
３３０１３１２月７日 晴 良 （２０中山５）第２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

４８ ニ ュ ー ト ン 牡２栗 ５５ 北村 宏司重松 國建氏 蛯名 信広 日高 横井 哲 ４８２＋１０１：１２．２ ７．９�

５９ レッドレイク 牝２栗 ５４ 吉田 豊ディアレスト 田村 康仁 日高 川端 正博 ４４４＋ ２１：１２．９４ １７８．９�
２４ ブルーハート 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �ブルーマネジメント小笠 倫弘 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４４６± ０１：１３．６４ ３．４�
３６ � ツクバハピネ 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣荻原 昭二氏 高橋 祥泰 米 James M.

Herbener Jr. ４６８－ ２１：１３．７� １２．８�
８１６ ガ ネ ー シ ャ 牝２栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真石川 博氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４２６＋ ２ 〃 クビ ２０４．０�
３５ ゴールドラプソディ 牝２鹿 ５４ 安藤 光彰阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４５２－ ６１：１４．０１� １３５．５�
１２ タカラクエスト 牡２鹿 ５５

５２ ▲丸田 恭介村山 義男氏 田村 康仁 新ひだか 矢野牧場 ５０８＋１６１：１４．２１ １４１．４	
５１０ モアザンスマート 牡２鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成
グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４８０＋１８ 〃 クビ ６．１�
４７ ゴーゴーヒロシ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 新冠 テイエム牧場新冠分場 B４５４＋ ４１：１４．３� ７２．９�
８１５ アイスブルー 牡２鹿 ５５

５４ ☆田中 博康ディアレスト 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４３４＋ ８１：１５．０４ １１．４
６１２ コーヒーゼリー 牝２鹿 ５４ 津村 明秀小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４４２＋ ４１：１５．１� １８．２�
７１４� カフェアラジン 牡２鹿 ５５ 中舘 英二西川 恭子氏 松山 康久 米 Spooky Hollow

Racing, Inc. ４９２＋ ４１：１５．２クビ ３．８�
２３ エスエスサンライズ 牡２鹿 ５５ 江田 照男澤田 新吾氏 中島 敏文 新冠 競優牧場 ４７０＋ ２１：１６．０５ ２４２．１�
１１ テンシノリーダー 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥杉谷 枡夫氏 松山 将樹 新ひだか 藤沢牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ １７８．４�
７１３ オンワードダンク 牡２青鹿５５ 郷原 洋司�オンワード牧場 郷原 洋行 新冠 高橋 忍 ４７８－ ６１：１６．３２ ７．４�
６１１ ギャングバスターズ 牡２栗 ５５ 村田 一誠栗坂 崇氏 沢 峰次 浦河 高岸 順一 ４８８－ ２ 〃 クビ ２９５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１４１，０００円 複勝： ２５，９１４，３００円 枠連： １６，５６４，７００円

普通馬連： ６６，９１１，３００円 馬単： ５０，２９２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，００５，２００円

３連複： ７３，６１５，１００円 ３連単： １０５，５６４，５００円 計： ３７５，００８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３００円 � ２，７４０円 � １５０円 枠 連（４－５） ３，０２０円

普通馬連 �� ８５，０００円 馬 単 �� １２０，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３，８７０円 �� ５３０円 �� ４，６３０円

３ 連 複 ��� ５１，２６０円 ３ 連 単 ��� ６７１，６１０円

票 数

単勝票数 計 １５１４１０ 的中 � １５１０７（５番人気）
複勝票数 計 ２５９１４３ 的中 � ２１５３６（５番人気）� １７６７（１１番人気）� ６２３７６（１番人気）
枠連票数 計 １６５６４７ 的中 （４－５） ４０５６（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６６９１１３ 的中 �� ５８１（６５番人気）
馬単票数 計 ５０２９２２ 的中 �� ３０７（１０７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１００５２ 的中 �� ３５３（６２番人気）�� １０７８７（３番人気）�� １０７０（３３番人気）
３連複票数 計 ７３６１５１ 的中 ��� １０６０（８６番人気）
３連単票数 計１０５５６４５ 的中 ��� １１６（７１４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．１―１１．０―１２．３―１２．６―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．３―３３．３―４５．６―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニ ュ ー ト ン �
�
父 エイシンワシントン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１１．１５ 東京５着

２００６．３．１１生 牡２栗 母 ユメノオーロラ 母母 オーロラターフ ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔その他〕 ギャングバスターズ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」

の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンワードダンク号は，平成２１年１月７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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アルダレス号・ガイアファイア号
（非抽選馬） ６頭 オメガドルチェ号・カネトシジュラール号・コスモカラーズ号・サキノキングオー号・マキシムギンガ号・

ミキノハート号



３３０１４１２月７日 晴 良 （２０中山５）第２日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

６１１ ファインビスティー 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹ビスティーズホース
ユニオン 尾形 充弘 新冠 松浦牧場 ４９０－ ４１：５５．４ １．７�

５１０ スターリバイバル 牡２栗 ５５ 吉田 豊�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ５０４＋ ２１：５５．８２� ６．０�
３５ サトノバロン 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５０６＋ ６１：５７．５大差 ４．４�
４８ プロヴィデンス 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８６± ０１：５７．８２ １０．２�
１１ ノボレインボー 牝２芦 ５４ 田中 勝春�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４７０＋ ６１：５７．９� ２９．６�
５９ アイスジャッカ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司ディアレスト 宗像 義忠 日高 島瀬 順一 ４８８± ０１：５８．０クビ ２４．３	
６１２ リネントランポリー �２栗 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ５００＋ ４１：５８．４２� ３２９．８

８１６ ウォーエレファント 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 平山牧場 ４８８± ０ 〃 クビ １１２．４�
２４ ド ン ヤ マ ト 牡２栗 ５５ M．デムーロ山田 貢一氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 ４９６＋ ２１：５８．６１ ３９．４�

（伊）

７１４ ゴールドウェーヴ 牡２鹿 ５５
５４ ☆的場 勇人磯波 勇氏 高木 登 日高 小屋畑 和久 ４５６＋１６１：５９．０２� １８４．８

８１５ モリトキボウ 牡２栗 ５５ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 斉藤英牧場 ４６４＋ ２１：５９．６３� ３６．３�
４７ インターメディア 牝２鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗小池 繁徳氏 谷原 義明 日高 坂 牧場 ４６２＋ ２１：５９．８１ ６０７．７�
３６ バットマンデガジェ 牡２栗 ５５ 西田雄一郎�ミルファーム 菊川 正達 浦河 中馬 賢治 ４５８＋ ４２：００．２２� ２２３．０�
１２ ファストカントリー 牡２栗 ５５

５２ ▲丸田 恭介平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ５６８＋ ２２：０１．２６ ３５３．０�
７１３ シックスシグマ 牡２黒鹿５５ 菊沢 隆徳�RRA 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４７４＋ ４ 〃 クビ ８５．５�
２３ ザッツライト 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信松尾 正氏 西塚 安夫 青森 東北牧場 ４７６－ ６２：０５．８大差 ２４４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５９１，１００円 複勝： ５２，６４１，１００円 枠連： ２０，７６７，６００円

普通馬連： ７４，４２６，６００円 馬単： ６７，５１９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９４９，７００円

３連複： ８７，１５８，６００円 ３連単： １４４，４４４，１００円 計： ４９５，４９８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（５－６） ３７０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １６０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ４５０円 ３ 連 単 ��� １，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２１５９１１ 的中 � １０２８３３（１番人気）
複勝票数 計 ５２６４１１ 的中 � ３０８３５０（１番人気）� ５７０９４（３番人気）� ６８９９３（２番人気）
枠連票数 計 ２０７６７６ 的中 （５－６） ４１８７９（２番人気）
普通馬連票数 計 ７４４２６６ 的中 �� １２２５０１（２番人気）
馬単票数 計 ６７５１９８ 的中 �� ７９７４６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９４９７ 的中 �� ３９００４（２番人気）�� ５０３８３（１番人気）�� １６５３２（４番人気）
３連複票数 計 ８７１５８６ 的中 ��� １４５０３１（１番人気）
３連単票数 計１４４４４４１ 的中 ��� ６５９２１（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．０―１３．１―１３．７―１３．０―１２．６―１２．７―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．６―３７．７―５１．４―１：０４．４―１：１７．０―１：２９．７―１：４２．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファインビスティー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Pirate’s Bounty デビュー ２００８．１０．１２ 東京２着

２００６．３．２１生 牡２青鹿 母 マジックペイントブラッシュ 母母 Paintbrush ４戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファストカントリー号・シックスシグマ号・ザッツライト号は，平成２１年１月７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。
（非当選馬） ２頭 スイートメロン号・ハニーインチーフ号
※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。



３３０１５１２月７日 晴 良 （２０中山５）第２日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時５０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

６１１ ワールドカルティエ 牡２青 ５５ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ６２：０４．９ １．７�

４８ ライドザウインド 牡２青鹿５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４４４－ ２２：０５．２１� ５．１�
８１６ ワイルドトウショウ 牝２黒鹿５４ 武士沢友治トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６６＋ ２２：０５．４１� １８．７�
１２ マイネルアリオン 牡２鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 静内白井牧場 ４９０＋２２２：０５．５� ３５．８�

７１５ コスモカサブランカ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 静内 千代田牧場 ４７０＋ ２２：０５．７１� ９．７�
２４ ダイワオーダー 牡２鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗大城 敬三氏 嶋田 功 日高 坂口 豊翼 ４７８－ ８２：０５．８クビ ２５４．６	
３６ カンタベリーキング 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥峰 哲馬氏 鈴木 勝美 浦河 荻伏牧場 ４２２－ ６２：０５．９� ２７９．３

７１４ サオリチャン 牝２鹿 ５４ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 小桧山 悟 新冠 秋田牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ８．７�
６１２ ナスノロビン 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ４２４－１２ 〃 ハナ ２７．７�
２３ トドロキエンジェル 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一原田昭太郎氏 高橋 義博 日高 ファニーヒルファーム ４１６－１０２：０６．０クビ ２５．８�
５９ コスモピグマン 牡２鹿 ５５

５２ ▲丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 静内 真歌伊藤牧場 ４６８＋１０２：０６．１� ３０．６�
３５ ホワイトライクミー 牡２芦 ５５ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 門別 下河辺牧場 ４７２＋ ６２：０６．２� ３４．０�
１１ ザバトルブリリアン 牡２栗 ５５ 柴田 善臣宮川 秋信氏 佐藤 全弘 日高 モリナガファーム ４９４＋ ２２：０６．５２ ９４．１�
４７ プリズムドウル 牝２鹿 ５４ 木幡 初広玉井 宏和氏 蛯名 信広 様似 澤井 義一 ４７２－ ２ 〃 クビ ２６０．９�
７１３ イガノハイレディー 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人五十嵐政則氏 水野 貴広 新ひだか 谷山 和喜 ３９２－ ６２：０６．７１ ３３１．７�
８１８ シングアゲン 牡２黒鹿５５ 小野 次郎浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 三木田 明仁 ４５０± ０２：０６．９１� １５５．３�
５１０ ダ ン チ ョ ウ 牡２黒鹿５５ 川島 信二�グランド牧場 �田 研二 新ひだか グランド牧場 B５２２± ０２：０７．５３� ５６８．２�
８１７ ルミナスヘイロー 牡２鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人 �サンデーレーシング 秋山 雅一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０＋ ２２：０７．６� ２７０．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，６４１，０００円 複勝： ３６，１７２，５００円 枠連： ２４，４５２，４００円

普通馬連： ７８，８８６，３００円 馬単： ６６，１０２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１３９，６００円

３連複： ９０，６２３，７００円 ３連単： １４５，２７０，１００円 計： ４９１，２８８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（４－６） ４１０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３６０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� ４，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２２６４１０ 的中 � １０６１６５（１番人気）
複勝票数 計 ３６１７２５ 的中 � １５８９１３（１番人気）� ５３４２９（２番人気）� ２２５１４（５番人気）
枠連票数 計 ２４４５２４ 的中 （４－６） ４４３１９（２番人気）
普通馬連票数 計 ７８８８６３ 的中 �� １３５０６５（１番人気）
馬単票数 計 ６６１０２５ 的中 �� ７４９１６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１３９６ 的中 �� ４０５７２（１番人気）�� １７９０６（２番人気）�� ６７４５（１１番人気）
３連複票数 計 ９０６２３７ 的中 ��� ４０００１（３番人気）
３連単票数 計１４５２７０１ 的中 ��� ２３９２１（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．６―１３．５―１２．９―１２．８―１３．２―１２．４―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３６．４―４９．９―１：０２．８―１：１５．６―１：２８．８―１：４１．２―１：５２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．１
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワールドカルティエ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．８．２３ 札幌７着

２００６．３．１２生 牡２青 母 イ サ ド ラ 母母 オーピーキャット ５戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
※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） １頭 ヒノマルクン号
（非抽選馬） ２頭 カヤドーモトヒメ号・ヒルトップシーン号



３３０１６１２月７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０中山５）第２日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０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

３３ ペネトレーター 牡７黒鹿６０ 横山 義行伊達 敏明氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン
牧場 ４９０＋ ４３：１３．８ ２．３�

６１０ グリューエント 牡５栗 ６０ 西谷 誠 �ノースヒルズマネ
ジメント 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０－ ４３：１４．９７ ２．４�

８１３ サンベルナール 牡４鹿 ６０ 高野 和馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田子 冬樹 新冠 斉藤 安行 ４５２＋ ４３：１６．０７ １９．５�

５７ モリノミヤコ 牡６黒鹿６０ 浜野谷憲尚関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４８６＋ ６ 〃 クビ １１．０�
４６ オンワードアリーテ 牝４鹿 ５８ 宗像 徹�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４８６± ０３：１６．７４ ５１．５�
１１ グランツーリズモ �４黒鹿６０ 五十嵐雄祐飯田 政子氏 藤原 辰雄 静内 千代田牧場 ４８６＋１４３：１７．０１� ７．４	
７１２ スプリングカラー 牝４鹿 ５８ 金子 光希加藤 春夫氏 上原 博之 浦河 川越牧場 ４３２＋ ２３：１７．２１� ３３．８

４５ テイエムフッカツ 牡４鹿 ６０ 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 静内 石川 栄一 ４８０± ０３：１８．２６ ３９．７�
５８ ウエルアップ �３栗 ５８ 平沢 健治平岡 茂樹氏 �田 研二 鵡川 平岡牧場 ４９０－ ８３：１８．３� １９９．０
２２ クイックステップ 牡３鹿 ５８ 柴田 未崎 �ルーラル・オカダ 田中 清隆 門別 松平牧場 ４６４－ ２ 〃 アタマ １８１．５�
３４ � ビービーライナー 牡３黒鹿５８ 穂苅 寿彦�坂東牧場 境 征勝 平取 高橋 啓 ４８６＋ ６３：１９．９１０ ８８．４�
６９ スプリングロック 牡３栗 ５８ 蓑島 靖典加藤 春夫氏 沢 峰次 様似 清水 誠一 ４４８＋１４３：２０．３２� ５８．７�
７１１ クリプトジュエル 牝３栗 ５６ 柴田 大知関 駿也氏 畠山 重則 宮城 関兵牧場 ４３６－ ２３：２３．８大差 ２４３．９�
８１４ スキマチェリー 牡４栗 ６０ 鈴来 直人チエリー商事� 嶋田 功 三石 嶋田牧場 ５０６＋１２ （競走中止） ２０２．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，２６９，２００円 複勝： ２０，６１４，４００円 枠連： ２０，２５４，７００円

普通馬連： ５９，２８５，５００円 馬単： ５６，１５３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６８３，３００円

３連複： ７２，９２３，６００円 ３連単： １４０，８３４，２００円 計： ４０８，０１８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（３－６） ２１０円

普通馬連 �� ２１０円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ４１０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ２，１７０円

票 数

単勝票数 計 １７２６９２ 的中 � ６０２０２（１番人気）
複勝票数 計 ２０６１４４ 的中 � ６８５９０（１番人気）� ６４６７１（２番人気）� １２１０７（５番人気）
枠連票数 計 ２０２５４７ 的中 （３－６） ７４４１５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９２８５５ 的中 �� ２１８０５２（１番人気）
馬単票数 計 ５６１５３８ 的中 �� ８９６６１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６８３３ 的中 �� ６２３８２（１番人気）�� ９３４２（５番人気）�� ７５１９（７番人気）
３連複票数 計 ７２９２３６ 的中 ��� ６８８１７（３番人気）
３連単票数 計１４０８３４２ 的中 ��� ４７９６７（６番人気）

上り １マイル １：５０．９ ４F ５４．６－３F ４１．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペネトレーター �
�
父 オペラハウス �

�
母父 パーシヤンボーイ デビュー ２００３．１１．１６ 東京１着

２００１．３．１８生 牡７黒鹿 母 ア ル ペ ー ジ 母母 エカテリーナⅡ 障害：４戦１勝 賞金 １７，４００，０００円
〔競走中止〕 スキマチェリー号は，１周目３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ゴスペル号・トーセンコックス号・マルブツクロス号



３３０１７１２月７日 晴 良 （２０中山５）第２日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

８１１ チュニジアンブルー 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹�酒井牧場 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４９６ ―１：５５．７ ３．４�

８１０ ローレルセラヴィ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一 �ローレルレーシング 小西 一男 新ひだか 飯岡牧場 ４８０ ―１：５６．３３� ３．６�
７９ フローラルウインド 牝２黒鹿５４ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４５４ ―１：５７．１５ ５．３�
７８ グ レ ゴ リ オ 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣 �グリーンファーム 堀 宣行 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４９０ ―１：５７．４１� ６．７�
６７ コスモハーモニー 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 浦河 一珍棒牧場 ４７０ ―１：５７．８２� ３８．０	
２２ ジャンボマズル 牡２鹿 ５５ 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 三石 萩澤 俊雄 ５１６ ―１：５９．４１０ ３７．８

６６ タマモコロナ 牡２栗 ５５ 松岡 正海タマモ� 伊藤 伸一 静内 前田牧場 ４６２ ―１：５９．９３ １１．７�
４４ ミヤギスピリット 牡２鹿 ５５ 木幡 初広菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４６８ ―２：００．１１� ２７．４�
５５ ジェイケイラン 牝２黒鹿５４ 村田 一誠小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４７６ ―２：００．３１� １０３．９
１１ ベニバナソング �２栗 ５５

５２ ▲千葉 直人ベニバナ組合 後藤 由之 浦河 畔高牧場 ５００ ―２：０３．２大差 １２．４�
３３ ファウンテンリズム 牝２鹿 ５４ 吉田 豊馬目 卓氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６ ―２：０７．９大差 １３．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，２９８，３００円 複勝： ２４，９３７，９００円 枠連： ２４，２０３，０００円

普通馬連： ６５，９２４，４００円 馬単： ５８，７８０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２３７，３００円

３連複： ７１，９６５，９００円 ３連単： １２８，２６８，６００円 計： ４１３，６１６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（８－８） ５４０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３５０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ２，８００円

票 数

単勝票数 計 １８２９８３ 的中 � ４３４１０（１番人気）
複勝票数 計 ２４９３７９ 的中 � ６７０２４（１番人気）� ５２４４７（２番人気）� ２９８２６（３番人気）
枠連票数 計 ２４２０３０ 的中 （８－８） ３３１３３（２番人気）
普通馬連票数 計 ６５９２４４ 的中 �� ８６０１０（１番人気）
馬単票数 計 ５８７８０６ 的中 �� ４２０１０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２３７３ 的中 �� ２４１２０（１番人気）�� １４４４６（２番人気）�� １２３１８（３番人気）
３連複票数 計 ７１９６５９ 的中 ��� ６７７６６（１番人気）
３連単票数 計１２８２６８６ 的中 ��� ３３８８４（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．８―１３．４―１２．８―１２．８―１３．３―１２．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３７．０―５０．４―１：０３．２―１：１６．０―１：２９．３―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

チュニジアンブルー �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 アレミロード 初出走

２００６．５．２５生 牡２黒鹿 母 エアレジェーロ 母母 アルパインスウイフト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ジェイケイラン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベニバナソング号・ファウンテンリズム号は，平成２１年１月７日まで平地競走に出走できない。
※タマモコロナ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３３０１８１２月７日 晴 良 （２０中山５）第２日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時４０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

３４ フェルミオン 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４０４ ―１：１０．０ ８．６�

８１３ リュウキュウサンバ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣棚網るみ子氏 本間 忍 新ひだか 静内白井牧場 ４４８ ―１：１０．６３� １３．８�
４６ オリオンザブルー 牝２青 ５４ 吉田 隼人平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４１０ ― 〃 クビ ６０．７�
２２ シーアンムーン 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４２６ ―１：１１．０２� ２４９．８�
３３ スプリングユノー 牝２鹿 ５４ 松岡 正海加藤 春夫氏 斎藤 誠 様似 様似共栄牧場 ４５２ ―１：１１．３２ ９４．０�
６９ スピードスクエア 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 豊洋牧場 ４４８ ―１：１１．４クビ ４．３	

４５ フレアトウショウ 牝２栗 ５４ 小林 久晃トウショウ産業� 杉浦 宏昭 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４６６ ―１：１１．５� ５２．１


８１４ ヒラボクドリーム 牝２栗 ５４
５３ ☆三浦 皇成�平田牧場 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４４０ ―１：１１．７１� ４．４�

１１ ネオディメンション 牡２青鹿５５ M．デムーロ �キャロットファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４２４ ―１：１１．８� ２．１�
（伊）

６１０ キャシャリン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�畠山牧場 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４１４ ―１：１１．９クビ １２５．３
７１１ エイダイベアハート 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥�東振牧場 西塚 安夫 むかわ 東振牧場 ４１２ ― 〃 クビ ７０．８�
５８ サ ロ ン 牝２鹿 ５４ 石橋 脩野村 茂雄氏 的場 均 新冠 須崎牧場 ４３８ ― 〃 ハナ ４４．１�
５７ ミ ス ミ ヤ ギ 牝２栗 ５４ 木幡 初広菅原 光博氏 大和田 稔 新ひだか 白井 吉美 ４５４ ―１：１２．６４ １２７．５�
７１２ エクリプスロマン 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介杉山 美惠氏 保田 一隆 新ひだか 明治牧場 ４８６ ―１：１３．９８ ５４．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，１３４，８００円 複勝： ２６，８６０，０００円 枠連： ２２，６８１，０００円

普通馬連： ６９，４９３，９００円 馬単： ６６，２０７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１９５，５００円

３連複： ７５，５９７，２００円 ３連単： １４４，３３９，０００円 計： ４５１，５０８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２６０円 � ３２０円 � １，２２０円 枠 連（３－８） １，４３０円

普通馬連 �� ５，７７０円 馬 単 �� １３，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６３０円 �� ３，９７０円 �� ６，２３０円

３ 連 複 ��� ６３，７７０円 ３ 連 単 ��� ４２１，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２３１３４８ 的中 � ２１３３０（４番人気）
複勝票数 計 ２６８６００ 的中 � ３１３９３（４番人気）� ２３１９８（５番人気）� ４８８６（９番人気）
枠連票数 計 ２２６８１０ 的中 （３－８） １１７５５（５番人気）
普通馬連票数 計 ６９４９３９ 的中 �� ８８９６（１４番人気）
馬単票数 計 ６６２０７４ 的中 �� ３６２１（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１９５５ 的中 �� ３５９６（１３番人気）�� １４２９（３１番人気）�� ９０４（４６番人気）
３連複票数 計 ７５５９７２ 的中 ��� ８７５（１１０番人気）
３連単票数 計１４４３３９０ 的中 ��� ２５３（５７７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．４―１１．６―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．４―４６．０―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．６
３ １３－６（５，７）４（８，１４）（９，１２）２（３，１１）１０，１ ４ １３－６（５，４）８，７（２，３，１４）９－（１１，１０）－１，１２

勝馬の
紹 介

フェルミオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Miswaki 初出走

２００６．４．１４生 牝２鹿 母 パテントリークリア 母母 Badge of Courage １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 カネトシユーシャ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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。



３３０１９１２月７日 晴 良 （２０中山５）第２日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時１０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

３３ レッドヴァンクール 牡２鹿 ５５ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５０６－ ２１：１１．４ ２．０�

８１０� ゼットサンサン 牡２栗 ５５ M．デムーロ�フォーレスト 山内 研二 米 Sebastian
L. Varney ４９４－ ８ 〃 ハナ ２．２�

（伊）

１１ アポロストーム 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ４９０＋１６１：１２．１４ ２３．２�
４４ キングオバマ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 ４８０＋ ２１：１２．４２ ２２．２�
５５ クイックハンター 牡２鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成櫻井 正氏 相沢 郁 日高 中川牧場 ４２２－１０１：１２．７２ １３．５�
７８ ブレーヴゴールド 牡２青鹿５５ 吉田 隼人磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 ４６０＋ ２１：１３．２３ １２．２	
２２ ムラマサノメイトー 牡２黒鹿５５ 小林 淳一新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 ４５４－１２１：１４．０５ ５６．５

８９ � キャラメルボイス 牝２栗 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 安平 ノーザンファーム ４１０－ ４１：１４．７４ １９５．８�
６６ � ミ ス ウ ッ ズ 牝２黒鹿５４ 江田 照男雑古 隆夫氏 石毛 善彦 平取 協栄組合 ４２２＋ １１：１６．３１０ ２６１．３�
７７ � エルデストドーター 牝２栗 ５４

５１ ▲千葉 直人平本 敏夫氏 星野 忍 新ひだか 大塚牧場 ４０２＋１６１：１６．６２ １２９．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３０，５０６，８００円 複勝： ５６，７２１，９００円 枠連： ２３，１１４，０００円

普通馬連： ９４，２３５，７００円 馬単： ８９，４１７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１７９，３００円

３連複： ８８，０２３，６００円 ３連単： ２６１，０１５，７００円 計： ６７３，２１４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２５０円 枠 連（３－８） １５０円

普通馬連 �� １６０円 馬 単 �� ３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ３９０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� １，６００円

票 数

単勝票数 計 ３０５０６８ 的中 � １２３６７７（１番人気）
複勝票数 計 ５６７２１９ 的中 � ２７９２２７（１番人気）� １７８３６３（２番人気）� １８２６９（６番人気）
枠連票数 計 ２３１１４０ 的中 （３－８） １１３７６７（１番人気）
普通馬連票数 計 ９４２３５７ 的中 �� ４５１３７２（１番人気）
馬単票数 計 ８９４１７９ 的中 �� ２１７８０２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１７９３ 的中 �� １０９４７９（１番人気）�� １３１４７（６番人気）�� １１５１０（８番人気）
３連複票数 計 ８８０２３６ 的中 ��� １００８７３（３番人気）
３連単票数 計２６１０１５７ 的中 ��� １２０４７８（５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．３―１２．１―１２．０―１３．２

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．３
３ ・（３，４）１０（２，５）１（８，９）－（６，７） ４ ３（４，１０）－５，２，１－（８，９）－６－７

勝馬の
紹 介

レッドヴァンクール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．７．２０ 新潟２着

２００６．４．２５生 牡２鹿 母 パープルホワイト 母母 カ ノ ー プ ス ４戦２勝 賞金 １７，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスウッズ号・エルデストドーター号は，平成２１年１月７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０２０１２月７日 晴 良 （２０中山５）第２日 第８競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２３ スターシップ 牡４芦 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：５４．４ ３．６�

８１６ ローランウェルズ 牡５鹿 ５７
５４ ▲丸田 恭介斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 ５０２－ ６１：５５．１４ ６９．４�

６１２ ストームタイガー 牡６青鹿５７ M．デムーロ吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：５５．２� ３．３�
（伊）

３６ エプソムメサイア 牝５鹿 ５５
５２ ▲宮崎 北斗 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武藤 善則 早来 ノーザンファーム B４５４－１２１：５５．５１� ３６．５�
４８ トラストブラック 牡６栗 ５７ 田中 勝春菅波 雅巳氏 土田 稔 静内 飛野牧場 B５５８＋ ２ 〃 ハナ ２６．０�
６１１ マイネルアベニール 牡３栗 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 ４９２＋ ４１：５５．７１ ５．７	
１１ デ ュ ヴ ァ ル 牡７鹿 ５７ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 村山 明 早来 ノーザンファーム ５４６－１０ 〃 クビ ８．７

５９ ハウンドコップ 牡９鹿 ５７ 大庭 和弥齊藤四方司氏 清水 美波 千歳 社台ファーム B５０６＋ ４ 〃 ハナ ４８．３�
８１５ シルクパナシア 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４６４＋ ４１：５５．８クビ １１．９�
７１３� キープウイニング 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰真部 晴�氏 中島 敏文 浦河 ハヤシファーム B５０２＋ ８ 〃 クビ １７９．９
３５ ウエスタンリジ 	６鹿 ５７

５６ ☆田中 博康西川 賢氏 保田 一隆 静内 北西牧場 ５２０＋１０ 〃 ハナ ２３．９�
５１０ メジロティモン 牡３栗 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B５０６± ０１：５６．１２ １１．１�
４７ アレクシオス 牡５栗 ５７ 村田 一誠 �サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６０－ ４ 〃 ハナ ２０．３�
１２ � ツルマイクィーン 牝７栗 ５５ 中谷 雄太平岩 健一氏 佐々木亜良 三石 平岩牧場 B４６０± ０１：５７．９大差 ３４０．０�
２４ アトラスシーダー 牡３芦 ５６ 石橋 脩 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４９８± ０１：５８．３２
 ８１．８�
７１４ エイミングポイント 牡６鹿 ５７ 岩部 純二 �キャロットファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４７８＋ ２１：５８．５１� １７５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，５９６，２００円 複勝： ３２，３８０，９００円 枠連： ３４，５０３，５００円

普通馬連： １１１，５８９，８００円 馬単： ７４，１２３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，６８４，７００円

３連複： １２５，０２０，７００円 ３連単： ２１６，７５４，１００円 計： ６５２，６５３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １，０５０円 � １５０円 枠 連（２－８） １，７６０円

普通馬連 �� １２，２５０円 馬 単 �� １７，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４２０円 �� ２５０円 �� ３，４２０円

３ 連 複 ��� １２，７９０円 ３ 連 単 ��� ８６，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２３５９６２ 的中 � ５２００１（２番人気）
複勝票数 計 ３２３８０９ 的中 � ７７２０８（１番人気）� ４９２８（１２番人気）� ６９４９０（２番人気）
枠連票数 計 ３４５０３５ 的中 （２－８） １４４９３（１１番人気）
普通馬連票数 計１１１５８９８ 的中 �� ６７２６（３６番人気）
馬単票数 計 ７４１２３３ 的中 �� ３０８９（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４６８４７ 的中 �� ３１４３（２８番人気）�� ４２４９９（１番人気）�� ２２０３（４１番人気）
３連複票数 計１２５０２０７ 的中 ��� ７２１９（４５番人気）
３連単票数 計２１６７５４１ 的中 ��� １８５７（２７４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．９―１２．８―１３．５―１２．６―１２．４―１２．９―１２．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３７．３―５０．８―１：０３．４―１：１５．８―１：２８．７―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スターシップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００６．７．３０ 新潟５着

２００４．４．２８生 牡４芦 母 フラワーフェア 母母 フアイアフラワー ２０戦４勝 賞金 ３５，０００，０００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 ジェントルフォーク号・スプリングザスパ号・トーセンゴライアス号・ブリリアントタイム号・マイイージス号・

レオティアラ号
※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。



３３０２１１２月７日 晴 良 （２０中山５）第２日 第９競走 ��
��１，２００�クリスマスローズステークス

発走１４時１０分 （芝・右・外）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

２２ スガノメダリスト 牡２栗 ５５ 吉田 隼人菅原 光博氏 大和田 稔 三石 田上 稔 ４６２－ ２１：０８．８ １５．２�

５５ コリコパット 牡２鹿 ５５ 中舘 英二吉田 照哉氏 武藤 善則 浦河 社台ファーム ４４２± ０１：０８．９� １７．５�
８１２ アドバンスヘイロー 牡２青鹿５５ 三浦 皇成西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４４２－ ４１：０９．３２� ５．０�
５６ � アラマサローズ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４０８－ ２ 〃 クビ ４９．７�
１１ エ ペ デ ュ ー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司石橋 松蔵氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４６８－ ４１：０９．４� １１．６�
４４ コルサージュ 牝２青 ５４ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１８－ ２１：０９．５クビ ２６．４�
７９ コスモユウコリン 牝２青 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋１０１：０９．７１� １０．２	
３３ ラブチャーミー 牝２鹿 ５５ 藤岡 佑介増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田 三千雄 ４４０－ ６ 〃 クビ ３９．３

８１１ ツルマルジャパン 牡２青 ５６ 柴田 善臣鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４９２＋１０１：０９．８� １．６�
６７ タイキジャガー 牡２鹿 ５５ M．デムーロ�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７２＋１２１：１０．７５ ４０．９�

（伊）

７１０ ミラグロレディ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 B４５２－ ６１：１１．６５ ４４．９
６８ � リュウノシルバー 牝２芦 ５４ 津村 明秀菊地 捷士氏 �田 研二 新ひだか 前田牧場 ４２４＋２２１：１２．７７ ３２４．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４５，１１３，０００円 複勝： ６７，０５６，５００円 枠連： ３８，５１６，９００円

普通馬連： １６０，１７６，１００円 馬単： １２８，７６９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，６４５，１００円

３連複： １５５，０５２，８００円 ３連単： ３８８，２５３，９００円 計： １，０２８，５８４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ３７０円 � ４２０円 � １９０円 枠 連（２－５） ４，２８０円

普通馬連 �� ５，７５０円 馬 単 �� １５，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５８０円 �� ６７０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ６，１３０円 ３ 連 単 ��� ５８，５９０円

票 数

単勝票数 計 ４５１１３０ 的中 � ２３４６０（５番人気）
複勝票数 計 ６７０５６５ 的中 � ４３０３７（３番人気）� ３７３８５（６番人気）� １１７７８２（２番人気）
枠連票数 計 ３８５１６９ 的中 （２－５） ６６５６（１１番人気）
普通馬連票数 計１６０１７６１ 的中 �� ２０５７５（１９番人気）
馬単票数 計１２８７６９８ 的中 �� ６２３１（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５６４５１ 的中 �� ６８６１（１６番人気）�� １７５６５（６番人気）�� １２５５３（９番人気）
３連複票数 計１５５０５２８ 的中 ��� １８６８８（１８番人気）
３連単票数 計３８８２５３９ 的中 ��� ４８９１（１６６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．３―１１．５―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―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４F４６．２―３F３４．９
３ １１（３，６）８（１，２，１０）９，１２（５，７）４ ４ １１（３，６）（１，２）（５，９，８）（１２，１０）４，７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スガノメダリスト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Gone West デビュー ２００８．６．２１ 福島４着

２００６．３．８生 牡２栗 母 プレイリースカイ 母母 Midsummer Magic ７戦２勝 賞金 ３２，８４６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リュウノシルバー号は，平成２１年１月７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０２２１２月７日 晴 良 （２０中山５）第２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；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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００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 ヒシカツリーダー 牡４青 ５７ 木幡 初広阿部雅一郎氏 小島 貞博 浦河 中村 雅明 ５２８＋ ４１：１１．１ １２．４�

６１２� スリーセブンスピン 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Overbrook
Farm ４８６－ ４ 〃 クビ １．８�

４８ クランエンブレム 牡４鹿 ５７ 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 ５００＋ ６１：１１．３１ １８．１�
３６ サンエムパーム 牡５黒鹿５７ 熊沢 重文村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５３０－ ２ 〃 クビ １４．３�
２３ マジックボンバー 牡４鹿 ５７ M．デムーロ沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４８２＋ ６１：１１．５１� ５．０�

（伊）

８１５� アルシラート 牡４鹿 ５７ 田中 勝春広尾レース� 森 秀行 米 Eve Kuhl-
mann ４８６－ ４１：１１．６	 ４９．６	

７１４ オヤマハリケーン 
７栗 ５７ 柴田 善臣横尾 晴人氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド ４９８－ ８１：１１．９１� ９７．６

５１０� マルターズマッシブ 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Harold

Queen ５０２－ ４１：１２．２１� ３６．７�
５９ � タガノシャンハイ 牡６栗 ５７ 小野 次郎八木 良司氏 湯窪 幸雄 浦河 山口 義彦 ５２４＋ ２ 〃 ハナ １３３．１�
６１１ グリーンアラモード 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５６４＋ ８ 〃 ハナ ２１．５
８１６� ホウショウルビー 牝５鹿 ５５ 田中 博康芳賀 吉孝氏 領家 政蔵 米 Tokyo Thorough-

bred Bureau B５１０＋ ６ 〃 クビ １８８．７�
３５ ア ナ モ リ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４２４－ ４１：１２．３	 ６．１�
７１３� デイフラッシュ 牡６鹿 ５７ 菊沢 隆徳清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５０８＋ ４１：１２．５１� ２１０．５�
１１ タガノエスペランサ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠八木 昌司氏 中尾 秀正 新冠 越湖牧場 ４４８＋ ２１：１２．６� １４６．９�
１２ ウエスタンクィーン 牝６黒鹿５５ 的場 勇人西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４３２－ ２１：１３．７７ ２６９．２�
２４ � ダイワエルパソ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 浅野洋一郎 静内 橋本牧場 ４６６－ ２１：１４．０１� １７５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，４１３，０００円 複勝： ６３，５８９，４００円 枠連： ５２，３８６，４００円

普通馬連： ２２１，２８９，３００円 馬単： １４９，０６１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，２０７，１００円

３連複： ２１６，５４８，６００円 ３連単： ４９２，６３１，６００円 計： １，２９８，１２７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ２８０円 � １２０円 � ４５０円 枠 連（４－６） ６３０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２，０００円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ４，５５０円 ３ 連 単 ��� ２８，６７０円

票 数

単勝票数 計 ４６４１３０ 的中 � ２９６６２（４番人気）
複勝票数 計 ６３５８９４ 的中 � ４５２１０（５番人気）� ２４５０５８（１番人気）� ２４０６５（７番人気）
枠連票数 計 ５２３８６４ 的中 （４－６） ６２００８（３番人気）
普通馬連票数 計２２１２８９３ 的中 �� １５８１５１（４番人気）
馬単票数 計１４９０６１９ 的中 �� ３７４６１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６２０７１ 的中 �� ３３４３６（４番人気）�� ６４５３（２０番人気）�� １９００３（７番人気）
３連複票数 計２１６５４８６ 的中 ��� ３５１８６（１４番人気）
３連単票数 計４９２６３１６ 的中 ��� １２６８５（７９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．３―１２．０―１１．８―１２．６

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．４
３ ・（３，１２）１４（１，６，１６）（１１，１５）（８，７，１３）（５，１０）２，９，４ ４ ・（３，１２）１４（１，６）１６（８，１５）（１１，７）１３（２，５，１０）－９－４

勝馬の
紹 介

ヒシカツリーダー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２００６．７．２３ 函館８着

２００４．２．２７生 牡４青 母 ヒ シ タ エ コ 母母 Last Bird ２０戦５勝 賞金 ８７，１０３，０００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 アウトクラトール号・ウォーターバロン号・グレイトフルタイム号・サワノブレイブ号・ジェットバニヤン号・

タムロイーネー号・トーセンブレイク号
※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。



３３０２３１２月７日 晴 良 （２０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，１９．１２．１以降２０．１１．３０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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

５９ ザ レ マ 牝４栗 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２４－ ２１：３４．７ １２．３�

４７ カレイジャスミン 牝３鹿 ５２ 北村 宏司ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ５００＋１６ 〃 クビ ２５．７�
６１２ ソーマジック 牝３鹿 ５５ 松岡 正海吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ５００＋ ２１：３４．８� ５．０�
６１１� ハートオブクィーン 牝３青鹿５２ 勝浦 正樹泉 俊二氏 水野 貴広 門別 木村牧場 ４７０＋ ６１：３５．１１� ７０．０�
４８ キャッチータイトル 牝５栗 ５１ 中舘 英二 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４９４± ０ 〃 クビ ５４．３�
１１ ウェディングフジコ 牝４黒鹿５０ 武士沢友治荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ １１．１�
３５ ハチマンダイボサツ 牝４黒鹿５３ 吉田 隼人居城 要氏 境 直行 新冠 北勝ファーム ５１０＋ ２１：３５．２クビ ５．４	
３６ イクスキューズ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成岡田 繁幸氏 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋ ４ 〃 クビ １４．７

１２ スペシャルフロート 牝４鹿 ４９ 黛 弘人吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４４４－ ４１：３５．３クビ ９５．１�
８１５ ラズベリータイム 牝５青鹿５１ 村田 一誠広尾レース� 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４６０－ ２１：３５．４� ８２．１
５１０ ヤマニンエマイユ 牝５鹿 ５５．５ 田中 勝春土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ ５．６�
２４ ワルキューレ 牝４青 ５２ 的場 勇人岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B５０２＋ ８ 〃 クビ ３７．５�
７１３ アスクデピュティ 牝４栗 ５１ 吉田 豊廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６１：３５．５クビ １４．０�
８１６ ヘイローフジ 牝５栗 ５３ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４８２± ０ 〃 アタマ ３７．１�
２３ マイネカンナ 牝４栗 ５４ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４３６＋ ２１：３５．７１� １３．８�

（伊）

７１４ ライムキャンディ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５１６＋ ４１：３６．２３ ６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６４，９０４，２００円 複勝： ９６，１９３，０００円 枠連： ９５，５１７，４００円

普通馬連： ４７１，９８０，２００円 馬単： ２４８，８８２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０３，３２０，５００円

３連複： ４６４，０９８，１００円 ３連単： ９７４，３５６，９００円 計： ２，５１９，２５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ３００円 � ６６０円 � ２００円 枠 連（４－５） ４，０００円

普通馬連 �� １６，７７０円 馬 単 �� ３２，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１４０円 �� １，０４０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ２６，４００円 ３ 連 単 ��� ２３３，０９０円

票 数

単勝票数 計 ６４９０４２ 的中 � ４１６７８（６番人気）
複勝票数 計 ９６１９３０ 的中 � ８４９５１（５番人気）� ３１７６１（１０番人気）� １５３８６８（１番人気）
枠連票数 計 ９５５１７４ 的中 （４－５） １７６２８（１９番人気）
普通馬連票数 計４７１９８０２ 的中 �� ２０７７８（５２番人気）
馬単票数 計２４８８８２８ 的中 �� ５５７１（１０３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０３３２０５ 的中 �� ６０００（５０番人気）�� ２５３５０（９番人気）�� １１６０８（２９番人気）
３連複票数 計４６４０９８１ 的中 ��� １２９７８（９０番人気）
３連単票数 計９７４３５６９ 的中 ��� ３０８５（７００番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．８―１２．０―１２．３―１２．２―１０．９―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．８―３５．６―４７．６―５９．９―１：１２．１―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．８

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

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

勝馬の
紹 介

ザ レ マ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Zafonic デビュー ２００６．１１．２６ 京都６着

２００４．３．２１生 牝４栗 母 シ ェ ン ク 母母 Buckwig ２０戦３勝 賞金 １０８，３９７，０００円
※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。



３３０２４１２月７日 晴 良 （２０中山５）第２日 第１２競走 ��
��２，５００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００分 （芝・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 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

２：２９．５
２：２９．５

良

良

６７ ビービーファルコン �４鹿 ５７ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４５４＋ ４２：３４．８ ３．７�

８１１ シ グ ナ リ オ 牡４栗 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６－ ２ 〃 ハナ ２．５�

５５ トーセンジョーカー 牡５栗 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B４６４＋ ６２：３５．２２� ９．８�
２２ クロカンブッシュ 牝４鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４３２＋ ４２：３５．３クビ ２２．８�
７９ 	 コンバットキック 牡３黒鹿５５ 小林 俊彦�ウェルネット 三野宮 通 門別 賀張中川牧場 ４５０± ０２：３５．６２ １１０．５	

（岩手） （岩手）

７８ マチカネゲンジ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ２２：３５．９２ ６．１

４４ サムデイシュアー 牡４鹿 ５７

５６ ☆田中 博康�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４６０＋ ４２：３６．０� ２０．７�
６６ ショウナンラヴァー 牡４青鹿５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－ ６２：３６．１
 ８．３�
１１ ダークフラッシュ 牡６鹿 ５７ M．デムーロ吉澤 克己氏 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４７８＋１２２：３６．３
 １３．５

（伊）

８１０ ウインバリエンテ �７鹿 ５７
５４ ▲丸田 恭介�ウイン 清水 英克 新冠 森永 正志 ４４８－ ６２：３６．７２� １１０．６�

３３ オルドリーバ 牡６鹿 ５７
５４ ▲千葉 直人古川 智洋氏 佐藤 吉勝 三石 畑端牧場 ４５２－ ８２：３７．１２� ９４．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４５，４７８，０００円 複勝： ５２，０２０，１００円 枠連： ４５，１５０，０００円

普通馬連： １８９，５４４，１００円 馬単： １２６，９８５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，４０８，５００円

３連複： １７１，８９３，２００円 ３連単： ４７０，１８４，２００円 計： １，１４９，６６４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（６－８） ２８０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ５９０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 ��� ５，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４５４７８０ 的中 � ９７０７６（２番人気）
複勝票数 計 ５２０２０１ 的中 � １０７１３６（２番人気）� １５１４５７（１番人気）� ４４０７７（５番人気）
枠連票数 計 ４５１５００ 的中 （６－８） １２１４２９（１番人気）
普通馬連票数 計１８９５４４１ 的中 �� ３４１４３８（１番人気）
馬単票数 計１２６９８５９ 的中 �� １０１８１４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８４０８５ 的中 �� ８３４６９（１番人気）�� １７１７０（８番人気）�� ２８２１１（４番人気）
３連複票数 計１７１８９３２ 的中 ��� １０３４０４（３番人気）
３連単票数 計４７０１８４２ 的中 ��� ６５８２７（８番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．９―１２．０―１２．２―１２．８―１３．２―１３．０―１２．７―１２．３―１２．３―１１．９―１１．３―１２．１

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―１９．０―３１．０―４３．２―５６．０―１：０９．２―１：２２．２―１：３４．９―１：４７．２―１：５９．５―２：１１．４―２：２２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビービーファルコン �
�
父 メジロライアン �

�
母父 ダンスホール デビュー ２００７．３．４ 中山４着

２００４．５．１４生 �４鹿 母 スイートバミューダ 母母 スイートジヨアンナ １７戦３勝 賞金 ４３，３９８，０００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。



（２０中山５）第２日 １２月７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 １７０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

２３５，６３０，０００円
８，０４０，０００円
１，４７０，０００円
２４，６８０，０００円
６１，５８３，５００円
５，０９４，８００円
１，７１７，０００円

勝馬投票券売得金
３７４，０８６，６００円
５５５，１０２，０００円
４１８，１１１，６００円
１，６６３，７４３，２００円
１，１８２，２９７，９００円
４５８，６５５，８００円
１，６９２，５２１，１００円
３，６１１，９１６，９００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 ９，９５６，４３５，１００円

総入場人員 ３９，２５３名 （有料入場人員 ３３，８２９名）




