
３３０３７１２月１４日 雨 重 （２０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

３６ サルバドールアスカ 牡２栗 ５５ 北村 宏司則武 輝一氏 伊藤 伸一 新冠 坂元牧場 ４６０＋１４１：１１．２ １３．４�

６１２ ティアップハーレー 牡２栗 ５５ 吉田 隼人田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４７２－ ４１：１１．４１� ２．９�
８１５ ノボパガーレ 牡２栗 ５５

５４ ☆三浦 皇成�LS.M 河野 通文 浦河 高昭牧場 ４６６－ ４１：１１．５� ６．９�
２４ エアラスティング 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：１１．６� ３．１�
３５ コスモカラーズ 牝２芦 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 松山 将樹 浦河 カナイシスタッド ４５６± ０１：１２．０２� ６．４�
１２ ガイアファイア 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一千葉 正人氏 清水 英克 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４５６± ０１：１２．２１� ５８．６�
８１６ ロックバニヤン 牡２鹿 ５５ 梶 晃啓津村 靖志氏 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 ４７０＋ ８１：１２．４１� １９７．６	
４７ ロマンチックキブン 牡２鹿 ５５ 御神本訓史江川 伸夫氏 田子 冬樹 新ひだか 大滝 康晴 ４５６－ ６１：１２．５クビ １５．５


（大井）

６１１ バンダムチョッパー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春山科 統氏 南田美知雄 浦河 馬道 繁樹 ４２０－１０１：１２．６� ４８．３�
１１ ベルモントダンク 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４６８± ０１：１３．０２� １６２．３
７１３ レインボーストーン �２鹿 ５５ 武士沢友治後藤 繁樹氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 ４７６－１４１：１３．１クビ １４８．０�
７１４ ラヴェニール 牝２鹿 ５４ 津村 明秀柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 マリオステー

ブル ４５６＋ ６ 〃 ハナ １１９．５�
４８ タマモウィナー 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 ４５８＋ ６１：１３．７３� １５．９�
５９ カネトシジュラール 牝２栗 ５４ 大野 拓弥兼松 昌男氏 松山 将樹 新冠 武田 寛治 ４６４－１２１：１４．０１� ３０８．８�
２３ サキノキングオー 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司�原 富夫氏 大和田 稔 新ひだか 原 弘之 ４６０± ０１：１４．１� ２２７．７�
５１０ アロハアゲイン 牡２黒鹿５５ 村田 一誠喜田 啓照氏 岩城 博俊 浦河 佐々木 忠義 ４４４＋ ４１：１５．７１０ ３１６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，０６７，０００円 複勝： ２６，０２７，８００円 枠連： １６，７３６，２００円

普通馬連： ５９，４４９，１００円 馬単： ４４，５５６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１３４，６００円

３連複： ６７，１６５，７００円 ３連単： ９５，１８０，３００円 計： ３４２，３１７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ３５０円 � １３０円 � ２２０円 枠 連（３－６） ６９０円

普通馬連 �� ２，２５０円 馬 単 �� ５，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� １，５７０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ４，０５０円 ３ 連 単 ��� ３２，４２０円

票 数

単勝票数 計 １４０６７０ 的中 � ８２７４（５番人気）
複勝票数 計 ２６０２７８ 的中 � １３９６７（６番人気）� ８２１９６（１番人気）� ２６６３４（４番人気）
枠連票数 計 １６７３６２ 的中 （３－６） １７９６１（３番人気）
普通馬連票数 計 ５９４４９１ 的中 �� １９５４６（１０番人気）
馬単票数 計 ４４５５６４ 的中 �� ６１１０（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１３４６ 的中 �� ６３５７（９番人気）�� ２７９５（１６番人気）�� １３２８２（２番人気）
３連複票数 計 ６７１６５７ 的中 ��� １２２６３（１１番人気）
３連単票数 計 ９５１８０３ 的中 ��� ２１６７（１０３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．２―１１．２―１２．５―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．３―３３．５―４６．０―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．７
３ ・（４，５）６－１５（１２，１６）７（２，１１）１４＝（１，１３）－３－８，１０，９ ４ ４（５，６）（１５，１６）１２（２，７，１１）－１４－１，１３－３＝（８，９）１０

勝馬の
紹 介

サルバドールアスカ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マ ラ キ ム デビュー ２００８．６．２８ 福島４着

２００６．５．１０生 牡２栗 母 ブランドセーヌ 母母 プリンセスロツチ ３戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アロハアゲイン号は，平成２１年１月１４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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 エイシンワールド号・オンワードラート号・トーアランラン号・マキシムギンガ号・ミキノハート号・

メイスンヴィグラス号
※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１４日 雨 稍重 （２０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 （芝・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

１：４８．２
１：４６．７

良

良

８１５ エストシャイン 牝２青鹿５４ 北村 宏司橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか 桜井牧場 ４７０＋ ４１：５１．４ １４．４�

１１ コロンバスサークル 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５４－ ６１：５１．８２� ６．７�
８１６ エオリアンハープ 牝２栗 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４６－１０１：５２．１１� ６．５�
４８ ラークキャロル 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４０６－ ４ 〃 ハナ ９．５�
１２ ルークラッド 牝２芦 ５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 中川 公成 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２ 〃 クビ １５．４�
３５ コスモプリズム 牝２青鹿５４ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 清水 英克 浦河 山下 恭茂 ４５６＋ ６１：５２．４１� １６．５�
４７ ミッドナイトダンス 牝２栗 ５４ 横山 典弘増田 雄一氏 小西 一男 静内 タイヘイ牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ １８．８	
２３ トキノナスティア 牝２黒鹿５４ 木幡 初広田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４３２－１２１：５２．５クビ ８８．１

６１２ ネオコルテックス 牝２鹿 ５４ 小野 次郎大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ４４２＋ ４１：５２．９２� １３１．２�
６１１ ナ パ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成ユアストーリー 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４３２＋ ６ 〃 クビ ４．７�
７１４ ピエナリリー 牝２鹿 ５４ 村田 一誠本谷 兼三氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム ４３８＋１８１：５３．０クビ ５２．７
５９ マ ヤ ノ マ ヤ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４６２± ０１：５３．６３� ３．４�
５１０ ネイティヴアリス 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 酒井 源市 ４０６－ ２１：５３．９１� ３９４．１�
３６ ホワイトデイズ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二飯田 良枝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ５２０＋ ２ 〃 クビ ３９．９�
７１３ マルサンファクタ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義松井三千年氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 ４５４± ０１：５４．５３� ４３．３�
２４ ブラストスイフト 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４３２＋ ４１：５５．４５ ２６０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，３５１，９００円 複勝： ２３，７５２，９００円 枠連： １６，９２５，５００円

普通馬連： ５９，４４１，８００円 馬単： ３９，０９８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５５４，８００円

３連複： ６２，４８８，８００円 ３連単： ８３，０９７，７００円 計： ３１６，７１１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ３８０円 � ２６０円 � ３００円 枠 連（１－８） ９２０円

普通馬連 �� ５，７８０円 馬 単 �� １２，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� １，５５０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ８，５２０円 ３ 連 単 ��� ７７，３４０円

票 数

単勝票数 計 １４３５１９ 的中 � ７８５６（６番人気）
複勝票数 計 ２３７５２９ 的中 � １５３６９（６番人気）� ２６４３４（３番人気）� ２１６０９（５番人気）
枠連票数 計 １６９２５５ 的中 （１－８） １３６４７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５９４４１８ 的中 �� ７５９４（２５番人気）
馬単票数 計 ３９０９８１ 的中 �� ２２２３（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５５４８ 的中 �� ２５５２（２２番人気）�� ２７６３（１８番人気）�� ５３７５（８番人気）
３連複票数 計 ６２４８８８ 的中 ��� ５４１５（２９番人気）
３連単票数 計 ８３０９７７ 的中 ��� ７９３（２５７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．２―１２．６―１２．３―１２．９―１２．７―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．６―４９．２―１：０１．５―１：１４．４―１：２７．１―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．０
１
３
１５（１１，１２）（２，７，１３）（８，９）（５，１６）（４，６）－（１，１４）３－１０
１５，１１，１２（２，１３）（７，９）（４，８）（５，１６）１（３，６，１４）－１０

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エストシャイン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Rainbow Quest デビュー ２００８．６．２２ 福島２着

２００６．３．３１生 牝２青鹿 母 チケットトゥフライ 母母 Mannakea ５戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔発走状況〕 ネイティヴアリス号は，枠入り不良。
※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 ジョウノリリー号・フレッシュゴールド号・ミヤビオウカ号



３３０３９１２月１４日 雨 稍重 （２０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

６１２ ケイアイマーズ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４５６± ０１：３８．３ ３．１�

３６ ヴィーヴァミラコロ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 静内 カントリー牧場 ４７８－ ４１：３８．４� ６．３�
２４ ショーンバローズ 牡２栗 ５５ 藤田 伸二猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新冠 川島牧場 ４８６－ ２１：３８．６１� ３．９�
８１５ ナビエストークス 牡２鹿 ５５ 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２１：３８．８１� ６．８�
８１６ シセイカグヤ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５８± ０１：３８．９� ９．９�
５９ スーパーソブリン 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆田中 博康 �高木競走馬育成牧場 高木 登 新ひだか 澤田 嘉隆 ４４２－ ２ 〃 クビ ８０．９	
４８ コスモディアナ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 白井牧場 ４５４＋ ２１：３９．０クビ ２８．５

７１４ コウヨウティアラ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４６０＋ ２１：３９．２１� ２３．６�
７１３ ブルームインハート 牝２黒鹿５４ 小林 淳一平井 裕氏 本郷 一彦 新ひだか 澤田 嘉隆 ４４０－ ６ 〃 ハナ ２９３．２�
３５ トラストコマチ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成菅波 雅巳氏 河野 通文 日高 滝本 健二 ４１０＋ ２ 〃 ハナ ３５．８
１２ ワニタレスタリ 牝２黒鹿５４ 横山 典弘加藤 信之氏 境 征勝 浦河 �原 敏明 ４６２－ ４ 〃 アタマ ７．６�
４７ ハートノジョーカー 牝２青鹿５４ 木幡 初広鹽田 久義氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４０４＋ ８１：３９．３クビ ３３６．６�
１１ テイエムクロヒョー 牡２青 ５５ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 日高 テイエム牧場門別分場 ４９４＋ ２１：４０．１５ １３６．７�
５１０ ダブルビクトリー 牝２青鹿５４ 村田 一誠小川 弘氏 池上 昌弘 静内 原 伸幸 ３９８－１２１：４０．２� ２５０．０�
２３ コンセプシオン 牡２栗 ５５ 佐藤 聖也村山 忠弘氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ４７０＋１０１：４０．３� ３９７．１�
６１１ メリーイベンター 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人�川島牧場 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４７６＋ ８１：４１．５７ ２２８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４９１，０００円 複勝： ３２，９８０，３００円 枠連： ２０，９７６，９００円

普通馬連： ７１，４６３，８００円 馬単： ４９，９９０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３１８，２００円

３連複： ７４，８５９，６００円 ３連単： １０７，４１９，０００円 計： ３９８，４９８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � １６０円 枠 連（３－６） ７５０円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３２０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 ��� ６，４６０円

票 数

単勝票数 計 １８４９１０ 的中 � ４７７６８（１番人気）
複勝票数 計 ３２９８０３ 的中 � ８５０４７（１番人気）� ３９００１（４番人気）� ５３４５５（２番人気）
枠連票数 計 ２０９７６９ 的中 （３－６） ２０８７２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７１４６３８ 的中 �� ６０９０９（２番人気）
馬単票数 計 ４９９９０１ 的中 �� ２３００８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３１８２ 的中 �� １８２７４（１番人気）�� １８０６６（２番人気）�� ８２８３（８番人気）
３連複票数 計 ７４８５９６ 的中 ��� ３４８８１（２番人気）
３連単票数 計１０７４１９０ 的中 ��� １２２７２（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．１―３６．４―４８．７―１：０１．４―１：１４．０―１：２５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．９

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

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

ケイアイマーズ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 Relaunch デビュー ２００８．７．６ 福島１５着

２００６．３．２７生 牡２鹿 母 アドベンチャーオン 母母 Why Me Lord ５戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アポロアネラ号・サマーヒロイン号・ドリームオーラ号



３３０４０１２月１４日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２０中山５）第４日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時１５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

４４ ブルーベレッタ 牡６鹿 ６０ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント小笠 倫弘 三石 加野牧場 B４９２＋１０３：２１．５ ８．４�

３３ スズカニール 牡３黒鹿５８ 柴田 大知永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４６８＋ ４３：２２．１３� １４９．５�
５６ ドクターグリム 牡６鹿 ６０ 横山 義行松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４７８＋ ４３：２２．３１� ２．４�
８１３ コアレススイフト 牡４鹿 ６０ 平沢 健治小林 昌志氏 �田 研二 平取 コアレススタッド ４８２＋ ４ 〃 ハナ ４．２�
５７ シ ン モ ン 牡３黒鹿５８ 高野 和馬内藤 好江氏 田子 冬樹 静内 平井牧場 ４４６－ ２３：２２．４� １６．１�
６８ � スルーザグリーン �４鹿 ６０ 蓑島 靖典誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 ４５８－ ２３：２２．７１� １３６．９	
６９ パープルコランダム 牝３鹿 ５６ 浜野谷憲尚
ターフ・スポート武藤 善則 浦河 谷川牧場 B４７８－ ２３：２２．９１	 ５６．２�
４５ � サーチエネミー �６鹿 ６０ 穂苅 寿彦 
キャロットファーム 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４６０± ０３：２３．０� ４．８�
８１２ プライドイズハート 牡４鹿 ６０ 金子 光希水谷 精吾氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ４９８－ ２３：２３．７４ ３５．１
７１０ レオスターライト 牡７鹿 ６０ 山本 康志�レオ 岩戸 孝樹 静内 藤沢牧場 ４６６＋ ６３：２４．２３ １６．３�
２２ デンコウラウロ 牝３鹿 ５６ 仲田 雅興田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 日東牧場 ４３４－ ２３：２６．６大差 １８５．５�
７１１ ミスターアタゴ 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐坪野谷和平氏 柄崎 孝 浦河 三嶋牧場 ５３２＋１２３：３０．８大差 １５．３�
１１ キャプテンシチー �４鹿 ６０ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 門別 富川田中牧場 ４３０± ０ （競走中止） ７６．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，８５３，８００円 複勝： １７，１５９，５００円 枠連： １９，４３４，２００円

普通馬連： ４７，７２３，４００円 馬単： ４２，０６７，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３９５，３００円

３連複： ５９，１５３，４００円 ３連単： ９５，８４４，１００円 計： ３１１，６３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２２０円 � ２，５４０円 � １２０円 枠 連（３－４） １４，９６０円

普通馬連 �� ５７，３７０円 馬 単 �� ９９，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，５５０円 �� ３８０円 �� ４，２２０円

３ 連 複 ��� ４０，３５０円 ３ 連 単 ��� ４７１，５６０円

票 数

単勝票数 計 １４８５３８ 的中 � １４０７３（４番人気）
複勝票数 計 １７１５９５ 的中 � １７３５３（４番人気）� １０２０（１３番人気）� ６２７０３（１番人気）
枠連票数 計 １９４３４２ 的中 （３－４） ９５９（２０番人気）
普通馬連票数 計 ４７７２３４ 的中 �� ６１４（５４番人気）
馬単票数 計 ４２０６７６ 的中 �� ３１１（９７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３９５３ 的中 �� ３６７（５２番人気）�� １１４８５（３番人気）�� ８３９（３４番人気）
３連複票数 計 ５９１５３４ 的中 ��� １０８２（７５番人気）
３連単票数 計 ９５８４４１ 的中 ��� １５０（５８３番人気）

上り １マイル １：５２．５ ４F ５５．５－３F ４１．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーベレッタ �
�
父 トワイニング �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００４．１０．１１ 東京２着

２００２．５．２５生 牡６鹿 母 スターシャイン 母母 ミチノクルビー 障害：５戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔競走中止〕 キャプテンシチー号は，２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。
※出走取消馬 エムオーステージ号（疾病〔左前球節炎〕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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マルブツクロス号
（非抽選馬） ３頭 ゴスペル号・トーセンコックス号・ラヴリーゲスト号



３３０４１１２月１４日 雨 重 （２０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

４８ サクラミモザ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司�さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４６８ ―１：１１．３ ４．０�

６１２ ペイントカフェ 牝２黒鹿５４ 吉永 護西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：１２．４７ １１．３�
６１１ コアレスソアラ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一小林 昌志氏 星野 忍 三石 沖田 博志 ４７０ ―１：１２．５クビ ５７．８�
３６ ヤンゲストリーター 牝２鹿 ５４ 内田 博幸桜井 忠隆氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤沢 武雄 ４６６ ―１：１２．６� ５．５�
２３ モルフェキセキ 牝２鹿 ５４

５３ ☆田中 博康並河賢一郎氏 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４８２ ―１：１３．１３ ５５．１�
７１３ プリモローズ 牝２芦 ５４ 吉田 隼人�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６８ ― 〃 クビ ４．４	
３５ スナークキャロル 牝２鹿 ５４ 梶 晃啓杉本仙次郎氏 佐藤 吉勝 新ひだか 見上牧場 ４２０ ―１：１３．２� ７９．２

８１６ シャドウノート 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義飯塚 知一氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４７０ ―１：１３．４１ １４．４�
７１４ ユリカチャン 牝２鹿 ５４ 御神本訓史 H.J．スウィーニィ氏 小島 茂之 新冠 パカパカ

ファーム ４７８ ― 〃 クビ ４．０�
（大井）

２４ コスモマーブル 牝２黒鹿５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 青森 伊藤牧場 ４４８ ―１：１３．９３ ７４．８
５９ オーマイマミー 牝２黒鹿５４ 柴田 大知星野 壽市氏 高松 邦男 日高 前野牧場 ４６２ ―１：１４．５３� ２４８．４�
１１ アイファーヒマワリ 牝２鹿 ５４ 小野 次郎中島 稔氏 星野 忍 新ひだか 加野牧場 ３９４ ― 〃 ハナ １２２．８�
８１５ スイフティー 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真吉永 清人氏 萱野 浩二 鹿児島 吉永ファーム ４０６ ―１：１４．７１� ２３８．９�
５１０ オーゴンビュティ 牝２青 ５４ 藤田 伸二永田 清男氏 高木 登 日高 長谷部牧場 ４６８ ―１：１４．８� １４．０�
４７ ウ ェ リ ナ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ４５０ ―１：１５．０１� ４８．４�
１２ サイモンラメール 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成澤田 昭紀氏 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４６８ ―１：１５．８５ ４８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５２２，８００円 複勝： ２２，９５５，８００円 枠連： ２１，６２３，１００円

普通馬連： ６２，０４６，４００円 馬単： ４５，５９９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７７４，６００円

３連複： ６７，１２５，３００円 ３連単： １００，９０１，０００円 計： ３５７，５４８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � ３１０円 � １，３１０円 枠 連（４－６） ２，１３０円

普通馬連 �� ２，４６０円 馬 単 �� ４，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� ３，７７０円 �� ５，２３０円

３ 連 複 ��� ３９，１００円 ３ 連 単 ��� １５８，４４０円

票 数

単勝票数 計 １７５２２８ 的中 � ３４９５８（２番人気）
複勝票数 計 ２２９５５８ 的中 � ３９９７０（２番人気）� １９６９０（５番人気）� ３６４７（１１番人気）
枠連票数 計 ２１６２３１ 的中 （４－６） ７５１７（９番人気）
普通馬連票数 計 ６２０４６４ 的中 �� １８６７５（８番人気）
馬単票数 計 ４５５９９２ 的中 �� ７５１９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７７４６ 的中 �� ５１９７（１１番人気）�� １２７０（３６番人気）�� ９０９（４５番人気）
３連複票数 計 ６７１２５３ 的中 ��� １２６７（９８番人気）
３連単票数 計１００９０１０ 的中 ��� ４７０（３６７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．０―１２．３―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．７―３３．７―４６．０―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．６
３ ・（３，８）１３－１２（６，１０，１１）１４－１６＝（５，１）－４－（２，９）（７，１５） ４ ・（３，８）１３，１２，１１，６，１４－１０－１６－５－１－４（９，１５）－７，２

勝馬の
紹 介

サクラミモザ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００６．５．４生 牝２黒鹿 母 サクラブーケ 母母 サクラチャイム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３３０４２１２月１４日 雨 稍重 （２０中山５）第４日 第６競走 ��
��２，０００�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

１：５９．９
１：５９．９

良

良

５５ ピースオブラック 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥泉 俊二氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４８２ ―２：０５．９ １１．４�

１１ ネオレボルーション 牡２青鹿５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９８ ―２：０６．０� １．８�
３３ トウカイソニック 牡２黒鹿５５ 村田 一誠内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４８６ ―２：０６．４２� ５８．１�
７９ インフィニットエア 牡２黒鹿５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４ ― 〃 クビ ３．６�
６８ ティアップノブレス 牡２黒鹿５５ 内田 博幸田中 昇氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４ ―２：０６．６１� １０．１�
２２ アースセイバー 牡２栗 ５５

５４ ☆三浦 皇成齊藤四方司氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４６２ ―２：０６．７クビ ９．４�
５６ ブラストタリスマン 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人村中 徳広氏 中川 公成 新冠 川上牧場 ４６４ ― 〃 クビ ４７．３	
８１２ スズカアベニュー 牡２鹿 ５５ 田中 勝春永井 啓弍氏 柄崎 孝 新冠 村上牧場 ４３０ ―２：０６．８� ２１３．９

７１０ コスモリュウキ 牡２栗 ５５ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 中川 浩典 ４６０ ―２：０７．１１� ７６．４�
６７ ネオソクラテス 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣小川 敏夫氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４３０ ―２：０７．８４ １６．５�
４４ ビッグナイト 牡２栗 ５５ 御神本訓史坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 芳住 革二 ４５６ ―２：０８．０１� １４２．３

（大井）

８１１ グラスレジェンド 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５０４ ―２：０８．２１� ２１１．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，５５２，９００円 複勝： ２４，６５５，７００円 枠連： １９，２０３，６００円

普通馬連： ６３，３９６，１００円 馬単： ５８，２２３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３０８，２００円

３連複： ６３，８２７，１００円 ３連単： １２９，１３０，０００円 計： ４０１，２９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ２６０円 � １２０円 � ７５０円 枠 連（１－５） ８８０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ３，３００円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ９，５８０円 ３ 連 単 ��� ５１，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２３５５２９ 的中 � １６３７８（５番人気）
複勝票数 計 ２４６５５７ 的中 � １９９０９（６番人気）� ９２９１９（１番人気）� ５２８４（８番人気）
枠連票数 計 １９２０３６ 的中 （１－５） １６１７０（４番人気）
普通馬連票数 計 ６３３９６１ 的中 �� ５２５５８（３番人気）
馬単票数 計 ５８２２３１ 的中 �� １４３１１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３０８２ 的中 �� １２１４０（３番人気）�� １３４６（２９番人気）�� ３２７４（１７番人気）
３連複票数 計 ６３８２７１ 的中 ��� ４９２１（２６番人気）
３連単票数 計１２９１３００ 的中 ��� １８５６（１４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．９―３６．８―５０．３―１：０３．５―１：１６．１―１：２９．０―１：４１．３―１：５３．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピースオブラック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タイキブリザード 初出走

２００６．３．１０生 牝２鹿 母 タイキフブキ 母母 タイキフォレスト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※トウカイソニック号は，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。



３３０４３１２月１４日 雨 重 （２０中山５）第４日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１３時０５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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

７１２ マイネルプリマス 牡２芦 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－１０１：５２．９ ６．５�

１１ ラ タ ー シ ュ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５０４－１０１：５３．３２� １３．３�
６９ シーフォーアイ 牡２青鹿５５ 横山 典弘加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新ひだか 鹿嶋牧場 ５１８－１４ 〃 クビ ４．７�
３４ � シツジツゴウケン 牡２芦 ５５ 御神本訓史�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７８－ ２１：５３．６１� ６５．９�

（大井）

４５ カ ー ル 牡２鹿 ５５ 内田 博幸菅波立知子氏 斎藤 誠 新冠 松浦牧場 ４８６± ０１：５３．８１ ４．０�
５７ ティアップザスター 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二田中 昇氏 杉浦 宏昭 浦河 久保農場 ５０６－ ２ 〃 ハナ ２５．２	
８１４ ザ デ イ 牝２青鹿５４ 北村 宏司吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６０－ ８１：５３．９� ３７．９

５８ フレンドケント 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹横尾 晴人氏 菊川 正達 静内 野坂牧場 ５１２－１２ 〃 ハナ １７．３�
８１３ ダノンフーバフーバ 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人�ダノックス 池江 泰寿 三石 折手牧場 ４８８－ ２１：５４．１１� ５．９�
２２ ジョウテンキッズ 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４１８－１０１：５４．３１ ４．８
６１０ ピロートーク 牝２栗 ５４ 大野 拓弥齊藤四方司氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４００－ ６ 〃 クビ ３８．２�
４６ トーセンラトゥール 牝２芦 ５４ 村田 一誠島川 �哉氏 中島 敏文 静内 有限会社 エ

スティファーム ４０２－ ８１：５４．４� ６１．８�
３３ � ヴィルヌーヴダスク 牝２栗 ５４

５３ ☆田中 博康伊達 敏明氏 斎藤 宏 日高 サンシャイン
牧場 ４６８＋ ２１：５５．７８ ２７６．５�

７１１� ブラウンアゲイン 牡２鹿 ５５ 武士沢友治キャピタルクラブ 秋山 雅一 新冠 田鎖牧場 ４８８＋ ２１：５７．５大差 ２９８．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，８９１，５００円 複勝： ３６，２７８，５００円 枠連： ２１，０４０，５００円

普通馬連： ９２，６３８，１００円 馬単： ５９，４２４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７２８，１００円

３連複： ９１，０４９，９００円 ３連単： １４５，８１０，９００円 計： ４９６，８６２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １８０円 � ３３０円 � ２００円 枠 連（１－７） ３，０６０円

普通馬連 �� ２，８００円 馬 単 �� ５，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ６９０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ５，４００円 ３ 連 単 ��� ４２，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２３８９１５ 的中 � ２９３７４（５番人気）
複勝票数 計 ３６２７８５ 的中 � ５８５９１（２番人気）� ２４６２２（６番人気）� ５１７２２（３番人気）
枠連票数 計 ２１０４０５ 的中 （１－７） ５０７９（１８番人気）
普通馬連票数 計 ９２６３８１ 的中 �� ２４４３３（１３番人気）
馬単票数 計 ５９４２４９ 的中 �� ８７３０（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７２８１ 的中 �� ６８７７（１２番人気）�� ９９２２（７番人気）�� ５４５９（１７番人気）
３連複票数 計 ９１０４９９ 的中 ��� １２４５２（１８番人気）
３連単票数 計１４５８１０９ 的中 ��� ２５２０（１４９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．８―１３．３―１２．９―１２．９―１２．８―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．７―５０．０―１：０２．９―１：１５．８―１：２８．６―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．１
１
３
９（８，１２）１４，５（２，１３）（１，４，１１）－（３，１０）７＝６・（９，１２，１４）（８，５，１３）（２，１，４，７）１０（３，１１）－６

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

勝馬の
紹 介

マイネルプリマス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．８．３１ 札幌２着

２００６．３．１５生 牡２芦 母 オカノスピカ 母母 ミスマルコチャン ６戦２勝 賞金 １９，０５０，０００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。



３３０４４１２月１４日 雨 重 （２０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）

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

１１ チャームウィーク 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ５２０＋ ６１：１０．８ ４．８�

３５ ラオムフェーレ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４９２＋ ２１：１１．０１� １５．４�
７１３ シンボリシュタルク 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣シンボリ牧場 菊川 正達 門別 シンボリ牧場 ５１６＋ ４ 〃 ハナ ３．０�
２３ ティティボス 牡４鹿 ５７ 内田 博幸冨塚 善三氏 斎藤 誠 門別 坂戸 節子 ４９０＋ ２ 〃 アタマ １５．０�
５１０ アプローズヒーロー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５８＋１０ 〃 ハナ ９．６�
４８ メジロフローラ 牝３栗 ５４ 小野 次郎�メジロ牧場 柴田 政人 洞爺 メジロ牧場 ４５８＋ ４ 〃 アタマ ３９．５	
１２ ドリームウィン 牡４鹿 ５７ 佐藤 聖也平本 敏夫氏 根本 康広 門別 大江牧場 ４６０＋ ４１：１１．１� １３．４

８１６ ヤマニントップギア 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４９８± ０ 〃 ハナ ４．５�
３６ テイエムゲンキボ 牡４黒鹿５７ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ５０２＋ ４１：１１．３１� ４２．８�
２４ ヨイチトレジャー 牝５鹿 ５５ 田中 勝春加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 鮫川 啓一 ４６０＋１２１：１１．８３ １９４．８
７１４ ディーエスルーラー 牡３芦 ５６ 大野 拓弥秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 タニグチ牧場 ４７６－ ８１：１２．１１� ２１１．２�
８１５� チェリークラウン 牡４栗 ５７ 藤田 伸二櫻井 悦朗氏 小西 一男 鵡川 上水牧場 ４８４± ０１：１２．３１� １１．７�
５９ マジュスキュール 牝３栗 ５４ 木幡 初広�ターフ・スポート佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４３０＋ ６ 〃 ハナ １２４．６�
６１２ ザ ム ー ン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一�大北牧場 松永 康利 浦河 大北牧場 ４４４－ ６ 〃 クビ １１９．２�
６１１� トーセンステージ 牡３栗 ５６ 御神本訓史島川 �哉氏 斎藤 宏 静内 岡田スタツド ４６２－ ５１：１２．５１� １０８．０�

（大井）

４７ タイキビッグバン 牡３栗 ５６ 村田 一誠�大樹ファーム 土田 稔 大樹 大樹ファーム ４９８＋ ８１：１２．７１ １６５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１８５，５００円 複勝： ３９，０２４，３００円 枠連： ３２，０１７，１００円

普通馬連： １０７，１５０，４００円 馬単： ７１，４１４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，０７０，５００円

３連複： １０９，７３１，５００円 ３連単： １７０，１２４，６００円 計： ５８５，７１８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � ３５０円 � １４０円 枠 連（１－３） １，６７０円

普通馬連 �� ３，３６０円 馬 単 �� ５，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ３２０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ２，６２０円 ３ 連 単 ��� ２０，８００円

票 数

単勝票数 計 ２５１８５５ 的中 � ４２２２１（３番人気）
複勝票数 計 ３９０２４３ 的中 � ６２７３２（３番人気）� ２１６１０（８番人気）� ９２９６４（１番人気）
枠連票数 計 ３２０１７１ 的中 （１－３） １４２０５（７番人気）
普通馬連票数 計１０７１５０４ 的中 �� ２３５９６（１７番人気）
馬単票数 計 ７１４１４１ 的中 �� ９２８６（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１０７０５ 的中 �� ８３５３（１１番人気）�� ２７０８５（２番人気）�� ８７５６（９番人気）
３連複票数 計１０９７３１５ 的中 ��� ３１００９（５番人気）
３連単票数 計１７０１２４６ 的中 ��� ６０３９（５６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．０―１２．２―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３３．８―４６．０―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３７．０
３ １３（３，７）（１，２）８（５，９，１２）（１０，１６）（４，６）（１４，１５）＝１１ ４ １３，３（１，２）（５，７，８）（１０，１６）（６，９）１２，４（１４，１５）－１１

勝馬の
紹 介

チャームウィーク �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００７．１．２１ 中山１着

２００４．５．２３生 牝４鹿 母 アイアムクロス 母母 ダンシングゴッデス １１戦２勝 賞金 ２３，５４０，０００円
〔発走状況〕 ヨイチトレジャー号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 ヨイチトレジャー号は，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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アクセプトアゲン号・キングオブハイシー号・フレノカトリーヌ号
※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。



３３０４５１２月１４日 曇 重 （２０中山５）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

ま い は ま

舞 浜 特 別
発走１４時０５分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．１２．８以降２０．１２．７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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２３ ダイワルビア 牡４栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ５３０＋ ２１：５１．０ ７．８�

５９ タカオセンチュリー 牡５栗 ５７．５ 藤田 伸二櫻井 登氏 矢作 芳人 新冠 川上 悦夫 B５０４－ ８１：５１．１� ３．４�
８１５ ユウキタイティ 牡４栗 ５５ 蛯名 正義ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ５０２－ ６１：５１．５２� ８．３�
８１４ ケージーハッピー 牝３青鹿５１ 三浦 皇成川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 B４９２± ０１：５１．７１ ４４．７�
２２ トーセンゴライアス 牡４芦 ５６ 柴山 雄一島川 �哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム ５５６－ ２ 〃 アタマ １０．７�
７１２ ブリリアントタイム 牡４鹿 ５４ 木幡 初広芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 谷川牧場 ４９０＋ ４ 〃 ハナ １２０．２�
６１１ ナムラハンター 牡３青鹿５６ 横山 典弘奈村 信重氏 松永 昌博 三石 平野牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ２．８	
４６ ローンジャスティス 牡３栗 ５４ 内田 博幸 
東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：５１．８� １６．５�
７１３ ゲンパチタキオン 牡４鹿 ５６ 鈴来 直人平野 武志氏 中川 公成 浦河 信岡牧場 B５４０± ０ 〃 ハナ ９５．０�
３４ レオソリスト 牡３黒鹿５３ 御神本訓史
レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 ５２２＋ ４１：５１．９クビ ３０．９

（大井）

６１０ バロズハート 牡３栃栗５５ 村田 一誠栗山 良子氏 池上 昌弘 新冠 田渕牧場 ５０８＋ ２１：５２．０� １６．９�
４７ シベリアンライオン 牡６芦 ５４ 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５２６＋２２１：５２．１� ７７．４�
５８ グラスフォーユー 牡７黒鹿５３ 大野 拓弥半沢� 星野 忍 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８０－ ２１：５２．３１� ４４．２�
３５ ロットオブカクテル 牡４黒鹿５４ 勝浦 正樹 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４９８＋ ８１：５２．５１� ４９．０�
１１ ブルーポラリス 牝５黒鹿５０ 武士沢友治 
ブルーマネジメント平井 雄二 新冠 川上牧場 ４７４＋ ２１：５２．７１� ２０８．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，３８５，４００円 複勝： ４９，４６７，９００円 枠連： ３７，８５７，６００円

普通馬連： １５５，９７９，０００円 馬単： ９１，１３７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，５３９，８００円

３連複： １４７，１８３，７００円 ３連単： ３０１，００２，０００円 計： ８５３，５５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２４０円 � １４０円 � ２７０円 枠 連（２－５） ７２０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １，１９０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ３，２９０円 ３ 連 単 ��� １８，２４０円

票 数

単勝票数 計 ３０３８５４ 的中 � ３０９５７（３番人気）
複勝票数 計 ４９４６７９ 的中 � ４８４５７（３番人気）� １２７５６２（２番人気）� ４０７１６（４番人気）
枠連票数 計 ３７８５７６ 的中 （２－５） ３８９２１（３番人気）
普通馬連票数 計１５５９７９０ 的中 �� ８５８８３（５番人気）
馬単票数 計 ９１１３７０ 的中 �� ２２９２９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０５３９８ 的中 �� ２２９０２（２番人気）�� ７８４６（１３番人気）�� ２０６０１（５番人気）
３連複票数 計１４７１８３７ 的中 ��� ３３０６８（８番人気）
３連単票数 計３０１００２０ 的中 ��� １２１７９（４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２４．０―３６．８―４９．６―１：０１．８―１：１４．０―１：２６．４―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３７．０
１
３
１０，１４（３，９）５（２，８，１２，１５）（４，１１）６，７，１，１３
１０（１４，９）（３，１５）（５，１２，１１）（２，４，８）（６，１，７）１３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワルビア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Rubiano デビュー ２００６．１２．３ 中山２着

２００４．３．１７生 牡４栗 母 ル ビ ア 母母 Dazzling Dixie １９戦４勝 賞金 ６２，４５２，０００円
〔制裁〕 ゲンパチタキオン号の騎手鈴来直人は，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 レオティアラ号（疾病〔左後肢挫創〕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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 シュウザンアイ号・シルクパナシア号・ツルマイクィーン号・ニシノナデシコ号・ヘイアンレジェンド号・

ホットストック号・ムーンレスナイト号・ユーガットテースト号
※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。



３３０４６１２月１４日 曇 稍重 （２０中山５）第４日 第１０競走 ��
��２，２００�

み ほ

美浦ステークス
発走１４時４０分 （芝・右・外）

３歳以上，１，６００万円以下；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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

４８ ド ッ ト コ ム 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８０＋ ６２：１６．８ １７．２�

１１ ミッキーチアフル 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０６± ０ 〃 クビ ５．８�
３６ � ネヴァキングダム 牡４黒鹿５７ 北村 宏司�ティーエイチ 藤沢 和雄 英 W. and R.

Barnett Ltd B４９０± ０２：１６．９� ３０．８�
２３ セタガヤフラッグ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５２－ ２２：１７．０クビ ７３．８�
７１３ ブルーマーテル 牡４栗 ５７ 田中 博康村椿 正晃氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 ４６２＋ ２ 〃 アタマ １９．５�
３５ マイネルキーロフ 牡４青鹿５７ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 斉藤 安行 ５０４＋ ８２：１７．１	 ２６．１�
８１５ トウショウウェイヴ 牡３黒鹿５５ 柴田 善臣トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７４＋ ６ 〃 ハナ ２．３	
６１１ エプソムアルテマ 牡７鹿 ５７ 御神本訓史 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 中野 栄治 静内 田原橋本牧場 ４６２－１４ 〃 アタマ １５９．９

（大井）

１２ プ ラ ズ マ 牡７栗 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５０６± ０２：１７．３１
 １３．５�
６１２ コスモピロリ 牡４鹿 ５７ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 清水 利章 浦河 モトスファーム ５１４＋ ２２：１７．４	 ３３．８
５９ マイネルネオス 牡５鹿 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５０－ ４ 〃 クビ １０２．４�
５１０ メトロシュタイン 牡４青鹿５７ 柴山 雄一太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５１２－ ２２：１７．５クビ １３．７�
８１６ ボ ラ ン タ ス 牡４栗 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２６± ０２：１７．９２	 ４７．３�
２４ � サケダイスキ 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥臼井義太郎氏 奥平 雅士 平取 二風谷ファーム ４８６＋ ４２：１８．３２	 ７５．５�
７１４ エフティイカロス 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４８２＋１４２：１８．５� １７．６�
４７ リキサンポイント �５青鹿５７ 藤田 伸二 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B５０４－１０２：１８．８１� ５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，６５４，２００円 複勝： ５８，３７５，７００円 枠連： ４９，２０９，３００円

普通馬連： ２０４，８２９，６００円 馬単： １１７，５７７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，２６０，８００円

３連複： １８４，６４６，６００円 ３連単： ３６７，７２８，７００円 計： １，０７４，２８２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７２０円 複 勝 � ４６０円 � ２４０円 � ８５０円 枠 連（１－４） ７９０円

普通馬連 �� ５，０２０円 馬 単 �� １２，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６２０円 �� ５，７２０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ３３，９３０円 ３ 連 単 ��� ２３９，９６０円

票 数

単勝票数 計 ４２６５４２ 的中 � １９６１１（６番人気）
複勝票数 計 ５８３７５７ 的中 � ３２０５４（６番人気）� ７６３２１（３番人気）� １５９８７（１０番人気）
枠連票数 計 ４９２０９３ 的中 （１－４） ４６０４７（３番人気）
普通馬連票数 計２０４８２９６ 的中 �� ３０１４１（１９番人気）
馬単票数 計１１７５７７９ 的中 �� ７１６７（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９２６０８ 的中 �� ７６１３（１７番人気）�� ２０８２（５７番人気）�� ５５９７（２４番人気）
３連複票数 計１８４６４６６ 的中 ��� ４０１７（１０６番人気）
３連単票数 計３６７７２８７ 的中 ��� １１３１（６８１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１２．３―１２．０―１２．７―１２．４―１２．７―１２．７―１２．５―１２．０―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２４．０―３６．３―４８．３―１：０１．０―１：１３．４―１：２６．１―１：３８．８―１：５１．３―２：０３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

ド ッ ト コ ム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．１２．２ 中山１着

２００５．４．１６生 牡３鹿 母 ビューチフルドラマ 母母 ビューチフルロマン １４戦４勝 賞金 ５９，８０４，０００円
〔制裁〕 ミッキーチアフル号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００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。



３３０４７１２月１４日 曇 重 （２０中山５）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�第１回カペラステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時２０分 （ダート・右）
３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，１９．１２．８以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，１９．１２．７以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

１２ � ビクトリーテツニー 牡４栗 ５６ 横山 典弘榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge
Farm ４８２－ ４１：０８．７レコード １０．７�

４７ スリーアベニュー 牡６栗 ５６ 田中 勝春永井商事� 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ５０４－ ６１：０９．０１� １８．８�
３６ 	 フジノウェーブ 牡６芦 ５８ 御神本訓史大志総合企画� 高橋 三郎 浦河 笹島 政信 ４７８± ０１：０９．１� １９．１�

（大井） （大井）

１１ リミットレスビッド 牡９栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５０２－ ７１：０９．２クビ ２７．５�
３５ ナンヨーヒルトップ 牡３栗 ５５ 柴田 善臣中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム ５０４＋ ４ 〃 ハナ ６．７�
７１４� ワールドハンター 牡４栗 ５６ 三浦 皇成青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ５０６－ ４ 〃 ハナ １６．６	
６１２ アグネスジェダイ 牡６鹿 ５７ 村田 一誠渡辺 孝男氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B５００± ０ 〃 クビ ９８．８

２３ コパノフウジン 牡６栗 ５６ 柴山 雄一小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４５６－ ４１：０９．４１ １２９．７�
２４ � トロピカルライト 牡４芦 ５６ 鷹野 宏史臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 米 James M.

Herbener Jr. ５１２± ０１：０９．５
 １１．４�
７１３ ウエスタンビーナス 牝５黒鹿５４ 郷原 洋司西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 B４６２＋ ８１：０９．６
 １９．９
８１６ チョウカイシャトル 牡６鹿 ５６ 吉田 隼人�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ５４２± ０１：０９．７� ２４．３�
６１１� ダイワエンパイア 牡４青鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 松山 康久 米 France Weiner &

Irwin J. Weiner B４９２＋１８１：０９．９１� ２．６�
５１０ カルナバリート 牡５黒鹿５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ５１８± ０１：１０．０� ４．６�
４８ ワーキングボーイ 牡５鹿 ５６ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 白老ファーム ４９０－ ６１：１０．２１
 ２０２．５�
８１５ タータンフィールズ 牡６鹿 ５６ 津村 明秀後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 B４８０＋１０１：１０．７３ ２２０．２�

（１５頭）
５９ タイセイアトム 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二田中 成奉氏 矢作 芳人 三石 嶋田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ９３，２５５，６００円 複勝： １１５，１１６，１００円 枠連： ９６，６４５，８００円

普通馬連： ５１１，１７７，２００円 馬単： ３０２，８７２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１３，５１８，２００円

３連複： ５０３，４７６，５００円 ３連単： １，１１１，８５０，６００円 計： ２，８４７，９１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ４３０円 � ５３０円 � ６４０円 枠 連（１－４） ４，４１０円

普通馬連 �� ７，７６０円 馬 単 �� １６，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５１０円 �� ３，４２０円 �� ３，３１０円

３ 連 複 ��� ５４，４００円 ３ 連 単 ��� ３７１，８００円

票 数

単勝票数 計 ９３２５５６ 的中 � ６８９４９（４番人気）
複勝票数 計１１５１１６１ 的中 � ７３６６０（５番人気）� ５７１７８（６番人気）� ４６３３５（８番人気）
枠連票数 計 ９６６４５８ 的中 （１－４） １６１７８（１８番人気）
普通馬連票数 計５１１１７７２ 的中 �� ４８６６４（２５番人気）
馬単票数 計３０２８７２７ 的中 �� １３５２０（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１３５１８２ 的中 �� １１２０９（２９番人気）�� ８１６２（３７番人気）�� ８４１８（３５番人気）
３連複票数 計５０３４７６５ 的中 ��� ６８３１（１２８番人気）
３連単票数 計１１１１８５０６ 的中 ��� ２２０７（７６５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．０―１０．６―１１．５―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．１―３２．７―４４．２―５６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３６．０
３ ・（４，１３）（１２，１１）３，１０（５，１６）（１，６，１４）２－８，７，１５ ４ ・（４，１３）（３，１２，１１）１０（５，１６）（１，６）１４，２（７，８）－１５

勝馬の
紹 介

�ビクトリーテツニー �
�
父 Gone West �

�
母父 Carnivalay デビュー ２００６．６．２４ 京都３着

２００４．１．２３生 牡４栗 母 Radu Cool 母母 Purify １８戦６勝 賞金 １２１，３５４，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔出走取消〕 タイセイアトム号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 フジノウェーブ号の騎手御神本訓史は，発走後に外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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シアトルバローズ号
（非抽選馬）１５頭 イクスキューズ号・オースミダイドウ号・クィーンオブキネマ号・サチノスイーティー号・サンツェッペリン号・

ダンスフォーウィン号・テンイムホウ号・ドリームガードナー号・ハギノトリオンフォ号・ピサノパテック号・
フサイチホクトセイ号・フライングアップル号・ペプチドルビー号・マイネルハーティー号・メイショウトッパー号

※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。



３３０４８１２月１４日 曇 稍重 （２０中山５）第４日 第１２競走 ��
��１，８００�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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

３３ � セヴンワンダーズ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義前田 幸治氏 和田 正道 新冠 北星村田牧場 ５２６＋１２１：５０．０ １１．２�

６６ トーセンレーサー 牡７鹿 ５７ 御神本訓史島川 �哉氏 斎藤 宏 静内 岡田スタツド B４６４± ０１：５０．４２� ２１．４�
（大井）

２２ スーパープライド 牡３栗 ５６ 内田 博幸村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４８８＋ ２１：５０．７１	 １．５�
４４ アマミスウィフト 牡４鹿 ５７ 北村 宏司鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４４６± ０１：５０．９１
 ４．８�
６７ � オウシュウヒカリ 牡４黒鹿５７ 武士沢友治西村 專次氏 畠山 吉宏 静内 千代田牧場 ５１２＋１４１：５１．０	 １１０．８�
７９ � アイリッシュホーク 牡７青鹿５７ 柴山 雄一セゾンレースホース� 松山 康久 門別 新井 昭二 ５０８－ ２１：５１．１クビ ３６．２	
１１ � フレアリングベスト 牡７鹿 ５７ 田中 勝春山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５１６－ ２ 〃 クビ １７．９

７８ � アリダーチャーム 牝４鹿 ５５ 小野 次郎栗本 博晴氏 星野 忍 門別 坂 牧場 ４４６－ ２１：５１．２クビ ６９．３�
５５ ヤマニンスプラウト 牝７鹿 ５５

５４ ☆田中 博康土井 肇氏 清水 利章 浦河 廣田 伉助 ４６８＋ ２１：５１．３� １５５．２�
８１１� グレイスフルソング 牝３鹿 ５４ 津村 明秀広尾レース� 国枝 栄 愛 NT Blood-

stock ４３８± ０１：５１．７２� ７．７
８１０ アンテリオール 牡７鹿 ５７ 鷹野 宏史柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７８± ０１：５２．５５ １８２．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４１，０４２，８００円 複勝： ７２，７３２，８００円 枠連： ３７，４２２，２００円

普通馬連： １４７，４９４，７００円 馬単： １３１，４５８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，０８０，１００円

３連複： １３６，３３７，２００円 ３連単： ４４１，８１７，７００円 計： １，０４６，３８６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ２６０円 � ３８０円 � １１０円 枠 連（３－６） ６，６２０円

普通馬連 �� ６，８７０円 馬 単 �� １６，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８３０円 �� ３００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，９００円 ３ 連 単 ��� ４２，９８０円

票 数

単勝票数 計 ４１０４２８ 的中 � ２９０４２（４番人気）
複勝票数 計 ７２７３２８ 的中 � ３５３９６（４番人気）� ２０７８０（６番人気）� ４６５７８６（１番人気）
枠連票数 計 ３７４２２２ 的中 （３－６） ４１７２（１７番人気）
普通馬連票数 計１４７４９４７ 的中 �� １５８６５（１８番人気）
馬単票数 計１３１４５８５ 的中 �� ５８２１（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８０８０１ 的中 �� ４５４８（１８番人気）�� ３５６３６（３番人気）�� １７７３８（６番人気）
３連複票数 計１３６３３７２ 的中 ��� ３４７９３（１０番人気）
３連単票数 計４４１８１７７ 的中 ��� ７５８７（１０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３６．７―４８．７―１：００．６―１：１３．１―１：２５．５―１：３７．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�セヴンワンダーズ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 パ ー ソ ロ ン

２００３．４．３０生 牡５鹿 母 セブンレツトウ 母母 ホクセーミドリ ９戦２勝 賞金 ２６，３１６，０００円
初出走 JRA

※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。



（２０中山５）第４日 １２月１４日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
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
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

２５６，５００，０００円
８，５２０，０００円
１１，９１０，０００円
２，０７０，０００円
２８，２７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，８０６，０００円
５，４５７，６００円
１，７７７，６００円

勝馬投票券売得金
３５９，２５４，４００円
５１８，５２７，３００円
３８９，０９２，０００円
１，５８２，７８９，６００円
１，０５３，４１９，６００円
４１２，６８３，２００円
１，５６７，０４５，３００円
３，１４９，９０６，６００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 ９，０３２，７１８，０００円

総入場人員 ３４，０７０名 （有料入場人員 ）




