
３３０３７１２月９日 晴 良 （１９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

５１０ キスアンドクライ 牝２黒鹿５４ C．ルメール �ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７０＋ ４１：１２．６ ３．１�
（仏）

４７ リ ュ ウ メ イ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４５６－ ４１：１２．７� １０．４�
２４ � アイビスデージー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義臼倉 勲氏 田中 清隆 三石 タガミファーム ４６８＋１０１：１３．８７ ４．６�
６１１ モアスマイル 牝２鹿 ５４ 吉田 豊飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４３６＋ ４１：１３．９� ３７．０�
３５ ヴァンリュミエール 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司 �エヌ・アール・ユー 郷原 洋行 門別 シンコーファーム ４５８＋ ４ 〃 アタマ ４０．２�
８１５ ジュメイラムーン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司 �グリーンファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ６１：１４．０� ４．１	
４８ グッドウォーカー 牝２黒鹿５４ 福永 祐一金田 成基氏 嶋田 潤 門別 里深 牧場 ４７８－１２１：１４．２１� ４１．２

２３ エミネムシチー 牡２鹿 ５５ 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４５０－ ６１：１４．８３� ２１２．１�
７１３ チアズブリス 牝２黒鹿５４ 小牧 太北村キヨ子氏 古賀 史生 門別 長田ファーム ４５８－ ６１：１４．９� ２１０．２�
８１６� グルービーアイズ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海ディアレスト 斎藤 誠 新冠 山内 鈴子 ４５８＋ ２ 〃 ハナ １４．１
１２ � アイスボックス 牝２鹿 ５４ 小林 淳一 �ユートピア牧場 相沢 郁 登別 ユートピア牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ ８０．５�
６１２� セイウンバリュー 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝西山 茂行氏 浅野洋一郎 浦河 畔高牧場 ４２８－ ４１：１５．２１� ６．３�
３６ � インフィニット 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４５８－ ２１：１５．５２ ４３．４�
５９ � ガッテンヒメ 牝２黒鹿５４ 村田 一誠岩崎 圭市氏 本間 忍 門別 浜本牧場 ４６４－１６１：１５．６� ２７０．２�
７１４� ミズバショウクイン 牝２芦 ５４ 幸 英明居城 要氏 天間 昭一 鵡川 安田 幸子 ４３８＋ ８１：１６．４５ １８２．１�
１１ メッサージェット 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４３２－ ６１：１６．５� ７１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８７８，１００円 複勝： ２２，７５２，２００円 枠連： １９，９８３，７００円

普通馬連： ７２，８５３，４００円 馬単： ６６，８０４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５２７，０００円

３連複： ９５，３５９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３１２，１５９，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（４－５） １，３６０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ３１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４８７８１ 的中 � ３８５９２（１番人気）
複勝票数 計 ２２７５２２ 的中 � ６４２０８（１番人気）� ２０８１０（５番人気）� ３６１９８（３番人気）
枠連票数 計 １９９８３７ 的中 （４－５） １０９０８（７番人気）
普通馬連票数 計 ７２８５３４ 的中 �� ３４９４５（６番人気）
馬単票数 計 ６６８０４８ 的中 �� ２０１６５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５２７０ 的中 �� ８４６１（６番人気）�� １７４１２（１番人気）�� ６８５９（９番人気）
３連複票数 計 ９５３５９８ 的中 ��� ４４８８２（４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．３―１２．５―１２．６―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．９―４６．４―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．７
３ ７（１０，１２，１６）１５－４，８（１，１４）（３，２，１１，１３）－５－９，６ ４ ７－１０（４，１２）１６，１５－８－１，１４（３，２，１３）（５，１１）－（６，９）

勝馬の
紹 介

キスアンドクライ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００７．１１．２３ 東京２着

２００５．２．２６生 牝２黒鹿 母 ペリウィンクル 母母 ダジルミージョリエ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 バシケーン号
（非抽選馬） ３頭 エイトシード号・ドリームシャドウ号・ドンダケー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０３８１２月９日 晴 良 （１９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

７１０� セッカチセージ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一松田 整二氏 畠山 吉宏 門別 野島牧場 ５４６＋ ２１：５７．０ ２．２�

８１３ タカラカリズマ 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝村山 義男氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 B４５４＋ ４１：５７．８５ ７．２�
１１ メジロトランプ 牡２青鹿５５ 吉田 豊�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４５８＋ ４１：５８．５４ ３４．３�
６９ プッシュハート 牡２鹿 ５５ 小牧 太島田 久氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４８４＋ ４ 〃 ハナ １０５．８�
５６ � アポロガッバーナ 牡２鹿 ５５ 江田 照男アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Hargus Sexton

& Sandra Sexton ４９０－ ４１：５８．９２� ４．５�
４４ � カポデテュティカピ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�大樹ファーム 国枝 栄 米 WinStar

Farm, LLC ５２８－ ２ 〃 ハナ ６．２�
３３ � エンジェルクィーン 牝２栗 ５４ 川田 将雅松井三千年氏 小林 常泰 門別 豊洋牧場 ４５８－ ６１：５９．１１	 ９４．７	
７１１ ブラックデビル 牡２青鹿５５ 小林 淳一�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 B４６６－ ４１：５９．２� ３６．６

６８ � グラスグループ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 米 Barnett

Enterprises B４８８＋ ４１：５９．７３ ３９．１�
８１２� ショウナンサヴァン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７８－ ６１：５９．８� １２．０�
２２ �
 ボンジュールソノコ 牝２栗 ５４

５２ △田中 博康田中善次郎氏 奥平 雅士 新冠 平山牧場 ４６２＋ ２２：００．０１� １３８．９
５７ 
 ストリートスパン 牡２黒鹿５５ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 静内 矢野牧場 ５００＋１４２：００．３２ １０．７�

（１２頭）
４５ ノボディーヴォ 牡２栗 ５５ 吉田 隼人�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４８２＋ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： １２，８６５，３００円 複勝： １４，２６０，２００円 枠連： １６，３１３，７００円

普通馬連： ５８，８０３，４００円 馬単： ５４，０４６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０７７，９００円

３連複： ６４，８８３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２３５，２４９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � ６６０円 枠 連（７－８） ５１０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １，１９０円 �� ２，７７０円

３ 連 複 ��� ７，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １２８６５３（返還計 ２１９１） 的中 � ４６２０２（１番人気）
複勝票数 差引計 １４２６０２（返還計 ３７２７） 的中 � ４５８８８（１番人気）� １７２２８（４番人気）� ３５９９（９番人気）
枠連票数 差引計 １６３１３７（返還計 ２０８８） 的中 （７－８） ２３６５５（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ５８８０３４（返還計 ４５９８９） 的中 �� ６３３５８（３番人気）
馬単票数 差引計 ５４０４６２（返還計 ４２６７８） 的中 �� ４１８２４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １４０７７９（返還計 １２３９７） 的中 �� １３４４５（３番人気）�� ２７２６（１５番人気）�� １１２８（２９番人気）
３連複票数 差引計 ６４８８３２（返還計１０３４８８） 的中 ��� ６４４６（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２５．０―３８．７―５１．４―１：０４．３―１：１７．５―１：３０．６―１：４３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．７―３F３９．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

�セッカチセージ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００７．１１．２４ 東京３着

２００５．４．５生 牡２鹿 母 ルナソルウィンク 母母 ワコーチカコ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔競走除外〕 ノボディーヴォ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻２分遅延。



３３０３９１２月９日 晴 良 （１９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�� アサクサダンディ 牡２栗 ５５ 安藤 勝己田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４１：３５．４ ６．３�

８１５� サトノプログレス 牡２鹿 ５５ 武 豊里見 治氏 国枝 栄 様似 �村 伸一 ５０２－ ２１：３５．６１� １．６�
７１３� マイネルサラン 牡２芦 ５５ C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 鎌田 正嗣 ４８４＋ ４１：３５．７	 １７．７�
（仏）

２３ � ラドクリフヤード 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４３８－ ４ 〃 ハナ ６．０�
４８ シップウドトウ 牡２栗 ５５ 松岡 正海�日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ４７８－ ４ 〃 クビ ８．１�
７１４� ダイワワイルドボア 牡２鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５４２－ ８１：３６．２３ １４．３	
３５ � バンダムレクス 牡２黒鹿５５ 福永 祐一山科 統氏 小林 常泰 浦河 バンダム牧場 B４３６－１２１：３６．３クビ ９７．９

１２ �� ナリタアタッカー 牡２鹿 ５５ 村田 一誠�オースミ 的場 均 新冠 的場牧場 ４８６－１４１：３６．９３	 １６０．０�
５１０�� ミキノマカオ 牡２栗 ５５ 幸 英明谷口 久和氏 保田 一隆 三石 藤井 益美 ４９８－ ２１：３７．７５ ７４．２�
１１ シーサンメイ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �天羽
治牧場 高木 登 浦河 三栄牧場 ４５４± ０１：３８．０２ ２１７．３
６１１ ハクサンレジェンド 牡２栗 ５５ 柴山 雄一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４３４± ０１：３８．１� ４３５．０�
３６ � アウトサイダー 牝２芦 ５４

５２ △田中 博康野崎 宗信氏 菅原 泰夫 三石 谷山 和喜 ４１２± ０ 〃 クビ ４５３．３�
２４ � ホーリーチェーン 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース高橋 裕 新冠 追分ファーム ４５８－ ８１：３８．３１ ５６．１�
４７ ダイメイリリー 牝２黒鹿５４ 武士沢友治宮本 孝一氏 中野渡清一 門別 かみむら牧場 ４４４＋ ４１：３８．７２	 ２７１．６�
６１２� ワカバセツヨ 牝２鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介牧畠 清久氏 岩城 博俊 門別 浦新牧場 ４２６－ ８１：３９．７６ ３６２．８�

（１５頭）
５９ � エムオーヒーロー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣大浅 貢氏 清水 英克 大樹 大樹ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，２９５，６００円 複勝： ２６，０７８，９００円 枠連： ２５，０５９，２００円

普通馬連： ８１，５６７，４００円 馬単： ９９，３１２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５５４，７００円

３連複： １０７，８３２，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３８７，７００，５００円

払 戻 金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ２４０円 枠 連（８－８） ４２０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ９５０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２３２９５６（返還計 ４４２） 的中 � ２９２６２（３番人気）
複勝票数 差引計 ２６０７８９（返還計 １０６３） 的中 � ３５９３６（２番人気）� １０２７７９（１番人気）� １８６９６（５番人気）
枠連票数 差引計 ２５０５９２（返還計 ２７） 的中 （８－８） ４４５１６（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ８１５６７４（返還計 ９５４８） 的中 �� １４２６６３（１番人気）
馬単票数 差引計 ９９３１２３（返還計 ７３０３） 的中 �� ５６０５１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２４５５４７（返還計 ２６３９） 的中 �� ３２８７４（２番人気）�� ５３６６（１０番人気）�� １６５８６（４番人気）
３連複票数 差引計１０７８３２４（返還計 １９９１８） 的中 ��� ７０２８２（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．２―１２．１―１２．７―１２．１―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．６―４６．７―５９．４―１：１１．５―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．０

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

勝馬の
紹 介

�
�
アサクサダンディ �

�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００７．１１．２４ 東京２着

２００５．５．１９生 牡２栗 母 ヘルスウォール 母母 サラトガフラッシュ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔出走取消〕 エムオーヒーロー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 シーサンメイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワカバセツヨ号は，平成２０年１月９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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 ヴァージリア号・ケイアイバランス号・シチリアーナ号・ドリブラー号・マッシュアップ号・レアリゼ号・

ワンダフルユース号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０４０１２月９日 晴 良 （１９中山５）第４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

６１２�� マイネルジュレップ 牡２芦 ５５ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ４２：０３．３ ３．０�

１２ � コンベンション 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �ノースヒルズマネ
ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ２２：０３．４クビ ５．６�

７１５ リノーンリーズン 牡２栗 ５５ C．ルメール 村中 徳広氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 ４９４－ ８２：０３．５� ３．１�
（仏）

５１０�� モエレタキオン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司中村 和夫氏 増沢 末夫 三石 上村 清志 ４７６－ ４２：０３．７１� １７．８�
８１８ カネスダンク 牡２鹿 ５５ 田中 剛杉澤 光雄氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４５０－１０２：０３．９１� ９１．７�
３５ � ガイアマンイーター 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一斎木 隆男氏 清水 英克 浦河 金成吉田牧場 ４４４± ０２：０４．０クビ ４１．９	
２３ � ド ナ ー リ オ 	２鹿 ５５ 川田 将雅藤田 孟司氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 ４９０＋ ６２：０４．２１� １４．６

６１１� コスモスプラッシュ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４１０－ ２ 〃 クビ ２００．８�
５９ シルクエンデバー 牡２黒鹿５５ 幸 英明有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４９４＋１０ 〃 ハナ ２９．２�
３６ �� ステージダンシング 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠松下 征弘氏 岩戸 孝樹 門別 日高大洋牧場 ４９６± ０２：０４．３� ６．２
７１３� コスモハクウ 牡２鹿 ５５ 柄崎 将寿 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 浦河 星川牧場 ５２２－ ２２：０４．５１� ４９．６�
４７ � ミヤギフェアリー 牝２栗 ５４ 江田 照男菅原 光博氏 笹倉 武久 新冠 北星村田牧場 ４２８－ ４２：０４．９２� ７９．３�
８１７� マイシルバースター 牝２芦 ５４

５２ △田中 博康岡田 牧雄氏 秋山 雅一 静内 岡田スタツド ４２８＋ ８ 〃 クビ ５１０．５�
４８ � ローランスカイ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝斉藤 敏博氏 水野 貴広 三石 元道牧場 ４８０＋２８２：０５．３２� ２１８．５�
１１ スウェプトスルー 牝２鹿 ５４ 福永 祐一芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 武 牧場 ４４４± ０２：０５．５１ ７４．０�
８１６� アルペングラス 牡２鹿 ５５ 小野 次郎泉 俊二氏 柴田 政人 新冠 ハシモトフアーム ４４８＋ ４ 〃 クビ ４３９．５�
２４ �� コスモレイロウ 牡２芦 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 利章 門別 山田 政宏 ４７６－ ４２：０６．６７ １４５．４�
７１４� ジョウショーネヴァ 牡２鹿 ５５ 小牧 太熊田 義孝氏 嶋田 潤 浦河 浦河育成牧場 ４９２＋ ２２：０７．６６ ５８５．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，２５６，１００円 複勝： ２８，９８０，９００円 枠連： ２４，７９２，２００円

普通馬連： ９７，８５４，５００円 馬単： ８６，４８２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１８６，９００円

３連複： １２２，６９３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４１０，２４５，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（１－６） ７９０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２３０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３２５６１ 的中 � ６１９９８（１番人気）
複勝票数 計 ２８９８０９ 的中 � ７０４７７（１番人気）� ４３２６６（３番人気）� ６１０１８（２番人気）
枠連票数 計 ２４７９２２ 的中 （１－６） ２３３１６（３番人気）
普通馬連票数 計 ９７８５４５ 的中 �� ９７８４０（２番人気）
馬単票数 計 ８６４８２０ 的中 �� ４８２６３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１８６９ 的中 �� ３１７４３（１番人気）�� ３０４８７（２番人気）�� １４２７４（４番人気）
３連複票数 計１２２６９３０ 的中 ��� ９７３６９（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．４―１３．０―１２．８―１２．３―１２．６―１２．４―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３６．１―４９．１―１：０１．９―１：１４．２―１：２６．８―１：３９．２―１：５１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．５
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�
�
マイネルジュレップ �

�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．４ 東京４着

２００５．５．２生 牡２芦 母 フサイチケリー 母母 タイシンリリイ ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔発走状況〕 コスモレイロウ号・リノーンリーズン号・アルペングラス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ステージダンシング号の騎手岩田康誠は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 リノーンリーズン号は，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。
（非当選馬） １頭 スパークルシーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０４１１２月９日 晴 良 （１９中山５）第４日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時０５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

２４ � コスモミネルヴァ 牝２青鹿５４ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 三石 大平 巧 ４３６ ―１：１４．１ １７．７�

７１３� デ ル マ ベ ガ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４５８ ―１：１４．３１� ２．１�
１１ � スガノナイナー 牝２鹿 ５４ 木幡 初広菅原光太郎氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４３４ ―１：１４．６１� ５．２�
２３ レティセントガール 牝２黒鹿５４ 松岡 正海池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６ ―１：１４．７� ７．８�
８１６ チャームベル 牝２鹿 ５４ 菊沢 隆徳タマモ� 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 ４１２ ―１：１５．１２� １１１．７�
８１５ キャスタスペルミー 牝２鹿 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 戸田 博文 三石 片山 修 ４５２ ―１：１５．４１� ７．０	
６１２� ムーンアイル 牝２鹿 ５４

５２ △田中 博康吉田 好雄氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 ４２８ ―１：１５．５� ２９．０

５９ � コンコルドライン 牝２青鹿５４ 武士沢友治江川 伸夫氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４４６ ―１：１５．８２ ９１．１�
４７ メイクサエル 牝２鹿 ５４ 村田 一誠玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 原口牧場 ４４２ ― 〃 ハナ ２２１．１�
１２ � ジニアビスティー 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 大江原 哲 静内 中田 浩美 ４７６ ―１：１６．７５ ９８．９
３６ アランフェス 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝海谷 幸司氏 高橋 義博 静内 岡田スタツド ４７８ ―１：１７．７６ １４．９�
５１０ マイネミニヨン 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 成島 英春 新冠 コスモヴューファーム ４３８ ― 〃 アタマ ５３．６�
７１４ マイコノエリ 牝２芦 ５４ 北村 宏司松本 兼吉氏 坂本 勝美 浦河 桑田牧場 ４３８ ―１：１８．４４ １２．６�
６１１ バトルアイルウイン 牝２栗 ５４ 川田 将雅宮川 秋信氏 浅野洋一郎 浦河 帰山 清貴 ４４４ ―１：２１．１大差 １４７．８�
３５ � ユメニムカッテ 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥石井 義孝氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４３０ ―１：２１．２� １０６．２�
４８ � ウインリリーブ 牝２黒鹿５４ 小林 淳一遠藤 喜松氏 成島 英春 門別 エンドレス

ファーム ４５０ ― （競走中止） １２４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，９２４，７００円 複勝： ２２，４１７，０００円 枠連： ２７，６９２，１００円

普通馬連： ８１，３６０，５００円 馬単： ８６，５２３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７２０，１００円

３連複： １００，７５４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３６０，３９２，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ３５０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（２－７） ４９０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ４，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ８４０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０９２４７ 的中 � ９３６１（７番人気）
複勝票数 計 ２２４１７０ 的中 � １０３９１（７番人気）� ８１０２８（１番人気）� ３３０５１（２番人気）
枠連票数 計 ２７６９２１ 的中 （２－７） ４２４９８（２番人気）
普通馬連票数 計 ８１３６０５ 的中 �� ３８２４５（７番人気）
馬単票数 計 ８６５２３７ 的中 �� １３０５７（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７２０１ 的中 �� ８４７５（６番人気）�� ５３９０（１０番人気）�� ２５５０３（１番人気）
３連複票数 計１００７５４７ 的中 ��� ３６８８５（５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１２．０―１３．０―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．５―３５．５―４８．５―１：０１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コスモミネルヴァ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 Gone West 初出走

２００５．３．２６生 牝２青鹿 母 スノークイーン 母母 Lady Ice １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ウインリリーブ号は，競走中に疾病〔右第１指骨粉砕骨折〕を発症したため３コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルアイルウイン号・ユメニムカッテ号は，平成２０年１月９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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 トーセンベルベット号・パシコリルライアン号・マルターズマリー号・リバティープリント号



３３０４２１２月９日 晴 良 （１９中山５）第４日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５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

７１３� スマイルオンザラン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４６２ ―１：５２．１ ２．５�

３５ � ケイアイテイオー 牡２鹿 ５５ 川田 将雅亀田 守弘氏 伊藤 圭三 新冠 長浜牧場 ４８６ ―１：５２．３１� ４２．４�
５９ � メジロドラッケン 牡２黒鹿５５ C．ルメールメジロ商事� 久保田貴士 洞爺 メジロ牧場 ４５６ ―１：５２．４クビ ９．９�

（仏）

６１１� ラビットサプライズ 牝２青鹿５４ 江田 照男喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４２０ ―１：５２．７２ ５５．２�
２４ フローリスピース 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：５２．８� ２１．４�
８１５ ホシノサプライズ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人星野初太郎氏 後藤 由之 静内 タイヘイ牧場 ４１４ ―１：５３．０１� ７０．５�
８１６ シャーカガミ 牡２栗 ５５ 小牧 太大原 詔宏氏 谷原 義明 浦河 酒井 源市 ４４８ ―１：５４．２７ ２９８．７	
４８ � サクラシコウテイ 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義�さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ５２６ ―１：５４．３	 ２．６

４７ � ニシノシュテルン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４７２ ―１：５４．４クビ ７．０�
７１４� カイシュウハーレー 
２栗 ５５ 嘉藤 貴行飯村 孝男氏 田中 清隆 新冠 村上牧場 ４６２ ―１：５４．５	 ２４０．２�
１２ グラミスキャッスル 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一 社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４９６ ―１：５５．１３� １８．７�
２３ コアレスアンバー 牝２鹿 ５４ 武士沢友治小林 昌志氏 西塚 安夫 平取 コアレススタッド ４５２ ―１：５５．３１� １２４．３�
５１０ マイネルレッチーノ 牡２鹿 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 ４７４ ― 〃 クビ ８７．７�
１１ � セントラルジョイ 
２栗 ５５ 小林 淳一玉井 英夫氏 岩城 博俊 門別 鹿戸 正幸 ４５４ ―１：５５．５１� １５６．９�
６１２ ワイルドギース 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５０４ ―１：５５．６� ３８．２�
３６ � ターフロワイヤル 牡２栗 ５５ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４４８ ―１：５５．９２ １６９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，５１０，０００円 複勝： ２２，６２７，０００円 枠連： ２６，５０４，６００円

普通馬連： ９２，１１７，４００円 馬単： ９８，３２１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２７７，１００円

３連複： １１２，９８１，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４００，３３９，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ５４０円 � ２６０円 枠 連（３－７） ４，７６０円

普通馬連 �� ５，０７０円 馬 単 �� ６，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５１０円 �� ４２０円 �� ２，９５０円

３ 連 複 ��� １０，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５１００ 的中 � ８１３００（１番人気）
複勝票数 計 ２２６２７０ 的中 � ５９８３２（２番人気）� ８２２０（７番人気）� ２０９６３（４番人気）
枠連票数 計 ２６５０４６ 的中 （３－７） ４１１５（１３番人気）
普通馬連票数 計 ９２１１７４ 的中 �� １３４１６（１３番人気）
馬単票数 計 ９８３２１５ 的中 �� １０６２９（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２７７１ 的中 �� ３４８０（１４番人気）�� １４４９４（３番人気）�� １７３９（２５番人気）
３連複票数 計１１２９８１４ 的中 ��� ８０２１（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．５―２６．７―３９．８―５２．３―１：０４．１―１：１６．５―１：２８．６―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
１
３
５，１３，１１（４，９，１６）－１４（１，６）（８，１２）（２，３，７，１５）－１０
５，１３，１１（４，９）＝１６，１２（１，１４）（６，１５）２－（８，７）－１０－３

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

勝馬の
紹 介

�スマイルオンザラン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

２００５．３．２３生 牡２鹿 母 スマイルトゥモロー 母母 コクトビューティー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アイティトップ号・スズノヒロイン号・タカミツベガ号・テンジンウメノハナ号・プロディギー号・

マイネルゼニット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０４３１２月９日 晴 良 （１９中山５）第４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

５９ ホワイトヴェール 牝３芦 ５４ 武 豊下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４５２± ０１：１１．７ ５．４�

５８ � ホ ト ダ ー 牡５栗 ５７ 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４９２－ ２１：１２．０１� ８．５�
１１ プレシャスドロップ 牝４栗 ５５ 北村 宏司岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド B４４６＋１０１：１２．２１� ３６．７�
７１３ フィクシアス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝井上 修一氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４６８＋ ６１：１２．３� ６．８�
４７ � カマーバンド 牝４芦 ５５ 柴山 雄一水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B４９６＋２６１：１２．４	 ３３．４�
６１０ ロイヤルクリーク 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人後藤 繁樹氏 秋山 雅一 浦河 中村 雅明 B４９６－ ２ 〃 ハナ １６．８�
８１５ リワードアルコン 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹宮� 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ５２６－ ２１：１２．７１� ４．６�
６１１ ウインドストーム 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ４８４－ ４１：１３．１２	 ３．９	
７１２ ゴールドザボーガー 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義 
ゴールドレーシング 秋山 雅一 三石 飯岡牧場 ４９６＋１８ 〃 クビ ６５．４�
４６ � ジェイドヴィジョン 牝４鹿 ５５ 幸 英明阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 ムラカミファーム ４６６＋ ２ 〃 アタマ １７９．０�
２３ 
� マ シ ー ン 牡４鹿 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 門別 柏台牧場 ４７０＋１０ 〃 ハナ ４１．０
２２ 
 トウショウヒルズ 牡３栗 ５６ 武士沢友治トウショウ産業
 戸田 博文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５０４± ０１：１３．３� ７４．４�
３４ � アルスヴィド 牡４鹿 ５７

５５ △田中 博康加藤 信之氏 伊藤 伸一 門別 道見牧場 B５０６＋１０１：１３．９３	 １４７．５�
８１４� スピードゴールド 牡３鹿 ５６ 田中 剛馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 竹島 幸治 ４７８＋１５１：１４．１１� ２６１．７�
３５ ハタノワイズ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム ５３６± ０１：１５．１６ ６．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，２１０，５００円 複勝： ３７，０５１，６００円 枠連： ３３，５７７，５００円

普通馬連： １３２，４４４，５００円 馬単： １０５，３９９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，２９２，０００円

３連複： １５２，９８９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５１６，９６５，７００円

払 戻 金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � ９４０円 枠 連（５－５） １，７９０円

普通馬連 �� １，６８０円 馬 単 �� ３，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ３，０００円 �� ３，４２０円

３ 連 複 ��� ２０，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２１０５ 的中 � ３５８３７（３番人気）
複勝票数 計 ３７０５１６ 的中 � ６２９１４（２番人気）� ４９１０６（４番人気）� ７８４８（９番人気）
枠連票数 計 ３３５７７５ 的中 （５－５） １３８５３（１０番人気）
普通馬連票数 計１３２４４４５ 的中 �� ５８４９９（９番人気）
馬単票数 計１０５３９９９ 的中 �� ２５３１７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１２９２０ 的中 �� １３５２８（６番人気）�� ２４８０（２９番人気）�� ２１６９（３４番人気）
３連複票数 計１５２９８９７ 的中 ��� ５４４７（５９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．０―１１．９―１２．３―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３３．７―４５．６―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホワイトヴェール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Miswaki デビュー ２００７．１．２８ 東京３着

２００４．３．３生 牝３芦 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer １０戦２勝 賞金 ２２，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 アルスヴィド号は，平成２０年１月９日まで平地競走に出走できない。



３３０４４１２月９日 晴 良 （１９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 （芝・右・外）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１２ � ナチュラルメイク 牝５栗 ５５ C．ルメール 臼田 浩義氏 加藤 征弘 新冠 勝川牧場 ４６６＋ ６１：０８．９ ２．６�
（仏）

６１１ アイアムエンジェル 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B５２８＋１０１：０９．４３ １４．０�
５１０ オ オ ヒ メ 牝３黒鹿５４ 柄崎 将寿武田 豊文氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５１０＋ ２１：０９．５� ６８．８�
４８ ノーザンスター 牝６鹿 ５５ 大庭 和弥�ターフ・スポート石栗 龍彦 三石 土田農場 ４９０＋ ４ 〃 クビ ９．８�
７１３�� マイネヴェロナ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 三石 山際牧場 ５００＋１６１：０９．６	 １４．６�
２４ ベルモントピノコ 牝５黒鹿５５ 穂苅 寿彦 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ５００－ ８１：０９．７クビ ７．１	
２３ ナイススマートワン 牝６青鹿５５ 村田 一誠鈴木 伸昭氏 的場 均 新冠 高瀬牧場 ４７４＋ ６ 〃 ハナ １８３．９

７１４�� エイワジョリー 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹永井公太郎氏 菊川 正達 静内 山際 智 ４６６－ ８ 〃 クビ ２０．６�
３５ クイックセイコー 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ６１：０９．８クビ １５．４�
３６ � シルクヴァルキリー 牝４鹿 ５５ 北村 宏司有限会社シルク武藤 善則 新冠 中本牧場 ４９４＋ ４ 〃 同着 １３．４
６１２� キラリダイヤモンド 牝５黒鹿 ５５

５３ △田中 博康 �社台レースホース秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：０９．９� ９．０�
８１５� タニノハイクレア 牝３鹿 ５４ 幸 英明谷水 雄三氏 矢作 芳人 静内 橋本牧場 ４４２＋ ４１：１０．０	 １０．１�
５９ �� ストロベリードール 牝８黒鹿５５ 武士沢友治山口 克己氏 本郷 一彦 門別 沼島 信博 ４８４＋１２１：１０．２１� １５０．１�
４７ ステキナブロンコ 牝７芦 ５５ 小林 淳一牧畠 清久氏 鈴木 勝美 浦河 斉藤 英 B４７６－ ２１：１０．３クビ ９２．４�
８１６� サクラワイズ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４９０－ ２１：１０．６２ ２３．９�
１１ � ブルーチェイサー 牝６黒鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４８２＋ ６１：１０．９２ １３２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６０２，４００円 複勝： ３５，２１４，７００円 枠連： ３６，４３５，２００円

普通馬連： １４６，２０６，９００円 馬単： １１３，７７０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０００，１００円

３連複： １７３，７４３，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５６４，９７３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ４１０円 � １，３７０円 枠 連（１－６） ７２０円

普通馬連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ３，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� ２，９８０円 �� ６，２１０円

３ 連 複 ��� ２３，７９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６６０２４ 的中 � ８３３５２（１番人気）
複勝票数 計 ３５２１４７ 的中 � ９７６６７（１番人気）� １８７３２（９番人気）� ４８４０（１２番人気）
枠連票数 計 ３６４３５２ 的中 （１－６） ３７５１９（２番人気）
普通馬連票数 計１４６２０６９ 的中 �� ４７５０４（８番人気）
馬単票数 計１１３７７０７ 的中 �� ２３１１９（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０００１ 的中 �� ８４５３（８番人気）�� ２６９０（４２番人気）�� １２７４（６０番人気）
３連複票数 計１７３７４３５ 的中 ��� ５３９０（７６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．２―１１．８―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．６―４５．４―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ナチュラルメイク �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 リアルシヤダイ

２００２．４．１生 牝５栗 母 メ ロ ウ キ ス 母母 フアーストラブ ２９戦３勝 賞金 ７９，９３５，０００円
地方デビュー ２００４．７．２７ 旭川

※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 ヴィヴァチッシモ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０４５１２月９日 晴 良 （１９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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６１２ ブラックランナー 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４７８－ ４１：５３．７ ８．９�

３５ � ヘイアンルモンド 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己荻原 昭二氏 松山 康久 追分 追分ファーム ５２４＋ ８１：５４．１２� ６．０�
６１１ エイシンイダテン 牡４黒鹿５７ 川田 将雅平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４５８－ ２１：５４．２クビ １１．４�
２４ 	 ノワールシチー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 B４９０± ０１：５４．３� ４．８�
７１３ シベリアンライオン 牡５芦 ５７ 小牧 太藤田与志男氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５１４＋１４ 〃 ハナ １３５．２�
７１４
 フサイチウィード 牡５鹿 ５７ 田中 剛関口 房朗氏 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes B５０８＋ ６１：５４．４� １７．６�
４７ 	 ハウンドコップ 牡８鹿 ５７ 大庭 和弥齊藤四方司氏 清水 美波 千歳 社台ファーム B５０４＋１０１：５４．９３ ４５．４	
５９ エドノドリーム 牡６鹿 ５７ 幸 英明遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ８３．７

１１ 	 ノ ン コ 牝４栗 ５５ 鈴来 直人山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：５５．２１� ３７．０�
５１０	 ヒカルアルタイル �６鹿 ５７ 後藤 浩輝高橋 光氏 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４５４＋ ２１：５５．３� １７８．８�
３６ 	 アルカライズ 牡４青鹿５７ 吉田 隼人 社台レースホース奥平 雅士 白老 白老ファーム ５０２＋１２ 〃 ハナ ３６．８�
２３ ニシノアレックス 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳西山 茂行氏 手塚 貴久 鵡川 西山牧場 ５２２＋ ８１：５５．５� １１７．１�
８１５ マルブツクロス 牡４芦 ５７ 武 豊大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５３６＋ ８１：５５．８２ ２．１�
４８ マイネルギルト 牡６黒鹿５７ 田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 様似 上田 一 ５１８＋ ４１：５６．０１ ２８４．７�
１２ � ラ ン キ ン グ 牡４栗 ５７ 吉田 豊塩入 通之氏 加賀 武見 浦河 今井 秀樹 ４９４＋１０１：５６．４２� ３２．９�
８１６ ガ イ ヤ ー ル 牝６芦 ５５ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 門別 豊洋牧場 ４５６± ０１：５６．５� ３２０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，０５０，８００円 複勝： ６３，３９５，６００円 枠連： ５０，２１４，８００円

普通馬連： ２１９，４７５，３００円 馬単： １３８，８７９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，８０２，３００円

３連複： １８７，２８６，１００円 ３連単： ４７１，８７９，４００円 計： １，２２５，９８３，８００円

払 戻 金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２７０円 � ２１０円 � ２９０円 枠 連（３－６） １，０９０円

普通馬連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ５，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� １，１４０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ７，２３０円 ３ 連 単 ��� ４３，３４０円

票 数

単勝票数 計 ４２０５０８ 的中 � ３７４５０（４番人気）
複勝票数 計 ６３３９５６ 的中 � ６１００３（４番人気）� ８６７０５（３番人気）� ５５７０３（５番人気）
枠連票数 計 ５０２１４８ 的中 （３－６） ３４１２５（６番人気）
普通馬連票数 計２１９４７５３ 的中 �� ６８７２２（９番人気）
馬単票数 計１３８８７９５ 的中 �� １９０８６（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２８０２３ 的中 �� １５１１９（９番人気）�� １１３５０（１２番人気）�� １１４９９（１１番人気）
３連複票数 計１８７２８６１ 的中 ��� １９１３５（２２番人気）
３連単票数 計４７１８７９４ 的中 ��� ８０３６（１２３番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．０―１２．９―１３．１―１２．４―１２．１―１２．７―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．５―３７．４―５０．５―１：０２．９―１：１５．０―１：２７．７―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックランナー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１．７ 中山１着

２００３．４．１１生 牡４黒鹿 母 ビクトリアスズラン 母母 ビクトリートースト １９戦４勝 賞金 ６５，９２５，０００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 タカオセンチュリー号・トーセンゴライアス号



３３０４６１２月９日 晴 良 （１９中山５）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�アクアラインステークス

発走１４時４５分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，１８．１２．９以降１９．１２．２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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１３�� モエレアドミラル 牡５栗 ５６ 田中 剛中村 和夫氏 小島 太 新冠 早田牧場新
冠支場 B４９０± ０１：１０．４ ２６．５�

６１２ サ イ ボ ー グ 牡５黒鹿５６ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４８８＋ ４１：１０．５� １１．２�
１１ 	 ナリタジューン 牝４青鹿５３ 小野 次郎�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ４４４－ ８１：１０．６クビ ２９．２�
１２ ラインドライブ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４８８＋ ８１：１０．７� ２．９�
８１６
 ビクトリーテツニー 牡３栗 ５５ 川田 将雅榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４７８± ０１：１０．９１� １５．８�
２４ 	 ルミナスポイント 牝４青鹿５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４５２－ ２ 〃 ハナ ４．３	
２３ 
 ワールドハンター 牡３栗 ５６ 四位 洋文青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ５０４＋ ４１：１１．１１ ６．１

３５ 	 プ リ ュ ネ ル 牝５黒鹿５４ 小牧 太前田 晋二氏 宮本 博 三石 土居 忠吉 ５００－ ８ 〃 クビ ３１．３�
４８ 
 リーサムウェポン 牡６鹿 ５５ 柴山 雄一平田 修氏 田島 良保 米 Dunchurch

Lodge Stud ４９４± ０１：１１．２� ９５．６�
３６ 	 ユキノマーメイド 牝４栗 ５３ 鈴来 直人井上 基之氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 ４７２＋ ４１：１１．４１ ７４．７
６１１ ヒカルバローロ 牡５鹿 ５５ 木幡 初広高橋 光氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４９８－ ８１：１１．６１� １６６．６�
５１０ アイアムアドーター 牝５鹿 ５１ 吉田 豊堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４８４－ ６ 〃 ハナ ３７．５�
７１４ センターバシレウス 牡５栗 ５４ 幸 英明中野 優氏 梅田 智之 門別 北海牧場 ４９４＋ ４１：１１．７� ３３．１�
４７ スイートフィズ 牝３芦 ５３ 田中 博康シンボリ牧場 奥平 雅士 千葉 シンボリ牧場 ４８４－ ６１：１１．９１� ３４．５�
８１５	� ベリーベリナイス 牝３黒鹿５０ 丸田 恭介冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 ４４２－１０１：１２．２１� １３０．４�
５９ 
 ガ ブ リ ン 牡５鹿 ５７ 武 豊榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming ４７６± ０ （競走中止） ７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，０７１，１００円 複勝： ６６，９９８，４００円 枠連： ６２，７１１，４００円

普通馬連： ２６９，１１６，７００円 馬単： １６９，８０２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，０４５，５００円

３連複： ２３３，５９０，８００円 ３連単： ５４９，５９８，５００円 計： １，４５８，９３５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２，６５０円 複 勝 � ６６０円 � ４６０円 � ９７０円 枠 連（６－７） ６，０７０円

普通馬連 �� １２，６２０円 馬 単 �� ２５，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５２０円 �� ７，８６０円 �� ４，６４０円

３ 連 複 ��� １５３，１００円 ３ 連 単 ��� ９２３，９３０円

票 数

単勝票数 計 ４６０７１１ 的中 � １３７０６（７番人気）
複勝票数 計 ６６９９８４ 的中 � ２６８０５（７番人気）� ４０２２０（５番人気）� １７３３１（１０番人気）
枠連票数 計 ６２７１１４ 的中 （６－７） ７６３２（２１番人気）
普通馬連票数 計２６９１１６７ 的中 �� １５７４５（３８番人気）
馬単票数 計１６９８０２８ 的中 �� ４９６７（７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１０４５５ 的中 �� ４２９１（３６番人気）�� １９００（６８番人気）�� ３２４５（４５番人気）
３連複票数 計２３３５９０８ 的中 ��� １１２６（２４９番人気）
３連単票数 計５４９５９８５ 的中 ��� ４３９（１４０９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．１―１１．８―１１．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．７―４５．５―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．７
３ ・（１２，８，１３）（１，２，１５）－５，４（６，７，１４）－１６（３，１１）１０ ４ １２（８，１３）１（２，１５）４，５（６，１４）７（３，１６）－（１０，１１）

勝馬の
紹 介

�
�
モエレアドミラル �

�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Northern Dancer

２００２．４．４生 牡５栗 母 バウンドトゥダンス 母母 Truly Bound ２１戦２勝 賞金 ５２，３９５，０００円
地方デビュー ２００４．８．２６ 旭川

〔競走中止〕 ガブリン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２６頭 アップルサイダー号・ウィストラム号・ウォーターオーレ号・ウォーターバロン号・エイシンイッキ号・

シアトルバローズ号・スターオブニルス号・ステラディクオーレ号・スナークタイガー号・スナークユーチャン号・
タケデンイーグル号・タータンフィールズ号・チョウカイミッキー号・ノーザンキッズ号・ハネダテンシ号・
ピサノヘネシー号・フサイチギガダイヤ号・フレッシュバニラ号・マイネルサニベル号・ミスターケビン号・
ミスターモナルコス号・メイショウセブン号・メイショウディオ号・レキシントンシチー号・ローレルウェルシュ号・
ワーキングボーイ号



３３０４７１２月９日 晴 良 （１９中山５）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第５９回朝日杯フューチュリティステークス（ＪｐｎⅠ）

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 １，１７６，０００円 ３３６，０００円 １６８，０００円
生産者賞
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：３３．４
１：３３．１
１：３３．４

良

良

良

１１ � ゴスホークケン 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹藤田与志男氏 斎藤 誠 米 Four Horse-
men’s Ranch ５１８－ ２１：３３．５ ６．２�

２３ � レッツゴーキリシマ 牡２鹿 ５５ 幸 英明西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４６０＋ ８１：３３．９２� ２８．２�
４７ � キャプテントゥーレ 牡２芦 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６ 〃 クビ ８．３�
２４ ドリームシグナル 牡２栗 ５５ C．ルメールセゾンレースホース� 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４６０－ ２１：３４．１１� １３．４�

（仏）

５９ �	 スズジュピター 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣小紫 芳夫氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：３４．７３� ４．２�
４８ フォーチュンワード 牝２黒鹿５４ 松岡 正海里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ４８８＋ ２１：３４．８クビ ２７．１	
６１１ ヤマニンキングリー 牡２栗 ５５ 武 豊土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４５２＋ ４ 〃 ハナ １０．７

１２ 	 セレスハント 牡２栗 ５５ 蛯名 正義岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４７６＋１０ 〃 クビ １１９．２�
５１０� エーシンフォワード 牡２鹿 ５５ 福永 祐一平井 宏承氏 西園 正都 米 Edition Farm ４６４－ ６１：３４．９� １１．７�
３６ 	 ウイントリガー 牡２鹿 ５５ 四位 洋文�ウイン 山内 研二 新冠 松本 信行 ４７０＋１６１：３５．０クビ ４０．６
７１４� アポロドルチェ 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm ４６６± ０ 〃 アタマ ４．３�
８１５	 ドリームガードナー 牡２栗 ５５ 吉田 隼人セゾンレースホース� 中村 均 千歳 社台ファーム ４５４＋１０１：３５．１� ３７．１�
８１６� サブジェクト 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０＋ ８１：３５．２� １２．１�
６１２� ミリオンウェーブ 牡２鹿 ５５ 小牧 太万波 健二氏 宮本 博 新冠 若林牧場 ４８４± ０１：３５．３
 １４８．７�
７１３ スマートギャング 牡２栗 ５５ 岩田 康誠大川 徹氏 畠山 吉宏 門別 いとう牧場 ４５４＋ ６１：３５．４クビ ５８．５�
３５ �	 ギ ン ゲ イ 牡２芦 ５５ 北村 宏司加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新冠 長浜 忠 ４６８＋ ８１：３６．２５ ６７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１４，４７８，８００円 複勝： ３４０，３９８，９００円 枠連： ４９７，３４１，９００円

普通馬連： ２，３８９，２５４，０００円 馬単： １，３７４，４０７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４３３，７２４，４００円

３連複： ２，３７３，８６９，６００円 ３連単： ５，２５８，３４３，４００円 計： １２，９８１，８１８，５００円

払 戻 金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２６０円 � ７３０円 � ３３０円 枠 連（１－２） ２，５３０円

普通馬連 �� ８，２９０円 馬 単 �� １３，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５９０円 �� １，２２０円 �� ３，２５０円

３ 連 複 ��� ２３，８１０円 ３ 連 単 ��� １３９，６２０円

票 数

単勝票数 計３１４４７８８ 的中 � ４０３８３７（３番人気）
複勝票数 計３４０３９８９ 的中 � ３９８０１０（３番人気）� １０７１９０（９番人気）� ２７５９３６（４番人気）
枠連票数 計４９７３４１９ 的中 （１－２） １４５６１９（１４番人気）
普通馬連票数 計２３８９２５４０ 的中 �� ２１２８５０（３２番人気）
馬単票数 計１３７４４０７５ 的中 �� ７６０６８（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計４３３７２４４ 的中 �� ４０９００（３３番人気）�� ８９５９９（１５番人気）�� ３２４０４（３９番人気）
３連複票数 計２３７３８６９６ 的中 ��� ７３５９４（７６番人気）
３連単票数 計５２５８３４３４ 的中 ��� ２７７９５（４３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３４．７―４６．３―５８．３―１：１０．２―１：２１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

�ゴスホークケン �
�
父 Bernstein �

�
母父 Grand Slam デビュー ２００７．１０．１４ 東京１着

２００５．３．３生 牡２黒鹿 母 Allthewaybaby 母母 Lustily ３戦２勝 賞金 ７２，９７６，０００円
〔発走状況〕 セレスハント号は，枠入り不良。

ヤマニンキングリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 フォーチュンワード号の騎手松岡正海は，決勝線手前で外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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アグネスクリスタル号・オーロマイスター号・スマートファルコン号・ダンジグマスター号・ノットアローン号・

フェイムロバリー号・ミッキーチアフル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０４８１２月９日 晴 良 （１９中山５）第４日 第１２競走 ��
��２，０００�

ま く は り

幕 張 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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２２ � コーナーストーン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝セゾンレースホース� 国枝 栄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２＋ ６２：０１．０ ３．６�

５５ � スーパーキャノン 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４７２－ ２２：０１．２１	 ７．１�
１１ マイネルファヴール 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４７８± ０２：０１．４１ １０．７�
３３ 
 エーシントゥルボー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平井 宏承氏 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５２８＋ ８２：０１．７１� １０．６�
８１１ トーセンジョーカー 牡４栗 ５７ 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ５５．７�
６７ � マイネルグラナーテ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 中村 和夫 B４９２－ ４ 〃 ハナ ９．１	
７８ マチカネゲンジ 牡４黒鹿５７ 武 豊細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８８－ ８２：０１．８クビ ３．７

６６ � ミラクルハニー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４２０－ ６２：０１．９	 ２４．８�
４４ � アイリッシュホーク 牡６青鹿５７ 安藤 勝己セゾンレースホース� 松山 康久 門別 新井 昭二 ５０２－ ４２：０２．０	 ４．９�
８１０ リワードプレイン ５鹿 ５７ 川田 将雅宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４３８＋１０２：０２．７４ １１１．５

（１０頭）
７９ � ナンヨーイースト 牡３青鹿５６ 岩田 康誠中村 �也氏 尾形 充弘 浦河 梅田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４８，５７６，０００円 複勝： ６０，９３９，７００円 枠連： ４６，１２３，６００円

普通馬連： ２３２，０９８，６００円 馬単： １５５，６４６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，８０４，２００円

３連複： １７６，４８０，６００円 ３連単： ５０２，８１５，７００円 計： １，２７３，４８４，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 � ２４０円 枠 連（２－５） １，１６０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ６８０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ３，９３０円 ３ 連 単 ��� １６，１１０円

票 数

単勝票数 差引計 ４８５７６０（返還計 １２８８） 的中 � １０８６６２（１番人気）
複勝票数 差引計 ６０９３９７（返還計 １２９９） 的中 � １３５８８６（１番人気）� ５５１３６（６番人気）� ６０００３（４番人気）
枠連票数 差引計 ４６１２３６（返還計 ８７０） 的中 （２－５） ２９４２１（５番人気）
普通馬連票数 差引計２３２０９８６（返還計 ２３３１１） 的中 �� １４５７０１（４番人気）
馬単票数 差引計１５５６４６３（返還計 １６２６９） 的中 �� ５５１１７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５０８０４２（返還計 ５３３１） 的中 �� ２９２７６（４番人気）�� １８６１５（１０番人気）�� ８８９５（２１番人気）
３連複票数 差引計１７６４８０６（返還計 ３３６５７） 的中 ��� ３３１９５（１９番人気）
３連単票数 差引計５０２８１５７（返還計 ８２８２２） 的中 ��� ２３０４６（６４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．１―１２．９―１２．３―１１．７―１２．０―１２．０―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３６．３―４９．２―１：０１．５―１：１３．２―１：２５．２―１：３７．２―１：４８．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�コーナーストーン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００６．１０．１ 中山１着

２００４．１．２７生 牡３鹿 母 ハナノメガミ 母母 ダイナソシエ ８戦３勝 賞金 ４４，３６８，０００円
〔出走取消〕 ナンヨーイースト号は，疾病〔右前踏創〕のため出走取消。



（１９中山５）第４日 １２月９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８２頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３０３，９８０，０００円
４，２００，０００円
２３，６３０，０００円
２，１２０，０００円
３，２３０，０００円
３４，６１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，２４８，０００円
５，３２４，０００円
１，８３８，２００円

勝馬投票券売得金
６２２，７１９，４００円
７４１，１１５，１００円
８６６，７４９，９００円
３，８７３，１５２，６００円
２，５４９，３９７，２００円
７９０，０１２，２００円
３，９０２，４６４，８００円
６，７８２，６３７，０００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 ２０，１２８，２４８，２００円

総入場人員 ４５，７６８名 （有料入場人員 ４１，５０３名）




