡 初広ディアレスト 田村 康仁 三石 三石ファーム ４５８－ ４１：５９．６８ ２０３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４６，５３２，２００円 複勝： ６８，８４０，７００円 枠連： ５５，６４７，２００円

普通馬連： ２５９，４７０，２００円 馬単： １８３，１５７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，４８０，３００円

３連複： ２０９，７９８，５００円 ３連単： ５２３，２９８，８００円 計： １，４０６，２２５，１００円

払 戻 金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２９０円 � ５６０円 � ３３０円 枠 連（７－８） ５，９９０円

普通馬連 �� ９，４５０円 馬 単 �� １５，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１００円 �� １，２７０円 �� ４，１４０円

３ 連 複 ��� ３３，９６０円 ３ 連 単 ��� １６０，７９０円

票 数

単勝票数 計 ４６５３２２ 的中 � ５６８３７（３番人気）
複勝票数 計 ６８８４０７ 的中 � ６７９４２（４番人気）� ２９４１７（６番人気）� ５６９８０（５番人気）
枠連票数 計 ５５６４７２ 的中 （７－８） ６８６６（２０番人気）
普通馬連票数 計２５９４７０２ 的中 �� ２０２７２（２６番人気）
馬単票数 計１８３１５７２ 的中 �� ８９９５（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９４８０３ 的中 �� ４６７７（３０番人気）�� １１８６６（１３番人気）�� ３４８３（３７番人気）
３連複票数 計２０９７９８５ 的中 ��� ４５６０（８４番人気）
３連単票数 計５２３２９８８ 的中 ��� ２４０２（３８７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３７．４―５０．１―１：０２．３―１：１５．２―１：２８．３―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．５
１
３

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

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

�タガノサイクロン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．６．１７ 京都２着

２００３．４．１０生 牡３黒鹿 母 タガノダイヤモンド 母母 シャーダイヤモンド ５戦３勝 賞金 ２９，６６２，０００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。



３３０４６１２月１０日 晴 良 （１８中山５）第４日 第１０競走 ��
��２，０００�

と う じ

冬至ステークス
発走１４時４５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，１７．１２．１０以降１８．１２．３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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６７ � フェイトトリックス 牡５青鹿５７ O．ペリエ �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 白老ファーム ４９６－ ２２：００．２ ３．４�
（仏）

７９ マツリダゴッホ 牡３鹿 ５５ 横山 典弘�橋 文枝氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４８４＋１４ 〃 ハナ ２．３�
６８ � リメインオブザサン 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 池江 泰寿 静内 白老ファーム ４８８－ ２２：００．３� １０．９�
５５ � ファイトクラブ 牡６鹿 ５６ 蛯名 正義臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５０８＋１０２：００．４クビ １２．７�
８１２ チョウカイフライト 牡７黒鹿５６ 柴田 善臣�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ １４．６�
８１１ ガンメタルブラック 牡５芦 ５４ 吉田 隼人 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム ４７２－ ６２：００．５クビ ２０．０	
３３ � マルタカハーモニー 牡４黒鹿５５ 幸 英明高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４８２＋ ２２：００．８２ １６．６

２２ � キングエクスプレス 牡４黒鹿５６ 内田 博幸居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４８０＋ ６２：００．９クビ １４．２�

（大井）

４４ � ニシノアンサー 牡３栗 ５３ 戸崎 圭太西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ４８６＋ ２２：０１．１１� ９０．８�
（大井）

１１ リスティアダーリン 牡５鹿 ５５ 津村 明秀村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 ５２４－ ２２：０１．４２ ２２６．４
７１０	 アキノレッドスター 牡３栗 ５４ 岩田 康誠穐吉 正孝氏 藤岡 健一 米 Skymarc

Farm Inc ５００± ０ 〃 ハナ １７．１�
５６ サウスポール 牡６青鹿５６ 小野 次郎芹澤 精一氏 武 宏平 新冠 武田 修一 ４７８＋ ４２：０１．７１
 ４１．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４７，３１９，１００円 複勝： ５４，９０１，３００円 枠連： ５７，６６０，０００円

普通馬連： ２７５，８４７，８００円 馬単： １９１，８９６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，６８５，６００円

３連複： ２０１，４７１，０００円 ３連単： ５５５，７６１，３００円 計： １，４４１，５４２，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ２５０円 枠 連（６－７） ２７０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ５２０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� ５，０１０円

票 数

単勝票数 計 ４７３１９１ 的中 � １１１３２１（２番人気）
複勝票数 計 ５４９０１３ 的中 � １３０１４５（２番人気）� １５６２０５（１番人気）� ３７６５３（５番人気）
枠連票数 計 ５７６６００ 的中 （６－７） １６１４５０（１番人気）
普通馬連票数 計２７５８４７８ 的中 �� ４９４８８１（１番人気）
馬単票数 計１９１８９６０ 的中 �� １３８１６１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６６８５６ 的中 �� ９８０４４（１番人気）�� ２３２９９（６番人気）�� ２４７３８（４番人気）
３連複票数 計２０１４７１０ 的中 ��� １３１８１３（２番人気）
３連単票数 計５５５７６１３ 的中 ��� ８１８９８（６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．９―１２．１―１１．８―１１．８―１２．０―１２．２―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．０―３４．９―４７．０―５８．８―１：１０．６―１：２２．６―１：３４．８―１：４７．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フェイトトリックス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００４．６．１９ 阪神１着

２００１．１．２９生 牡５青鹿 母 キトゥントリックス 母母 Tricky Game １７戦６勝 賞金 １０５，１０８，０００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。



３３０４７１２月１０日 晴 良 （１８中山５）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第５８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（１着）

賞 品
本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，１４８，０００円 ３２８，０００円 １６４，０００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
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

GⅠレコード

１：３３．４
１：３３．１
１：３３．４

良

良

良

２３ � ドリームジャーニー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１６－ ４１：３４．４ ６．７�

５９ � ローレルゲレイロ 牡２青鹿５５ 本田 優 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７２＋１４１：３４．５� １３．４�
６１１�� オースミダイドウ 牡２青 ５５ O．ペリエ �オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ５０８－ ２１：３４．６	 ２．１�

（仏）

４７ 
 フライングアップル 牡２鹿 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-
bles, Inc. ５０２＋ ６１：３４．７クビ ８．９�

３４ マイネルレーニア 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５０８＋ ８１：３４．８	 ９．１�

７１２� マイネルシーガル 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 三石 小河 豊水 ５１２＋１０ 〃 ハナ ９．８	

４６ � アロマンシェス 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹伊達 秀和氏 本間 忍 門別 サンシャイン
牧場 ４４２＋ ４１：３５．０１� １５７．８


２２ � ゴールドアグリ 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：３５．２１ １２．６�
１１ � ジャングルテクノ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４４８－ ６ 〃 ハナ ５５．８�
３５ マイネルサニベル 牡２芦 ５５ 田中 勝春 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 小泉 学 ４６６＋２０ 〃 アタマ １２７．６
６１０� エーシンビーエル 牡２鹿 ５５ 幸 英明平井 宏承氏 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５２０＋ ２ 〃 アタマ １５４．６�
８１４�� アドマイヤヘッド 牡２芦 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４４６－ ４ 〃 同着 ２３．２�
８１５� マイネルフォーグ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 永田 克之 ４４６＋ ６１：３５．３クビ ６３．７�
（大井）

７１３� コアレスレーサー 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣小林 昌志氏 成島 英春 平取 高橋 幸男 ５１２＋ ２ 〃 アタマ ２９７．１�
５８ �� アドマイヤホクト 牡２鹿 ５５ 横山 典弘近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ５００＋ ４１：３５．４クビ ２６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３３８，８２４，７００円 複勝： ３４９，６４５，７００円 枠連： ４３８，７３３，８００円

普通馬連： ２，５６４，１９４，２００円 馬単： １，７４５，７７９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４６７，３１４，４００円

３連複： ２，２０３，５５０，４００円 ３連単： ５，５８６，００１，５００円 計： １３，６９４，０４４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １７０円 � ２７０円 � １２０円 枠 連（２－５） １，７２０円

普通馬連 �� ３，７５０円 馬 単 �� ６，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ３１０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 ��� １８，２５０円

票 数

単勝票数 計３３８８２４７ 的中 � ４０１８３６（２番人気）
複勝票数 計３４９６４５７ 的中 � ４７９８５４（２番人気）� ２４１３５３（６番人気）� １１６５５８１（１番人気）
枠連票数 計４３８７３３８ 的中 （２－５） １８９０６８（７番人気）
普通馬連票数 計２５６４１９４２ 的中 �� ５０５５７３（１５番人気）
馬単票数 計１７４５７７９３ 的中 �� １９１６６１（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計４６７３１４４ 的中 �� １０３６４３（１３番人気）�� ４０８８４３（１番人気）�� ２５３４５５（４番人気）
３連複票数 計２２０３５５０４ 的中 ��� ８０７６８４（５番人気）
３連単票数 計５５８６００１５ 的中 ��� ２２５９８５（６１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．３―１１．９―１２．１―１２．２―１１．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３４．９―４６．８―５８．９―１：１１．１―１：２２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．５

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

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

�ドリームジャーニー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００６．９．３ 新潟１着

２００４．２．２４生 牡２鹿 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート ４戦３勝 賞金 ９２，５０８，０００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。



３３０４８１２月１０日 晴 良 （１８中山５）第４日 第１２競走 ��
��１，６００�

は つ し も

初 霜 特 別
発走１６時００分 （芝・右・外）

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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

４４ � ピカレスクコート 牡４鹿 ５７ O．ペリエ 金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 浦河 岡崎牧場 ４９４ １：３５．１ ２．３�

（仏）

６６ � キングルーキー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 馬道 隆 B５００＋１２１：３５．３１	 ６．２�
５５ トーセンハピネス 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 静内 岡田スタツド ４５４＋ ４１：３５．７２	 １３．９�
３３ ミラクルレイザー 牝５黒鹿５５ 四位 洋文 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ４５０－ ２１：３５．９１
 ３９．３�
８１０ ロランラムール 牝３栃栗５４ 北村 宏司塩川 和則氏 坂本 勝美 浦河 大西牧場 ４７６＋ ４１：３６．０� ２２．２	
２２ トウショウヴォイス 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７４＋ ４ 〃 アタマ １３４．１

（大井）

７７ �� コスモキララ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝 �ビッグレッドファーム 中村 均 静内 佐竹 哲 ４５６＋ ２１：３６．２１ ２５．４�
１１ グロリアスアーチ 牝４黒鹿５５ 内田 博幸飯田 政子氏 尾形 充弘 静内 千代田牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ２３．３�

（大井）

８９ � カームブレイカー 牡６栗 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５４４± ０１：３６．４１
 ８．９
７８ � フォルタレーザ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀サウスニア� 国枝 栄 愛 Rockhart

Trading Ltd ５４４＋ ２ （競走中止） ３．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ５３，５９３，０００円 複勝： ５５，５８７，８００円 枠連： ５６，９８３，７００円

普通馬連： ２５９，１３４，６００円 馬単： ２０５，３５０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，１１７，１００円

３連複： １９３，７７３，３００円 ３連単： ５８６，０７０，９００円 計： １，４６６，６１０，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ３２０円 枠 連（４－６） ６００円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ５７０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� ７，６３０円

票 数

単勝票数 計 ５３５９３０ 的中 � １９１３６１（１番人気）
複勝票数 計 ５５５８７８ 的中 � １６４７５０（１番人気）� ８６９０３（３番人気）� ３１６０８（５番人気）
枠連票数 計 ５６９８３７ 的中 （４－６） ７０３３５（２番人気）
普通馬連票数 計２５９１３４６ 的中 �� ３２０９９７（２番人気）
馬単票数 計２０５３５０５ 的中 �� １５９７０６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６１１７１ 的中 �� ６０６０３（２番人気）�� ２３５７１（７番人気）�� １０４６４（１４番人気）
３連複票数 計１９３７７３３ 的中 ��� ６１７６２（６番人気）
３連単票数 計５８６０７０９ 的中 ��� ５６６９１（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．８―３６．３―４８．３―１：００．７―１：１２．１―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

�ピカレスクコート �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 コリムスキー デビュー ２００４．９．２０ 阪神３着

２００２．３．１０生 牡４鹿 母 フジノタカコマチ 母母 コビナタヒメ １８戦４勝 賞金 ７４，１４０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔競走中止〕 フォルタレーザ号は，競走中に疾病〔左寛骨々折〕を発症したため向正面で競走中止。
※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。



（１８中山５）第４日 １２月１０日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

３０７，８３０，０００円
４，２００，０００円
３６，９００，０００円
１，６３０，０００円
１，９２０，０００円
３，１２０，０００円
３３，１２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，６９４，０００円
５，１３１，０００円
１，７７７，６００円

勝馬投票券売得金
６６９，５４０，４００円
７５９，０６８，８００円
８７８，２５４，５００円
４，２２４，３１９，４００円
３，１１０，３５４，３００円
８５５，９９９，０００円
３，８４３，１８６，３００円
７，２５１，１３２，５００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 ２１，５９１，８５５，２００円

総入場人員 ５０，０７０名 （有料入場人員 ４５，４４１名）




