
３３０６１１２月２１日 晴 良 （２０中山５）第６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

５９ � ミスターレンチ 牡２栗 ５５ 江田 照男�ジェイアール 岩戸 孝樹 米
J&J Equine
Investments
Corp, L. C.

５２８＋ ４１：１２．５ １．１�

８１６ 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 ４４６＋ ２１：１２．９２� １０．３�
２４ コスモジブリル 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 郷原 洋行 新ひだか 中橋 正 ４２６＋ ６１：１３．０� １８５．６�
３５ � シルバーフェザント 牡２芦 ５５ 藤田 伸二藤田 在子氏 斎藤 誠 米

Whose Your
Daddy? Breed-
ing LLC

４７８＋ ２１：１３．３１� ２１．６�
６１２ オメガドルチェ 牝２栗 ５４ 北村 宏司原 	子氏 坂本 勝美 新ひだか 岡田スタツド ４６０＋ ８ 〃 クビ ６５．９�
４８ ポルタノーヴァ 牝２栗 ５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 後藤 由之 日高 庄野牧場 ４５６－ ４１：１３．６１� ３２．０	
７１３� エーシンレベルハイ 牝２芦 ５４ 内田 博幸平井 宏承氏 畠山 吉宏 米 Winches-

ter Farm ４７２± ０１：１３．７� ２８．７

３６ シンボリカージナル 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４５０＋ ４ 〃 クビ ４２．１�
８１５ トーセンメロディ 牡２鹿 ５５ 小野 次郎島川 �哉氏 保田 一隆 新ひだか 増本 良孝 B４４４－ ４１：１３．８クビ １６６．２
４７ クリノハッピー 牡２黒鹿５５ 高橋 智大栗本 守氏 本間 忍 浦河 三枝牧場 ４８６－１２１：１４．０１
 ５２０．７�
６１１� 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. B４６８± ０１：１４．３１� １９．４�
５１０ ワンダーキング 牡２鹿 ５５ 横山 義行山本 信行氏 阿部 新生 浦河 出口 宜己 ４５６－ ４１：１４．４� ３１６．５�
１２ ヴィーヴァヴァント 牡２鹿 ５５ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４６０－ ２１：１５．５７ １１４．３�
２３ ア ロ ウ ィ ー 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥吉田 昭一氏 鈴木 勝美 浦河 木村牧場 ５０４－ ４１：１５．８１� ２８８．４�
１１ トーアランラン 牝２鹿 ５４ 木幡 初広東亜駿馬� 松永 康利 豊浦トーア牧場 ４７４－ ６ 〃 クビ ４２８．３�
７１４ カシマアチーブ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 山田 昇史 ４５０－ ６１：１８．８大差 ５７９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，５５２，０００円 複勝： ７０，０４３，５００円 枠連： １７，６３０，７００円

普通馬連： ６４，１８９，４００円 馬単： ６３，２７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６８５，０００円

３連複： ７１，７１５，２００円 ３連単： １３６，２１２，０００円 計： ４７６，３０６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � １，６００円 枠 連（５－８） ２８０円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� １，７８０円 �� ４，６３０円

３ 連 複 ��� ６，７９０円 ３ 連 単 ��� １４，９００円

票 数

単勝票数 計 ２７５５２０ 的中 � ２０３１４８（１番人気）
複勝票数 計 ７００４３５ 的中 � ５２２９３６（１番人気）� ６７７７７（２番人気）� ２４９６（１１番人気）
枠連票数 計 １７６３０７ 的中 （５－８） ４７４５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４１８９４ 的中 �� １６６３０１（１番人気）
馬単票数 計 ６３２７８６ 的中 �� １３１６１６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６８５０ 的中 �� ６２０２１（１番人気）�� ２７７０（１７番人気）�� １０３２（３４番人気）
３連複票数 計 ７１７１５２ 的中 ��� ７８０１（２２番人気）
３連単票数 計１３６２１２０ 的中 ��� ６７４９（４３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．３―１２．６―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．７―４６．３―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミスターレンチ �
�
父 Trippi �

�
母父 Pentelicus デビュー ２００８．１１．２ 東京２着

２００６．２．２８生 牡２栗 母 Meteoric 母母 Country Casual ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシマアチーブ号は，平成２１年１月２１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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 オースミシリング号・クリノシーグリーン号・ショウナンパスカル号・ミツアキフレンド号・リニアラピート号



３３０６２１２月２１日 晴 良 （２０中山５）第６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
１：５２．０

良

不良

８１４ プ ラ ク シ ス 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ
ジメント 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２－ ４１：５７．２ １０２．３�

７１３ シルクアンシエル 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二有限会社シルク田村 康仁 日高 滝本 健二 ４９６－ ８ 〃 クビ １．４�
６１０ ハ イ ゲ ー ト 牡２鹿 ５５ C．ルメール 宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５１４＋１２１：５７．６２� ５．７�

（仏）

３４ ス グ リ ワ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠坂田 行夫氏 粕谷 昌央 新ひだか 土田農場 ４７０＋ ６ 〃 クビ ２２．５�
８１５ マイネルジーニアス 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 浦河 中神牧場 ４８２－ ２ 〃 アタマ ７．６�
２２ ジェイケイクエスト 牡２鹿 ５５ 北村 宏司小谷野次郎氏 大江原 哲 静内 藤川フアーム ５２０－ ６１：５７．８１ ５５．６	
６１１ ベルモントエックス 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４７８＋ ８１：５８．３３ １１９．６

５８ スペースシャトル 牡２鹿 ５５ 江田 照男嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４７０± ０１：５８．４� ２５２．４�
４７ シルクライトアップ 牡２栗 ５５ 柴山 雄一有限会社シルク畠山 重則 静内 畠山牧場 ４４２－ ２１：５９．４６ １１２．６�
７１２ ムサシトップガン 牡２栗 ５５ 小林 淳一新井 孝治氏 沢 峰次 浦河 岡本 昌市 ４５４－１２ 〃 ハナ ４１２．９
１１ センノバルダー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治浅野 正敏氏 蛯名 信広 日高 大沢育成牧場 ４９０＋ ２１：５９．８２� ２４９．０�
５９ ブレーヴクン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �丸幸小林牧場 相沢 郁 浦河 丸幸小林牧場 ４７２－ ６２：００．４３� １２２．３�
３５ ミラクルシーカー 牡２栗 ５５ 吉田 隼人杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４７０－ ４２：００．５� １０．０�
２３ シルクタイトル 牡２鹿 ５５ 田中 勝春有限会社シルク南田美知雄 新冠 中央牧場 ４６２－ ４ 〃 アタマ ４２．０�
４６ カシマモナーク 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４５０＋１０２：０１．２４ ３６１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，５５７，２００円 複勝： ４１，２８２，５００円 枠連： １４，７８７，８００円

普通馬連： ５２，５９９，２００円 馬単： ４７，６７６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８１７，５００円

３連複： ５６，７７１，５００円 ３連単： １００，１０５，５００円 計： ３４６，５９７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，２３０円 複 勝 � ９７０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（７－８） ３３０円

普通馬連 �� ４，６００円 馬 単 �� ２０，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４２０円 �� ３，１８０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ６，６７０円 ３ 連 単 ��� １１４，７２０円

票 数

単勝票数 計 １６５５７２ 的中 � １２７６（８番人気）
複勝票数 計 ４１２８２５ 的中 � ３４２２（８番人気）� ２８５０９５（１番人気）� ２８２１０（３番人気）
枠連票数 計 １４７８７８ 的中 （７－８） ３３０９５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２５９９２ 的中 �� ８４４１（１３番人気）
馬単票数 計 ４７６７６５ 的中 �� １７２６（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８１７５ 的中 �� ２６２７（１４番人気）�� １１３５（２８番人気）�� ２１４１４（２番人気）
３連複票数 計 ５６７７１５ 的中 ��� ６２８３（２０番人気）
３連単票数 計１００１０５５ 的中 ��� ６４４（２１６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．９―１３．２―１３．１―１３．６―１３．３―１３．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３７．４―５０．６―１：０３．７―１：１７．３―１：３０．６―１：４３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．５―３F３９．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

プ ラ ク シ ス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Arch デビュー ２００８．１０．１１ 東京８着

２００６．４．１７生 牡２黒鹿 母 ワンアンドオール 母母 Affability ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出走取消馬 ヴィーヴァコルサ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 スズマーシャル号
※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。



３３０６３１２月２１日 晴 良 （２０中山５）第６日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時４５分 （芝・右）

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

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

４７ トレジャーバトル 牡２栗 ５５ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４６８± ０２：０３．７ ３．２�

７１４ ヒルトップシーン 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６－ ２ 〃 クビ １４．７�

５９ アポロリバティー 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 鎌田 正嗣 ５１６＋ ６２：０４．０１� １．９�
８１７ シュヴァイツァー 牡２青鹿５５ 松岡 正海伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 ５４４＋ ６２：０４．２１� １１．５�
１２ カムレーシング 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 ４８８＋ ４ 〃 ハナ １４．７�
３５ トミケンコウテイ 牡２栗 ５５ O．ペリエ 冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 金成吉田牧場 ４４２＋ ４２：０４．３� ５１．５�

（仏）

８１８ クニノソウシ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春�亀農園 浅野洋一郎 日高 佐々木 直孝 ４３２± ０２：０４．５１ ２２４．０	
２３ マイネルガルボ 牡２鹿 ５５ C．ルメール 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 鵡川 市川牧場 ４２６＋ ６ 〃 クビ ２８．９�
（仏）

３６ クールザヒート 牡２黒鹿５５ 村田 一誠大河内一権氏 松山 将樹 浦河 笹地牧場 ４２４－ ４２：０４．６クビ ４９．９�
１１ フジマサエンブレム 牡２栗 ５５ 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 新冠 越湖牧場 ４２２－ ４２：０４．８１� ２０５．１
５１０ ダイアナバローズ 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二猪熊 広次氏 小笠 倫弘 三石 水上 習孝 ４５４－ ６ 〃 クビ １３．９�
６１１ マキノワールド 牡２鹿 ５５ 木幡 初広島宮 萬喜氏 土田 稔 静内 井高牧場 ４６８＋２０ 〃 ハナ ３２７．７�
７１３ ディーエスファイン 牡２青鹿５５ 大庭 和弥秋谷 壽之氏 成島 英春 浦河 多田 善弘 ４６６－１２２：０５．５４ ２１４．０�
６１２ タケデンエンパイヤ 牝２黒鹿５４ 佐藤 聖也武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 ４１０＋ ６２：０５．９２� ５１７．４�
４８ タツフェニックス 牡２芦 ５５ 内田 博幸鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５４２＋ ２２：０６．３２� ９８．５�
７１５ エーシンベルベット 牝２芦 ５４ 柴山 雄一平井 宏承氏 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 ４４６－ ８２：０６．５１� ３０５．１�
２４ ヒノマルクン 牡２鹿 ５５ 小野 次郎渡邉 光典氏 嶋田 潤 新ひだか 大典牧場 ４５４＋ ６２：０７．３５ １７４．７�
８１６ マイネルセラフィム 牡２栗 ５５ 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 浦河 村下牧場 B５１６－ ８２：０７．７２� ８２．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，４５４，２００円 複勝： ４２，００５，８００円 枠連： ２３，１９３，８００円

普通馬連： ８０，５０５，０００円 馬単： ６２，４４１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，８７９，６００円

３連複： ８６，４１３，４００円 ３連単： １４０，０７９，３００円 計： ４８５，９７２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １２０円 � ２９０円 � １１０円 枠 連（４－７） ２，７３０円

普通馬連 �� ３，１１０円 馬 単 �� ４，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� １４０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� １３，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２２４５４２ 的中 � ５６８８３（２番人気）
複勝票数 計 ４２００５８ 的中 � ９０９８０（２番人気）� １７１７３（６番人気）� １９２１０５（１番人気）
枠連票数 計 ２３１９３８ 的中 （４－７） ６２７６（９番人気）
普通馬連票数 計 ８０５０５０ 的中 �� １９１０９（１０番人気）
馬単票数 計 ６２４４１０ 的中 �� １０７３４（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８８７９６ 的中 �� ７０６４（１０番人気）�� ７５２６６（１番人気）�� １１５９１（７番人気）
３連複票数 計 ８６４１３４ 的中 ��� ４９８０９（４番人気）
３連単票数 計１４００７９３ 的中 ��� ７８３０（３５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．０―１２．７―１２．８―１２．６―１３．０―１２．８―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．３―３５．３―４８．０―１：００．８―１：１３．４―１：２６．４―１：３９．２―１：５１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．３
１
３

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

２
４

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

トレジャーバトル �
�
父 Dr Fong �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．８．１６ 新潟４着

２００６．３．２７生 牡２栗 母 ヴィクトリークライ 母母 Verveine ７戦１勝 賞金 １０，８５０，０００円
〔発走状況〕 シュヴァイツァー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 エターナルレイズ号・ストロングネオ号・ダンスインザムーン号・ミスハナウメノサト号
※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。



３３０６４１２月２１日 晴 良 （２０中山５）第６日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時１５分 （ダート・右）

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

７１３ ランフォルセ 牡２青鹿 ５５
５４ ☆三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：５５．２ ５．７�

３６ サンライズフェア 牡２鹿 ５５ C．ルメール 松岡 隆雄氏 羽月 友彦 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９２－１０１：５６．３７ ４．９�

（仏）

２３ マイネルプエルト 牡２栗 ５５
５２ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ５０４＋ ８１：５６．４� １５０．４�
４８ セイカドルチェ 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４４４－ ２１：５６．７２ ２４７．９�
２４ 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 ４７８－ ２１：５６．８クビ ２．７�
４７ レオアドミラル 牡２栗 ５５ 蛯名 正義�レオ 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４８０－ ８１：５７．０１� ６．９	
７１４ エフティレガシー 牡２鹿 ５５ 松岡 正海吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４４８－ ２１：５７．１クビ ４２．８

６１１ キタサンラリー 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹�大野商事 成島 英春 新ひだか 久米 和夫 ４６８－ ６１：５７．４２ １３．３�
１２ アポロコンクエスト 牡２栗 ５５ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 門別 坂 牧場 ４８４－ ２１：５７．５� １３５．６�
５１０ タイキグラディウス 牡２栗 ５５ 北村 宏司�大樹ファーム 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９２＋１２１：５７．６� ９．７
５９ デライトシチー 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 松永 康利 日高 富川田中牧場 ５１２－ ８１：５９．１９ ２９．３�
３５ ハンドクラッピング 牡２栗 ５５ 小野 次郎加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 B４４８－ ６１：５９．３１� ３２２．４�
１１ グリーンスターズ 牡２芦 ５５ O．ペリエ �有恒 小林 常泰 新ひだか 佐竹 学 ４７６± ０１：５９．４クビ ３２．０�

（仏）

６１２ エバーライジング 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ５３０－ ２２：０１．５大差 ５７．９�
８１６ ナンヨーアウトロー 牡２栗 ５５ 田中 勝春中村 �也氏 小笠 倫弘 静内 グランド牧場 ４５４＋ ８２：０５．０大差 ２０１．５�
８１５ ロードアイアン 牡２鹿 ５５ 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 ４８６－ ６ （競走中止） １７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，９８７，９００円 複勝： ３５，８８５，８００円 枠連： ２０，６９５，７００円

普通馬連： ８０，８３４，０００円 馬単： ５７，４０８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７３２，９００円

３連複： ８４，８２９，３００円 ３連単： １２３，８９５，９００円 計： ４５３，２６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２５０円 � ２００円 � ３，８６０円 枠 連（３－７） １，４７０円

普通馬連 �� １，５２０円 馬 単 �� ３，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� １５，１００円 �� １３，３００円

３ 連 複 ��� ７２，８９０円 ３ 連 単 ��� ３５０，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２２９８７９ 的中 � ３２０３２（３番人気）
複勝票数 計 ３５８８５８ 的中 � ４０２７８（４番人気）� ５８０３５（２番人気）� １８４１（１４番人気）
枠連票数 計 ２０６９５７ 的中 （３－７） １０４２１（６番人気）
普通馬連票数 計 ８０８３４０ 的中 �� ３９４９７（５番人気）
馬単票数 計 ５７４０８１ 的中 �� １３８８４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７３２９ 的中 �� １０６０５（６番人気）�� ４１９（６８番人気）�� ４７６（６４番人気）
３連複票数 計 ８４８２９３ 的中 ��� ８５９（１３３番人気）
３連単票数 計１２３８９５９ 的中 ��� ２６１（６７６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１３．２―１３．３―１２．８―１２．８―１２．８―１３．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３７．６―５０．９―１：０３．７―１：１６．５―１：２９．３―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．７
１
３

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

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

ランフォルセ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００８．８．３ 新潟６着

２００６．３．２８生 牡２青鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 ロードアイアン号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エバーライジング号は，平成２１年１月２１日まで平地競走に出走できない。

ナンヨーアウトロー号は，平成２１年２月２１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 アイティヤマト号・シルクエスポワール号
※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。



３３０６５１２月２１日 晴 良 （２０中山５）第６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）

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

８１３ アドマイヤジェット 牡２鹿 ５５ 内田 博幸近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ５１６ ―１：１１．３ ９．８�

３４ ロジロマンス 牡２鹿 ５５ 横山 典弘久米田正明氏 粕谷 昌央 新ひだか 斉藤スタッド ４７０ ―１：１１．４� １９．６�
７１１ コ ス モ オ ー 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 畔高牧場 ５２６ ―１：１２．２５ １．９�
５７ スプラッシュエンド 牡２栗 ５５ 北村 宏司広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 ４６６ ―１：１２．３� １０．２�
４５ キングスリージョン 牡２栗 ５５ C．ルメール 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：１３．９１０ ６．８�

（仏）

４６ タケデンエンブレム 牡２鹿 ５５ 高橋 智大武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ４９４ ―１：１４．７５ ２０２．３	
８１４ ハ ノ マ ン 牡２芦 ５５

５４ ☆三浦 皇成加藤 信之氏 河野 通文 新冠 長浜 秀昭 ４３６ ― 〃 ハナ １１．３

６１０ マスタープラン 牡２栗 ５５ 藤田 伸二�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 牧場 ４７４ ―１：１５．３３� ５．７�
２２ アイファーラスカル 牡２鹿 ５５ 小野 次郎中島 稔氏 星野 忍 新ひだか 富岡 廣光 ４８８ ―１：１５．６１� ８０．５�
１１ ボーダーライン 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥島田 久氏 河野 通文 日高 坂 牧場 ４９６ ―１：１５．７� ８５．９
６９ エイチエヌランド 牡２栗 ５５ 柴山 雄一鳴田 啓志氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４２２ ―１：１７．０８ ２０３．０�
５８ ガンダイオー 牡２栗 ５５ 江田 照男村田 哲朗氏 平井 雄二 浦河 大成牧場 ４６０ ―１：１７．３２ １１８．８�
７１２ ピ ュ ア ラ ブ 牝２芦 ５４ 吉田 豊山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４６０ ―１：１７．９３� １０１．７�
３３ トーセンレオヴィル 牝２栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真島川 �哉氏 斎藤 宏 新ひだか 岡田スタツド ３６６ ―１：２１．４大差 ２２７．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，４８９，１００円 複勝： ２６，８９４，７００円 枠連： ２１，３５８，６００円

普通馬連： ６４，７５８，６００円 馬単： ５８，４８０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６３８，４００円

３連複： ６９，４９３，８００円 ３連単： １１９，７１７，６００円 計： ４０６，８３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２３０円 � ３４０円 � １２０円 枠 連（３－８） ２，８７０円

普通馬連 �� ５，３００円 馬 単 �� １１，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３２０円 �� ３６０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ４，５６０円 ３ 連 単 ��� ４５，５００円

票 数

単勝票数 計 ２４４８９１ 的中 � １９８６４（４番人気）
複勝票数 計 ２６８９４７ 的中 � ２６４１４（４番人気）� １４８６８（７番人気）� ８６９４４（１番人気）
枠連票数 計 ２１３５８６ 的中 （３－８） ５５０９（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６４７５８６ 的中 �� ９０２６（１９番人気）
馬単票数 計 ５８４８０５ 的中 �� ３９０４（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６３８４ 的中 �� ３７５４（１８番人気）�� １６７１３（３番人気）�� ６１３８（１３番人気）
３連複票数 計 ６９４９３８ 的中 ��� １１２６６（１８番人気）
３連単票数 計１１９７１７６ 的中 ��� １９４２（１４４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．１―１２．０―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．１―４６．１―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤジェット �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Wild Again 初出走

２００６．３．１６生 牡２鹿 母 トキオタヒーチ 母母 Tahiche １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイチエヌランド号・ガンダイオー号・ピュアラブ号・トーセンレオヴィル号は，平成２１年１月２１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。



３３０６６１２月２１日 晴 良 （２０中山５）第６日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

５１０ アイアムマリリン 牝２青鹿５４ C．ルメール 堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７２ ―１：３８．１ ５．１�
（仏）

２３ � ジョウノフィーバー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司小川 義勝氏 藤沢 和雄 愛 Sanjyo
Bokujyo ５１４ ―１：３８．４２ ４．５�

８１６ コスモドロス 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４４６ ―１：３８．８２� ７４．９�
１２ モリトアヤメ 牝２栗 ５４ 吉田 隼人石橋 忠之氏 後藤 由之 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０ ―１：３９．０� ７１．７�
５９ リスクテーカー 牡２栗 ５５ 横山 典弘池谷 誠一氏 粕谷 昌央 三石 原口牧場 ４７４ ―１：３９．２１� ３２．８�
４８ クラルサッハ 牝２鹿 ５４ 北村 友一藤山 栄輔氏 松山 将樹 日高 日高大洋牧場 ４５６ ―１：３９．５１� ２８０．０�
２４ マジカルブリット 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ５２８ ― 〃 アタマ ３．５	
４７ サウザンドライツ 牡２栗 ５５

５４ ☆三浦 皇成臼田 浩義氏 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ５２４ ―１：３９．７１	 １１．１

６１１� グリフィンゲート 牡２鹿 ５５ 田中 勝春吉田 好雄氏 手塚 貴久 米 Summer

Wind Farm ４８６ ―１：３９．９１	 ３．９�
１１ タイキカレラ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�大樹ファーム 田中 清隆 浦河 鎌田 正嗣 ４９４ ―１：４０．１１� ２３．０�
３５ プレジデントダイヤ 牡２青鹿５５ 村田 一誠吉田 義昭氏 的場 均 日高 坂戸 節子 ４４６ ―１：４０．２� ２０７．５
７１３ スーパーシズクン 牡２鹿 ５５ 田面木博公袴田 精一氏 蛯名 信広 新ひだか 三宅牧場 ５０４ ― 〃 クビ ２４０．９�
６１２ ダブルウィーク 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠小川 弘氏 斎藤 宏 日高 荒井ファーム ４４０ ―１：４０．４１	 １７．５�
３６ アルセーヌシチー 牡２鹿 ５５ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ５０２ ―１：４０．６１� ５０．９�
７１４ ナ ガ タ ヒ メ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹紙透 一雄氏 高橋 義博 新冠 森 牧場 ４２８ ―１：４１．２３� ２４７．３�
８１５� タ ツ ア キ コ 牝２栗 ５４ 内田 博幸鈴木 昭作氏 根本 康広 加 UMA ４６２ ―１：４１．５１� ７６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２４４，２００円 複勝： ２７，８７６，９００円 枠連： ２７，０３３，５００円

普通馬連： ７３，７０７，０００円 馬単： ５８，９６０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１５２，６００円

３連複： ７５，０５４，５００円 ３連単： １２１，２４２，９００円 計： ４２７，２７１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � １，１９０円 枠 連（２－５） ５５０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ４，１３０円 �� ３，１３０円

３ 連 複 ��� ２２，６５０円 ３ 連 単 ��� １０１，８００円

票 数

単勝票数 計 ２１２４４２ 的中 � ３２９８８（４番人気）
複勝票数 計 ２７８７６９ 的中 � ４０４４９（４番人気）� ５３３６１（３番人気）� ４４２０（１０番人気）
枠連票数 計 ２７０３３５ 的中 （２－５） ３６２９１（２番人気）
普通馬連票数 計 ７３７０７０ 的中 �� ４６８３６（６番人気）
馬単票数 計 ５８９６０２ 的中 �� １７０１６（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１５２６ 的中 �� １２４０４（６番人気）�� １２５２（３４番人気）�� １６６０（３１番人気）
３連複票数 計 ７５０５４５ 的中 ��� ２４４６（５８番人気）
３連単票数 計１２１２４２９ 的中 ��� ８７９（２６４番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１３．１―１２．９―１２．９―１２．０―１１．０―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．７―３７．８―５０．７―１：０３．６―１：１５．６―１：２６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．５

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

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

アイアムマリリン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Silver Deputy 初出走

２００６．２．４生 牝２青鹿 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ダブルウィーク号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０６７１２月２１日 晴 良 （２０中山５）第６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

４７ アバレダイコ 牡３栗 ５６ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５３２＋ ８１：５３．３ ３．７�

３５ ストロングバサラ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９４± ０ 〃 クビ ２．７�
２４ ダイレクトパス 牡４青鹿５７ 内田 博幸渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４４８± ０１：５３．７２� １３．０�
２３ � グラスゴッド 牡４栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４７８－ ４１：５３．９１ ３８．６�
５９ ウインペイシェント �３鹿 ５６ 北村 宏司�ウイン 後藤 由之 浦河 杵臼牧場 ４８８＋ ８１：５４．１１ ３６．４�
６１２ サイレントフォース 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２６＋ ８１：５４．９５ ４．３	
４８ � エックスダンス 牡３鹿 ５６

５５ ☆三浦 皇成吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム B５２４± ０１：５５．３２� ９．２

３６ � エクロジオン 牡５栗 ５７ 村田 一誠吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４９８－ ２１：５５．４� ３０５．０�
１１ メイスンファースト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 ４８２－ ６１：５６．１４ １６．４�
５１０ モリトパラダイス 牡３芦 ５６ 吉田 豊石橋 忠之氏 阿部 新生 三石 金舛 幸夫 ４７８＋ ２１：５６．３１� ３７．３
８１５ テイクバイストーム 牝３芦 ５４ C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－１０１：５６．７２� １０６．０�
（仏）

８１６� チェリーレインボー 牡３栗 ５６ 武士沢友治櫻井 悦朗氏 中野渡清一 浦河 北俣 益男 ４６２－ ８１：５６．８クビ ２７２．８�
６１１ スタリオンシチー 牡４栗 ５７ O．ペリエ �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 静内 出羽牧場 ５２４＋ ４１：５７．３３ ５０．４�

（仏）

７１３ テンジンミコオウヒ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４３６－１４１：５７．４� ４２６．５�
１２ オリヒメチャーム 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣臼田 浩義氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：５７．６１� １３６．４�
７１４ プロミスフェアー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠臼田 浩義氏 大久保洋吉 門別 日高大洋牧場 ５２６＋１８１：５９．５大差 ６８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，８７３，２００円 複勝： ５１，３５６，５００円 枠連： ３２，６３１，７００円

普通馬連： １３２，７９１，８００円 馬単： ８１，２７３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，８３０，７００円

３連複： １２１，４８５，５００円 ３連単： ２０９，７８５，７００円 計： ６９７，０２８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（３－４） ３００円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ４００円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ３，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２９８７３２ 的中 � ６４６５６（２番人気）
複勝票数 計 ５１３５６５ 的中 � １５８１００（１番人気）� １４１９３３（２番人気）� ３６８９９（４番人気）
枠連票数 計 ３２６３１７ 的中 （３－４） ８１３１１（１番人気）
普通馬連票数 計１３２７９１８ 的中 �� ２６０６２３（１番人気）
馬単票数 計 ８１２７３５ 的中 �� ６８５８９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７８３０７ 的中 �� ７３４４５（１番人気）�� ２０４８３（４番人気）�� １９０９５（５番人気）
３連複票数 計１２１４８５５ 的中 ��� ９８２０８（２番人気）
３連単票数 計２０９７８５７ 的中 ��� ４２７８９（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１３．０―１３．４―１２．４―１２．６―１２．９―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．０―３７．０―５０．４―１：０２．８―１：１５．４―１：２８．３―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アバレダイコ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００７．７．１５ 新潟１４着

２００５．４．２８生 牡３栗 母 ジャスミンブリーズ 母母 ハートコンシャス ２０戦２勝 賞金 ４６，０６０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プロミスフェアー号は，平成２１年１月２１日まで平地競走に出走できない。
※グラスゴッド号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０６８１２月２１日 晴 良 （２０中山５）第６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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５１０ ヒシオフェンス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム ４９８＋ ４１：１０．９ １．８�

６１１ ドリームクラウン 牡３栗 ５６ 松岡 正海セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１２－ ２ 〃 クビ １０．３�
７１４ ジェイケイボストン �５黒鹿５７ 北村 友一小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５２６＋ ４ 〃 ハナ ２１．５�
４７ ハードランナー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４８８－ ２１：１１．１１� １３．１�
８１５ スナークユーチャン 牡４黒鹿５７ 内田 博幸杉本仙次郎氏 嶋田 潤 静内 見上牧場 B４７４± ０１：１１．２クビ ６．９�
４８ ケイアイエーデル 牝３鹿 ５４ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４１６－ ８ 〃 ハナ ２４．８�
１１ スパーブスピリット �５鹿 ５７ 北村 宏司みの商事	 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８４＋ ４１：１１．５１	 ２４．３

３５ スイートフィズ 牝４芦 ５５ 蛯名 正義シンボリ牧場 奥平 雅士 千葉 シンボリ牧場 ５０４－ ４１：１１．７１� ３５．６�
３６ カイテキネオ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥国本 勇氏 河野 通文 門別 前川 義則 ４７２± ０１：１２．０２ ６０．０�
２４ 
 マ ル タ ラ ヴ 牡６鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新冠 村上牧場 B４５４＋ ２１：１２．３１	 ３５４．４
６１２� レッドスポーツカー 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹藤田 在子氏 天間 昭一 米 Gilbert G.

Campbell B４７６＋ ２１：１２．５１� ３７．５�
１２ ブルーチェイサー 牝７黒鹿５５ 田中 勝春篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４８０＋ ２１：１２．８１	 ４２７．３�
８１６ サクライダテン 牡３青鹿５６ O．ペリエ �さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４６０± ０１：１３．１１	 ７．８�

（仏）

７１３ ビーチブリーズ 牝４青鹿 ５５
５４ ☆三浦 皇成吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７６＋ ８１：１３．３１� ４６．３�

２３ シルクヴァルキリー 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二有限会社シルク武藤 善則 新冠 中本牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ ８５．７�
５９ � サウスヒューマー 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 米 WinStar

Farm, LLC ４６４－ ２１：１５．２大差 ９３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，２３５，８００円 複勝： ６０，４７５，０００円 枠連： ３９，７８４，０００円

普通馬連： １５６，７９４，７００円 馬単： ９２，５５０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，７２３，４００円

３連複： １３７，６３０，６００円 ３連単： ２５６，２２９，９００円 計： ８１６，４２４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ３６０円 枠 連（５－６） ６４０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ６８０円 �� １，７５０円

３ 連 複 ��� ３，５８０円 ３ 連 単 ��� ９，４００円

票 数

単勝票数 計 ３３２３５８ 的中 � １４９３４７（１番人気）
複勝票数 計 ６０４７５０ 的中 � ２５５６３５（１番人気）� ５７９０９（３番人気）� ２６９２６（６番人気）
枠連票数 計 ３９７８４０ 的中 （５－６） ４６４０６（２番人気）
普通馬連票数 計１５６７９４７ 的中 �� １７３１７１（２番人気）
馬単票数 計 ９２５５０８ 的中 �� ６２１７５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９７２３４ 的中 �� ３４９８４（２番人気）�� １４０８４（５番人気）�� ５０６４（１９番人気）
３連複票数 計１３７６３０６ 的中 ��� ２８４３１（１０番人気）
３連単票数 計２５６２２９９ 的中 ��� ２０１３７（１８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．４―１２．０―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．１―４６．１―５８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．８
３ ・（１２，１５）（９，１０）１４（３，８，１３）（５，１１）（７，１６）１，４（２，６） ４ １２（１０，１５）１４，８，１１（９，５）（１３，７）（３，１）４，６（２，１６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒシオフェンス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Catrail デビュー ２００８．１．１９ 中山１着

２００５．３．４生 牡３栗 母 オージーカンパニー 母母 Irish Company ７戦３勝 賞金 ３３，９５５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウスヒューマー号は，平成２１年１月２１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。



３３０６９１２月２１日 晴 良 （２０中山５）第６日 第９競走 ��１，８００�千 葉 テ レ ビ 杯
発走１４時１０分 （ダート・右）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６９ レ ツ ィ ー ナ 牝４黒鹿５５ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 門別 谷川畜産 ４６４± ０１：５３．７ ６．９�

７１０ グッドチョイス 牝４栗 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム ４６８＋１０１：５４．２３ １４．６�
２２ グラマトフィラム 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 門別 広富牧場 ４５８－ ２１：５４．５１� １３．１�
５７ ハイカックウ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�桜井牧場 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４４６± ０１：５４．６� ２．７�
８１２ ブルーポラリス 牝５黒鹿５５ 武士沢友治 �ブルーマネジメント平井 雄二 新冠 川上牧場 ４７２－ ２１：５４．７� ２２８．８�
５６ ケージーハッピー 牝３青鹿５４ 三浦 皇成川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 B４９２± ０ 〃 クビ ７．１	
７１１ シュウザンアイ 牝６栗 ５５ 伊藤 工真平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６４＋ ４１：５５．０１� ２０．８

４５ � ニシノナデシコ 牝４芦 ５５ 岩田 康誠西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４６４＋ ２１：５５．２１ １６．５�
８１３� 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 B４６２＋ ２１：５５．４１ ３２７．８�
４４ シルキーステラ 牝６青 ５５ 柄崎 将寿有限会社シルク尾形 充弘 新冠 早田牧場新

冠支場 ４２０＋ ２ 〃 アタマ １４６．１
３３ チャイニーズフレア 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４６０－ ２１：５５．６１� ７．４�
６８ エイダイタカラブネ 牝５芦 ５５ 江田 照男�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ４９２－ ２ （競走中止） １０３．３�
１１ シ ョ ウ カ ク 牝３栗 ５４ 内田 博幸中村 政勝氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４７８＋ ４ （競走中止） ５．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３１，４９０，２００円 複勝： ４９，７０３，８００円 枠連： ３７，０９３，２００円

普通馬連： １５７，８００，７００円 馬単： １０４，６４６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，１６４，９００円

３連複： １４９，６２７，９００円 ３連単： ３１２，０４２，３００円 計： ８８２，５６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２６０円 � ３８０円 � ４２０円 枠 連（６－７） ２，３２０円

普通馬連 �� ３，４３０円 馬 単 �� ６，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� １，３００円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� １２，４４０円 ３ 連 単 ��� ６０，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３１４９０２ 的中 � ３６０１３（３番人気）
複勝票数 計 ４９７０３８ 的中 � ５６８４８（３番人気）� ３３２０５（６番人気）� ２９９７２（７番人気）
枠連票数 計 ３７０９３２ 的中 （６－７） １１８２２（１２番人気）
普通馬連票数 計１５７８００７ 的中 �� ３４００６（１７番人気）
馬単票数 計１０４６４６６ 的中 �� １２５１４（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０１６４９ 的中 �� ９６５６（１５番人気）�� ７６０７（２０番人気）�� ５２８６（２７番人気）
３連複票数 計１４９６２７９ 的中 ��� ８８７８（５１番人気）
３連単票数 計３１２０４２３ 的中 ��� ３７９２（２４３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１３．２―１３．７―１２．７―１２．４―１２．５―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．８―５１．５―１：０４．２―１：１６．６―１：２９．１―１：４１．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レ ツ ィ ー ナ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００６．１１．２５ 東京１着

２００４．４．３生 牝４黒鹿 母 タニウインドタイム 母母 ウインドシアー ９戦４勝 賞金 ３６，８８７，０００円
〔競走中止〕 ショウカク号は，競走中に疾病〔左第１指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

エイダイタカラブネ号は，最後の直線コースで，疾病を発症した「ショウカク」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ショウカク号の調教師畠山重則は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

グラマトフィラム号の騎手勝浦正樹は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。



３３０７０１２月２１日 晴 良 （２０中山５）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�クリスマスカップ

発走１４時４５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，１９．１２．１５以降２０．１２．１４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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

５１０ アブソリュート 牡４黒鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：３４．４ ５．１�

８１６ マイネルファルケ 牡３鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５２４＋ ６１：３４．７１�＋クビ ２．７�

３５ � ファストロック 牡４栗 ５７．５ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Quay
Bloodstock B４９４－ ２１：３４．８� ５．３�

６１２ サ ラ ラ 牝６鹿 ５３ 木幡 初広�瀬 真尚氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４６８－ ８ 〃 ハナ ２２．７�
３６ グレートバルサー 牡７青鹿５２ 村田 一誠大河内一権氏 国枝 栄 静内 小倉 光博 ４７６＋１０１：３５．０１� １５３．０�
４８ クランエンブレム 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５００± ０ 〃 アタマ １７．６	
６１１ マイネエスポワール 牝３栗 ５２ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４３８－ ４ 〃 クビ ４２．５

７１４� ピサノアルハンブラ 牡５鹿 ５５ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

４９８－ ２ 〃 ハナ １４．７�
８１５ キングルーキー 牡５鹿 ５５ O．ペリエ 廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 馬道 隆 B４９６＋ ４１：３５．１	 ２０．８�

（仏）

７１３ ホーマンファラオ 牡６栗 ５６ 吉田 隼人久保 博文氏 安田 隆行 三石 ダイイチ牧場 ４６８＋ ８１：３５．３１� ５３．５
１２ アクロスザヘイブン 牝５鹿 ５４ 柴田 善臣 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：３５．５１� ４８．８�
２４ タケショウオージ 牡３鹿 ５５ 内田 博幸�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４６２＋１２１：３５．７１� ７．０�
１１ � マイネルシュピール 牡５黒鹿５５ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.
Dibben ５１８－１４１：３６．２３ ４３．５�

５９ カ タ ナ 牡６栗 ５５ 吉田 豊首藤 徳氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５１０－ ４ 〃 クビ ４１．３�
２３ ワルキューレ 牝４青 ５３ 北村 友一岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B４９８－ ４ （降着） ４７．４�
４７ ウエスタンクィーン 牝６黒鹿５１ 江田 照男西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４３２± ０１：３６．９４ ２８５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，３３３，７００円 複勝： ６８，５６０，０００円 枠連： ５２，２４２，６００円

普通馬連： ２３９，３６０，１００円 馬単： １３９，８７４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，５６６，６００円

３連複： ２１６，１８７，０００円 ３連単： ４５１，３９４，４００円 計： １，２７３，５１９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（５－８） ５８０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ４６０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 ��� ７，９６０円

票 数

単勝票数 計 ４７３３３７ 的中 � ７４３８３（２番人気）
複勝票数 計 ６８５６００ 的中 � １１７９７６（２番人気）� １６２８０２（１番人気）� ９６３４８（３番人気）
枠連票数 計 ５２２４２６ 的中 （５－８） ６６９６５（１番人気）
普通馬連票数 計２３９３６０１ 的中 �� ２３５５６４（１番人気）
馬単票数 計１３９８７４６ 的中 �� ６１６７３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８５６６６ 的中 �� ５３６７６（１番人気）�� ３０１０９（３番人気）�� ３３６７３（２番人気）
３連複票数 計２１６１８７０ 的中 ��� １０７６４３（２番人気）
３連単票数 計４５１３９４４ 的中 ��� ４１８５６（７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．５―１１．３―１１．９―１２．０―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．５―４６．８―５８．７―１：１０．７―１：２２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アブソリュート �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１．２７ 東京１着

２００４．３．７生 牡４黒鹿 母 プライムステージ 母母 ダイナアクトレス １１戦５勝 賞金 ７２，１９０，０００円
〔降着〕 ワルキューレ号は，２位〔タイム１分３４秒６，着差１�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して「カタナ」号

および「タケショウオージ」号の走行を妨害したため１５着に降着。
〔制裁〕 アブソリュート号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。

ワルキューレ号の騎手北村友一は，最後の直線コースで急に外側に斜行したたことについて平成２０年１２月２７日から
平成２１年１月５日まで騎乗停止。

※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 ショウナンタレント号・リアルコンコルド号
※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。



３３０７１１２月２１日 晴 良 （２０中山５）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第６０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 ６３，０００，０００円 ２５，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，５００，０００円 ６，３００，０００円
付 加 賞 １，２１８，０００円 ３４８，０００円 １７４，０００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
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

２３ セイウンワンダー 牡２青 ５５ 岩田 康誠大谷 高雄氏 領家 政蔵 新ひだか 筒井 征文 ５１４＋１０１：３５．１ ５．４�

６１１ フィフスペトル 牡２鹿 ５５ C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０＋ ６ 〃 アタマ ６．２�

（仏）

３５ � ブレイクランアウト 牡２鹿 ５５ 武 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 米 Shadai Cor-
poration ４４６＋１０１：３５．２� ４．３�

８１５ ホッコータキオン 牡２栗 ５５ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４９８＋ ２ 〃 クビ １２．７�
７１３ ピースピース 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４４－ ６１：３５．５２ ７９．１�
１１ ミッキーパンプキン 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５０＋ ４１：３５．７１� ５．８�

（仏）

１２ シェーンヴァルト 牡２黒鹿５５ 北村 友一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２１：３５．８クビ ５．９	
５９ エイシンタイガー 牡２黒鹿５５ 内田 博幸平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ４８０± ０ 〃 クビ １６．０

４７ オメガユリシス 牡２鹿 ５５ 北村 宏司原 	子氏 坂本 勝美 浦河 桑田 正己 ４７６＋１０１：３６．２２� ４５．３�
３６ トレノパズル 牡２鹿 ５５ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４８６＋ ２１：３６．４１� １９．８�
２４ トウカイフィット 牡２鹿 ５５ 田中 勝春内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ １０５．７
５１０
 トップオブピーコイ 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹横瀬 兼二氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４７４＋ ６１：３６．５クビ １２４．２�
７１４ ブラストクロノス 牡２黒鹿５５ 江田 照男村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 村下 明博 ４６８± ０１：３６．７１� ６６．２�
４８ ツルマルジャパン 牡２青 ５５ 松岡 正海鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 B４９０－ ２１：３６．８� ３３．５�
８１６ ケンブリッジエル 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４６２－ ２１：３６．９クビ ６６．３�
６１２ ゲットフルマークス 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 梅田牧場 ４８６＋ ６１：３７．４３ ２６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０４，７７３，８００円 複勝： ３０５，９００，０００円 枠連： ４４１，３３７，３００円

普通馬連： ２，０５５，８６４，８００円 馬単： １，２１０，９４６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３８８，５０２，９００円

３連複： ２，２０６，９３６，７００円 ３連単： ５，４９５，０３６，２００円 計： １２，４０９，２９８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２１０円 � １９０円 � １６０円 枠 連（２－６） １，６７０円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ３，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ５００円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ２，５８０円 ３ 連 単 ��� １７，２３０円

票 数

単勝票数 計３０４７７３８ 的中 � ４４５１３５（２番人気）
複勝票数 計３０５９０００ 的中 � ３６４７９６（５番人気）� ４１０７０７（３番人気）� ５７５５７２（１番人気）
枠連票数 計４４１３３７３ 的中 （２－６） １９５８６４（８番人気）
普通馬連票数 計２０５５８６４８ 的中 �� ７７４１７１（１０番人気）
馬単票数 計１２１０９４６４ 的中 �� ２４３５０９（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計３８８５０２９ 的中 �� １２２８７０（１０番人気）�� １９６１４４（３番人気）�� ２１２３７３（２番人気）
３連複票数 計２２０６９３６７ 的中 ��� ６３２９２７（７番人気）
３連単票数 計５４９５０３６２ 的中 ��� ２３５３８０（５１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１２．０―１２．５―１２．６―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．０―３４．３―４６．３―５８．８―１：１１．４―１：２３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．３

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

セイウンワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．６．２１ 阪神２着

２００６．４．３０生 牡２青 母 セイウンクノイチ 母母 アンカースティーム ４戦３勝 賞金 １０４，５５０，０００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 ケイアイマッシブ号・サンカルロ号・タイフーンルビー号・ベルベットロード号・マッハヴェロシティ号・

リーチマイドリーム号
※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。



３３０７２１２月２１日 晴 良 （２０中山５）第６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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

８１１ トーセンクラウン 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４７０± ０２：０１．６ ９．７�

７１０ テラノファントム 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２２：０１．９１� ２．１�
２２ スノークラッシャー 牡３栃栗５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４３８－ ２２：０２．１１� ４．０�
５５ 	 コアレスストーム 
５鹿 ５７ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ５０６＋ ２２：０２．３１� １９．５�
６８ アリゾナアベニュー 牡３青鹿５６ 三浦 皇成諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 浦河 酒井牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ ２１．４�
７９ シルクマンハッタン 牡３青鹿５６ 江田 照男有限会社シルク境 征勝 門別 中館牧場 ５０６－ ２ 〃 アタマ ２２．８�
４４ リネンヤクシン 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 戸山 光男氏 南田美知雄 門別 白井牧場 B５２６＋１８２：０２．４クビ ２９．２	

（仏）

８１２ コスモザガリア 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 
ビッグレッドファーム 水野 貴広 門別 庫宝牧場 ４８８－ ４ 〃 クビ ４１．０�
３３ ダブルヒーロー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一小川 弘氏 斎藤 宏 浦河 北光牧場 ５２０＋ ４２：０２．５� １１．６�
５６ アイティトップ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９４－ ２ 〃 同着 ８．８
１１ シルクデュエリスト 牡５黒鹿５７ 木幡 初広有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４７０－ ６２：０２．６クビ １４５．８�
６７ ドレックセル 牡５鹿 ５７ 村田 一誠
森島商事 岩城 博俊 門別 有限会社

飯田牧場 ５５８－ ２２：０３．０２� ２２０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４８，１２９，１００円 複勝： ６０，４０４，４００円 枠連： ４９，９２５，４００円

普通馬連： ２１７，０５０，３００円 馬単： １５１，０４５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，６８０，１００円

３連複： １８８，９９０，３００円 ３連単： ４９３，２２６，５００円 計： １，２６２，４５１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（７－８） ６４０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ６４０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 ��� ８，９５０円

票 数

単勝票数 計 ４８１２９１ 的中 � ３９２９５（４番人気）
複勝票数 計 ６０４０４４ 的中 � ４８９４４（５番人気）� ２１９１３２（１番人気）� １１７５５９（２番人気）
枠連票数 計 ４９９２５４ 的中 （７－８） ５７７３８（３番人気）
普通馬連票数 計２１７０５０３ 的中 �� ２０３２７６（２番人気）
馬単票数 計１５１０４５１ 的中 �� ３８５９９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３６８０１ 的中 �� ４１６９７（３番人気）�� １７１４８（９番人気）�� ８９２３１（１番人気）
３連複票数 計１８８９９０３ 的中 ��� １４１４２４（１番人気）
３連単票数 計４９３２２６５ 的中 ��� ４０７００（２２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１１．５―１２．７―１２．８―１２．７―１２．７―１１．７―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．９―３５．４―４８．１―１：００．９―１：１３．６―１：２６．３―１：３８．０―１：４９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．３
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンクラウン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００６．８．１３ 札幌６着

２００４．４．１６生 牡４鹿 母 サンデーブレーヴ 母母 ペニーアップ ２７戦４勝 賞金 ８４，３９１，０００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。



（２０中山５）第６日 １２月２１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 １８４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

３０９，７８０，０００円
４，２６０，０００円
３０，０９０，０００円
３，１７０，０００円
３５，０９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，７５１，０００円
５，３５０，０００円
１，８５８，４００円

勝馬投票券売得金
６３０，１２０，４００円
８４０，３８８，９００円
７７７，７１４，３００円
３，３７６，２５５，６００円
２，１２８，５８１，９００円
７６０，３７４，６００円
３，４６５，１３５，７００円
７，９５８，９６８，２００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 １９，９３７，５３９，６００円

総入場人員 ４４，７０８名 （有料入場人員 ３８，９３７名）




