
３３０８５１２月２８日 晴 良 （２０中山５）第８日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

３５ ゴールドエンデバー 牡２鹿 ５５ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８６＋ ４１：１２．９ ４．３�

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 ４６４－ ２１：１３．７５ ２．０�

３６ ローブドヴルール 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 日高 小西ファーム ４５８＋ ２ 〃 クビ ２２．８�
２４ エドノゴールド 牡２鹿 ５５ 吉田 豊遠藤 喜松氏 高木 登 静内 マークリ牧場 ４６６＋ ８１：１３．９１� ９．２�
４８ ギンザフロンティア 牡２栗 ５５ 小島 太一有馬 博文氏 小島 太 静内 千代田牧場 ４６４－ ２１：１４．２１� １３４．７�
５９ グローリアスクイン 牝２黒鹿５４ 村田 一誠谷 研司氏 大和田 稔 青森 野々宮牧場 ４９２－ ６１：１４．４１� ３６．３	
８１６ トクトイムスメ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 ４７２－１０１：１４．５� １１．９

７１３ カラードミル 牝２黒鹿５４ 小林 淳一大原 詔宏氏 土田 稔 新冠 有限会社

大原ファーム ４３０－ ４ 〃 ハナ ４０．０�
６１１ アッサムリーフ 牡２鹿 ５５ 横山 義行山上 和良氏 和田 正道 新冠 長浜 秀昭 ４６４＋１０１：１４．７１� １４８．６�
６１２ クリノシーグリーン 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人栗本 博晴氏 高市 圭二 門別 三輪牧場 ４３８－ ２１：１４．８� ９６．３
４７ オンワードラート 牡２鹿 ５５ 高山 太郎�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ５２８＋ ６ 〃 ハナ １３８．９�
７１４ ル ド ゥ ー テ 牡２青鹿５５ 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４４０＋ ６１：１５．０１� ５３．０�
１１ ブラックバロン 牡２鹿 ５５ 池添 謙一丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４９８－１２１：１６．０６ ４０．８�
１２ ナ タ リ ー 牝２鹿 ５４ 内田 博幸渡邊 隆氏 手塚 貴久 平取 びらとり牧場 ４１２－１０１：１６．６３� １２．４�
２３ ショウナンパスカル 牝２黒鹿５４ 田中 勝春国本 哲秀氏 古賀 史生 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ４１：１６．８１� ４６．９�
５１０ アイアムランボー 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 堀 紘一氏 杉浦 宏昭 静内 千代田牧場 B４９２＋１２１：１７．６５ ２１．８�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３４１，４００円 複勝： ３１，８６８，２００円 枠連： ２３，８９２，３００円

普通馬連： ８７，５４８，７００円 馬単： ６２，７１０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３３５，１００円

３連複： ８９，６３６，２００円 ３連単： １２６，２４９，７００円 計： ４６７，５８２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ３９０円 枠 連（３－８） ３３０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ９８０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 ��� ８，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２０３４１４ 的中 � ３７７４４（２番人気）
複勝票数 計 ３１８６８２ 的中 � ５６８１７（２番人気）� １３２０９２（１番人気）� １１２２４（７番人気）
枠連票数 計 ２３８９２３ 的中 （３－８） ５４２２９（１番人気）
普通馬連票数 計 ８７５４８７ 的中 �� １７８９３９（１番人気）
馬単票数 計 ６２７１０６ 的中 �� ４６３８４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３３５１ 的中 �� ４０９４７（１番人気）�� ５４４４（１１番人気）�� ８０４０（６番人気）
３連複票数 計 ８９６３６２ 的中 ��� ３２７６０（５番人気）
３連単票数 計１２６２４９７ 的中 ��� １０４６７（１５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１２．７―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．８―４７．５―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドエンデバー �
�
父 ワシントンカラー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２００８．１０．５ 中山２着

２００６．５．１生 牡２鹿 母 ユシマミヅキ 母母 ユシマクイーン ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 エドノゴールド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エドノゴールド号は，平成２０年１２月２９日から平成２１年１月１８日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアムランボー号は，平成２１年１月２８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） ４頭 アバトルマーゴ号・トーホーグロリア号・ミツアキフレンド号・リニアラピート号
（非抽選馬） １頭 アゲシオ号
※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。



３３０８６１２月２８日 晴 良 （２０中山５）第８日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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

８１６� アークビスティー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 米 Darrell Brown
and Lendy Brown ５２０＋ ２１：５５．１ ５．３�

５１０ ヒゼンリバイバル 牡２鹿 ５５ M．デムーロ�前川企画 奥平 雅士 平取 高橋 幸男 ５１４＋ ４１：５５．６３ ７．０�
（伊）

６１２ スギノブレイド 牡２栗 ５５ 横山 典弘杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ５００＋ ４１：５５．９１� ５．７�

１２ スマイルキング 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義齊藤四方司氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ５０２＋ ６１：５６．３２� ８．２�
５９ クラブトゥギャザー 牡２鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４１：５６．４クビ ３．３�
３６ セイカプレスト 牡２黒鹿５５ 松岡 正海久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４５４＋ ４１：５７．２５ １０．８�
２３ シ ブ ン 牡２栗 ５５ 吉田 隼人今 秀幸氏 水野 貴広 三石 萩澤 泰博 ４５６± ０１：５７．５１� ７．９	
４７ リネントランポリー 	２栗 ５５ 川田 将雅戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ５０８＋ ８ 〃 アタマ ２１５．３

４８ プロヴィデンス 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８６± ０１：５７．７１� ２６．９�
７１４ ハバナシガー 牡２芦 ５５ 吉田 豊吉田 千津氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：５７．８クビ ２４１．０�
８１５ アイティヤマト 牡２鹿 ５５ 村田 一誠一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新ひだか 加野牧場 ５４０＋ ８１：５８．５４ ３４６．４
１１ コスモハーモニー 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 浦河 一珍棒牧場 ４６４－ ６１：５８．６� ９４．６�
２４ ホットコーヒー 牡２栗 ５５ 四位 洋文ディアレスト 柄崎 孝 新冠 オートファー

ム �渡 ４９２＋ ８１：５９．２３� １４０．３�
６１１ ダイワモースト 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝大城 敬三氏 田中 清隆 三石 追分ファーム ４８８－ ２ 〃 ハナ ３４．３�
７１３ シルクエスポワール 牡２栗 ５５ 江田 照男有限会社シルク大和田 稔 日高 加藤牧場 ４７４± ０１：５９．４１� ２３５．４�
３５ ノボビクトリー 牡２鹿 ５５ 横山 義行�LS.M 河野 通文 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４４６－ ４１：５９．６１ ４２５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，３０８，８００円 複勝： ３８，２１７，４００円 枠連： ２６，２０９，３００円

普通馬連： １００，５６８，５００円 馬単： ７０，８６９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，９３２，６００円

３連複： １０５，６７８，２００円 ３連単： １５１，９２８，９００円 計： ５４６，７１３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � １８０円 枠 連（５－８） ５００円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ４，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ４７０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ４，３９０円 ３ 連 単 ��� ２４，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２４３０８８ 的中 � ３６２６４（２番人気）
複勝票数 計 ３８２１７４ 的中 � ６１５８７（２番人気）� ３４２６９（６番人気）� ５８９０９（３番人気）
枠連票数 計 ２６２０９３ 的中 （５－８） ３９３６８（１番人気）
普通馬連票数 計１００５６８５ 的中 �� ３５６７６（８番人気）
馬単票数 計 ７０８６９９ 的中 �� １２１５５（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８９３２６ 的中 �� ８９３６（１０番人気）�� １６１７８（３番人気）�� ６９１７（１６番人気）
３連複票数 計１０５６７８２ 的中 ��� １７７８４（１７番人気）
３連単票数 計１５１９２８９ 的中 ��� ４５２８（９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３７．１―５０．６―１：０３．９―１：１６．５―１：２９．７―１：４２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アークビスティー �
�
父 Street Cry �

�
母父 Sky Classic デビュー ２００８．１２．７ 阪神４着

２００６．５．１１生 牡２鹿 母 Celestic 母母 Phydilla ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
※ノボビクトリー号は，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。



３３０８７１２月２８日 晴 良 （２０中山５）第８日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

１：４８．２
１：４６．７

良

良

８１６ ケニアブラック 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４３４± ０１：５０．９ １．７�

６１２ ジャストルーラー 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７２＋１２１：５１．１１� １６．１�
３６ ディヴァインレッド 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 様似 猿倉牧場 ４６０＋ ２１：５１．２クビ １９．４�
４７ � プラチナチャリス 牝２黒鹿５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 国枝 栄 英 K. Yoshida ４７０± ０ 〃 クビ ６．８�
２３ アルストリスタン 牡２栗 ５５

５４ ☆三浦 皇成池田 正孝氏 河野 通文 新冠 大栄牧場 ４５８± ０１：５１．３クビ ６．１�
１１ サニーサンデー 牡２栗 ５５ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８６＋ ２１：５１．５１� １３．０	
５９ ラークフライト 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ４１：５１．８１� １２．１

６１１ 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± ０１：５２．０１� ４３．５�
５１０ コスモベリッシマ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹 �ビッグレッドファーム 成島 英春 日高 宝寄山 敏之 ３９６－１６１：５２．１� ２０３．８�
７１３ サニングキャプテン 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４７２± ０１：５２．４１� １６４．７
（仏）

７１４ クリールエイト 牡２鹿 ５５ 池添 謙一横山 修二氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４４４＋１２１：５２．５クビ １８０．２�
１２ ダンサーズブロンド 牝２栗 ５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ３９８± ０ 〃 クビ １４６．９�
４８ アドマイヤホーム 牡２芦 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 古賀 史生 浦河 辻 牧場 ４５０－ ８１：５２．６クビ ２３７．６�
２４ コナンインプレス 牡２鹿 ５５ 小林 淳一楠本 勝美氏 保田 一隆 新ひだか 小野 秀治 ４４８－ ２１：５３．３４ ４１０．８�
３５ ミスハナウメノサト 牝２鹿 ５４ 江田 照男田上 雅春氏 矢野 照正 静内 岡田スタツド ４８４＋１０ 〃 クビ ３０６．４�
８１５ ストロングネオ 牡２栗 ５５ 四位 洋文村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ５１４＋ ４１：５５．０大差 １９１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，０４４，２００円 複勝： ４５，６０９，９００円 枠連： ２６，５３５，３００円

普通馬連： １１０，４０５，４００円 馬単： ９０，４１２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５５７，７００円

３連複： １０６，６７９，５００円 ３連単： １８３，３５６，９００円 計： ６２８，６０１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ３６０円 � ２６０円 枠 連（６－８） ８２０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ４３０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� ４，１３０円 ３ 連 単 ��� １４，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３３０４４２ 的中 � １６１２５７（１番人気）
複勝票数 計 ４５６０９９ 的中 � １６８０６０（１番人気）� ２２５５５（７番人気）� ３５６０１（５番人気）
枠連票数 計 ２６５３５３ 的中 （６－８） ２４００４（３番人気）
普通馬連票数 計１１０４０５４ 的中 �� ６２８１０（６番人気）
馬単票数 計 ９０４１２６ 的中 �� ３６２１６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５５７７ 的中 �� １４７７９（７番人気）�� １９９４８（３番人気）�� ４７４０（１９番人気）
３連複票数 計１０６６７９５ 的中 ��� １９１０２（１７番人気）
３連単票数 計１８３３５６９ 的中 ��� ９２３６（４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３７．０―４９．３―１：０１．５―１：１４．８―１：２７．５―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．１
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケニアブラック �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．１１．２９ 東京２着

２００６．４．７生 牡２鹿 母 ハセノマジョラム 母母 スイートマジョラム ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストロングネオ号は，平成２１年１月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ドンヤマト号・ネオディメンション号・ヤマニンバッスル号
※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。



３３０８８１２月２８日 晴 良 （２０中山５）第８日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０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

７１０ リ コ リ ス 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義横手 信一氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４８８ ―２：０４．８ ８．５�

８１１ スペシャルシンガー 牡２栗 ５５ M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ５１８ ―２：０４．９� １．７�
（伊）

８１２ ブ ル カ ン 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹 �天羽�治牧場 藤原 辰雄 三石 本桐牧場 ４６０ ―２：０５．６４ ５０．０�
３３ ヘ ロ ン 牡２栗 ５５ 吉田 隼人重松 國建氏 鹿戸 雄一 新冠 対馬 正 ４５６ ―２：０５．８１� ８．３�
５５ ドリームアスパイア 牡２黒鹿５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 稲葉 隆一 新ひだか 前田牧場 ４８２ ― 〃 クビ ５．３�
５６ ジュウモンジ 牝２鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９４ ―２：０６．０１ ２０．０	
６７ ノボシャーク 牡２黒鹿５５ 横山 典弘�LS.M 武市 康男 浦河 高昭牧場 ５０８ ―２：０６．２１	 ３１．４

１１ ケイオースター 牡２鹿 ５５ 吉田 豊岡田甲子男氏 高木 登 門別 下河辺牧場 ４９０ ―２：０６．７３ ７８．３�
７９ ゴールデンキッド 牡２栗 ５５ 江田 照男�服部牧場 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ４５６ ― 〃 ハナ １３４．１�
６８ アドマイヤワンダ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４９２ ― 〃 クビ １２．０
２２ コパノフルトラ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸小林 祥晃氏 上原 博之 浦河 三嶋牧場 ４２８ ―２：０７．０１� ７１．６�
４４ シルクスフィーダ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４６０ ―２：０７．８５ ７２．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２９，７１０，８００円 複勝： ３２，６１６，４００円 枠連： ２３，８１９，５００円

普通馬連： ８６，０７０，０００円 馬単： ８５，１４９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１２１，１００円

３連複： ８４，９０９，４００円 ３連単： １７２，５１５，３００円 計： ５４０，９１２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � ７８０円 枠 連（７－８） ５６０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３，５１０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ７，５４０円 ３ 連 単 ��� ４７，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２９７１０８ 的中 � ２７７０２（４番人気）
複勝票数 計 ３２６１６４ 的中 � ４１０４０（３番人気）� １２２７４８（１番人気）� ６２７７（８番人気）
枠連票数 計 ２３８１９５ 的中 （７－８） ３１５２４（３番人気）
普通馬連票数 計 ８６０７００ 的中 �� １０２０２６（２番人気）
馬単票数 計 ８５１４９５ 的中 �� ３０９８７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１２１１ 的中 �� ２８０７０（２番人気）�� １６２１（２８番人気）�� ５１９９（１４番人気）
３連複票数 計 ８４９０９４ 的中 ��� ８３１６（１９番人気）
３連単票数 計１７２５１５３ 的中 ��� ２７０７（１２９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．９―１３．２―１３．５―１３．４―１２．９―１２．４―１２．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．４―３５．３―４８．５―１：０２．０―１：１５．４―１：２８．３―１：４０．７―１：５３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

リ コ リ ス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００６．４．１７生 牝２鹿 母 ジューンアナガリス 母母 カフェロワイヤル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※スペシャルシンガー号は，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。



３３０８９１２月２８日 晴 良 （２０中山５）第８日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時２０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

７１３� バイタリティー 牡３芦 ５６ O．ペリエ 水上 行雄氏 平井 雄二 浦河 笠松牧場 ４９８± ０１：５４．９ ２４．１�
（仏）

５１０ ワインアドバイザー 牡５青鹿５７ C．ルメール �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：５５．１１� ４．４�
（仏）

４８ フランドルシチー 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５４０＋１６１：５５．２� ５．２�
（伊）

６１１ サクラリーバポート 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�さくらコマース勢司 和浩 静内 伊藤 敏明 ４５２－ ２１：５５．３� １８．１�
３５ リバイバルシチー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 アイオイファーム ５０４＋１６１：５５．７２� １７．２�
２４ ディアーウィッシュ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５１４± ０１：５５．８クビ １７．３	
７１４� ナムラビスマルク 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝ディアレスト 佐々木亜良 門別 いとう牧場 ４８４＋ ２１：５６．１２ １０２．１

８１６� トーセンマンボ 牡５鹿 ５７

５６ ☆三浦 皇成島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５５０＋ ６１：５６．３１� ８．２�
５９ メイショウマリア 牝３青 ５４ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：５６．４� １０．５
６１２ ウイニングヒット 牡５鹿 ５７ 四位 洋文芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 浦河 日向牧場 ４７８＋１０１：５７．４６ ４４．６�
２３ ヒシマイスター 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二阿部雅一郎氏 中野 隆良 門別 日高大洋牧場 ４９６＋１６ 〃 ハナ ７０．０�
１１ フサイチエゴイスト 牡３鹿 ５６ 川田 将雅岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 門別 天羽牧場 ５００＋ ２１：５７．７１� ９１．８�
４７ ダイワライトニング 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹大城 敬三氏 松山 康久 早来 吉田牧場 B４７６－ ２１：５８．４４ ２．９�
１２ � リネンミサイル 牡５栗 ５７ 南田 雅昭戸山 昌彦氏 南田美知雄 門別 モリナガファーム ５１８＋１０２：０１．２大差 ２９１．７�
３６ ポコアポコフォルテ 牝３栗 ５４ 江田 照男�テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４２４＋１４２：０３．８大差 １４４．５�

（１５頭）
８１５ エターナルロマンス 牝３黒鹿５４ 池添 謙一有限会社シルク河野 通文 門別 ヤナガワ牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２７，９０８，５００円 複勝： ３８，４２１，８００円 枠連： ３５，８５３，７００円

普通馬連： １２０，２６３，３００円 馬単： ８３，０４８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，１６０，８００円

３連複： １２３，４７５，４００円 ３連単： １９５，９３８，８００円 計： ６６０，０７０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４１０円 複 勝 � ４８０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（５－７） ２，９９０円

普通馬連 �� ４，０００円 馬 単 �� ９，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� １，６００円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ５，９４０円 ３ 連 単 ��� ４８，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２７９０８５ 的中 � ９１５７（９番人気）
複勝票数 計 ３８４２１８ 的中 � １６２０９（９番人気）� ７４５３８（２番人気）� ５５２８５（３番人気）
枠連票数 計 ３５８５３７ 的中 （５－７） ８８６８（１２番人気）
普通馬連票数 計１２０２６３３ 的中 �� ２２２０５（１５番人気）
馬単票数 計 ８３０４８０ 的中 �� ６３０１（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５１６０８ 的中 �� ７７５８（１３番人気）�� ５１２７（２０番人気）�� ２０９２５（３番人気）
３連複票数 計１２３４７５４ 的中 ��� １５３５１（１９番人気）
３連単票数 計１９５９３８８ 的中 ��� ２９９０（１５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．３―３７．９―５０．８―１：０２．８―１：１５．５―１：２８．８―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

�バイタリティー �
�
父 アラムシャー �

�
母父 マルゼンスキー

２００５．４．１生 牡３芦 母 バイタルリッチ 母母 スイートビビッド ９戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
地方デビュー ２００７．６．１４ 旭川

〔出走取消〕 エターナルロマンス号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 フランドルシチー号は，左前肢落鉄。発走時刻２分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンミサイル号・ポコアポコフォルテ号は，平成２１年１月２８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） ２頭 エイトサンデー号・バーニングブライト号
（非抽選馬） ３頭 アイティーバトル号・アドマイヤワールド号・サイレントフォース号
※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。



３３０９０１２月２８日 晴 良 （２０中山５）第８日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０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

４７ � サ ラ ト ガ 牝４芦 ５５ 内田 博幸平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４９６± ０１：１１．２ ３．４�

７１３ リンリンリン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅榮 義則氏 森 秀行 門別 三城牧場 B４７２＋１０１：１１．９４ ２８．１�
５９ ミキノモナコ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹谷口 久和氏 保田 一隆 三石 久米 和夫 ４７８－ ４１：１２．１１� １３．８�
４６ カイテキネオ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝国本 勇氏 河野 通文 門別 前川 義則 ４６２－１０ 〃 クビ ２３．２�
８１４ シルクレセプション 牡３栗 ５６ 松岡 正海有限会社シルク中村 均 新冠 村上牧場 ５０２－ ６ 〃 アタマ ４．６�
６１１ グレイスサンセット 牝３鹿 ５４ 横山 典弘松岡 雅昭氏 加藤 和宏 門別 インターナショ

ナル牧場 ４８６＋ ２１：１２．３１� ５．４�
５８ マイネルオークベイ 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４９４＋ ８１：１２．４� １０９．１	
２３ カサデアンジェラ 牝５鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成 
サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ６１：１２．６１ ３７．８�
６１０� グラインダー 牡５栗 ５７ 小林 久晃 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ ７９．９�
１１ イチライタッチ 牡６黒鹿５７ 吉永 護市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 ５０２＋ ２１：１２．９２ ２３．０
３５ ナンヨーウエスト 牝４鹿 ５５ 田中 勝春中村 �也氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４５０＋ ６１：１３．０クビ １３８．４�
２２ ソブリンブライト 牡６鹿 ５７ 吉田 豊
藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４８０＋ ４１：１３．４２� １９６．６�
７１２ リバティープリント 牝３青鹿５４ 蛯名 正義 
社台レースホース伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５８＋１２１：１３．５� ４．５�
３４ プライベートプラン 牡５鹿 ５７ 小島 太一 
ノースヒルズマネ

ジメント 小島 太 浦河 富田牧場 ５４６＋１０１：１３．６� ４８．５�
８１５ リ ュ ウ メ イ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４５４－ ２１：１４．２３� １６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，１８１，１００円 複勝： ３９，０２７，９００円 枠連： ３２，４４０，０００円

普通馬連： １２７，７２４，１００円 馬単： ８２，１４９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０６４，６００円

３連複： １２１，８７５，２００円 ３連単： １９４，９１５，６００円 計： ６５９，３７７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ７９０円 � ３３０円 枠 連（４－７） ７００円

普通馬連 �� ４，２４０円 馬 単 �� ６，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５９０円 �� ６３０円 �� ３，５１０円

３ 連 複 ��� １０，４９０円 ３ 連 単 ��� ５６，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２８１８１１ 的中 � ６６４２０（１番人気）
複勝票数 計 ３９０２７９ 的中 � ９７３３６（１番人気）� ９７８３（９番人気）� ２７４５９（５番人気）
枠連票数 計 ３２４４００ 的中 （４－７） ３４４６３（３番人気）
普通馬連票数 計１２７７２４１ 的中 �� ２２２４２（１６番人気）
馬単票数 計 ８２１４９１ 的中 �� ９２９９（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０６４６ 的中 �� ５０３６（２０番人気）�� １３８９４（６番人気）�� ２２２２（３７番人気）
３連複票数 計１２１８７５２ 的中 ��� ８５８１（３４番人気）
３連単票数 計１９４９１５６ 的中 ��� ２５６３（１７９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１１．０―１２．３―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．４―３３．４―４５．７―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サ ラ ト ガ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ミルジヨージ

２００４．４．１生 牝４芦 母 スイングバイ 母母 オギアルバンシア １９戦３勝 賞金 ４４，４５１，０００円
地方デビュー ２００６．７．２０ 旭川



３３０９１１２月２８日 晴 良 （２０中山５）第８日 第７競走 ��
��２，０００�ホープフルステークス

発走１３時２０分 （芝・右）

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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

２２ トーセンジョーダン 牡２鹿 ５６ O．ペリエ 島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７０－ ６２：００．４ ２．０�
（仏）

７１０ アラシヲヨブオトコ 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５００－ ８２：００．８２� ８．３�
６８ セイクリッドバレー 牡２栗 ５５ 吉田 隼人吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ６２：０１．０１� １０．７�
８１３ カノンコード 牡２芦 ５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２２：０１．４２� １３．９�
３３ ム ク ド ク 牡２青鹿５５ C．ルメール 平井 卓志氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ２２：０１．６１� ３６．９�
（仏）

５６ ハギノバロンドール 牡２栗 ５５ 横山 典弘日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８± ０２：０１．７� ２９．４	
７１１ サクラルーラー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣
さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ５３０＋１０２：０１．９１ ７．７�
４４ マ イ ヨ ー ル 牡２芦 ５５ 三浦 皇成岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ４８８＋１６ 〃 クビ ５８．５�
５７ ロイヤルダリア 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二田中 由子氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５２０＋ ２２：０２．１１� ２６．７
６９ エ ン ブ リ オ 牡２鹿 ５５ 江田 照男若松 伸治氏 清水 英克 新ひだか 藤井 益美 ４７２＋ ４２：０２．５２� ７５．１�
４５ グッデーコパ 牝２青鹿５４ M．デムーロ小林 祥晃氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 ４６８＋ ４２：０２．６	 ４２．９�

（伊）

８１２ ゴールドスパークル 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 ４３８＋１４２：０２．７クビ ６２．４�
１１ 
 タイフーンルビー 牡２栗 ５５ 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Moon Lake

Stables ４６８＋ ６２：０３．４４ ９．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５７，３７７，５００円 複勝： ７８，７８１，９００円 枠連： ４５，４１４，６００円

普通馬連： ２１７，０１５，７００円 馬単： １４２，０７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，３０１，４００円

３連複： １９２，１１９，０００円 ３連単： ３９７，６３２，５００円 計： １，１８５，７２１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � ２１０円 枠 連（２－７） ３９０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ２７０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� ５，９１０円

票 数

単勝票数 計 ５７３７７５ 的中 � ２４２４１４（１番人気）
複勝票数 計 ７８７８１９ 的中 � ２９２５４５（１番人気）� ７３１８２（５番人気）� ８１９３２（３番人気）
枠連票数 計 ４５４１４６ 的中 （２－７） ９０７８３（１番人気）
普通馬連票数 計２１７０１５７ 的中 �� １９９２２０（３番人気）
馬単票数 計１４２０７８６ 的中 �� ９２３７９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５３０１４ 的中 �� ５１６９８（２番人気）�� ５９６６９（１番人気）�� １２５５７（９番人気）
３連複票数 計１９２１１９０ 的中 ��� ９２５３０（１番人気）
３連単票数 計３９７６３２５ 的中 ��� ５３０２０（４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１２．１―１２．７―１２．３―１１．９―１２．６―１２．４―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．２―３５．３―４８．０―１：００．３―１：１２．２―１：２４．８―１：３７．２―１：４８．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンジョーダン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．１ 京都６着

２００６．２．４生 牡２鹿 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ ４戦３勝 賞金 ３１，５６０，０００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。



３３０９２１２月２８日 晴 良 （２０中山５）第８日 第８競走 ��
��２，５００�グッドラックハンデキャップ

発走１３時５５分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．１２．２２以降２０．１２．２１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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

７１０ モンテクリスエス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５３４± ０２：３６．４ ３．５�

５７ � アサティスボーイ 牡４鹿 ５４ 内田 博幸廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー
ファーム ４５２＋１０ 〃 クビ ２１．６�

８１２� コーリンヴァリウス 牡６鹿 ５４ 池添 謙一伊藤 恵子氏 平井 雄二 門別 日高大洋牧場 ４８０± ０２：３６．５クビ ２８．４�
８１３ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡３黒鹿５４ 藤田 伸二村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４５４＋ ８２：３６．７１� ５．３�
４４ トーセンジョーカー 牡５栗 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B４６８＋ ４２：３６．９１� １１．９�
３３ クロカンブッシュ 牝４鹿 ５２ 三浦 皇成�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ６ 〃 アタマ １１．１�
１１ ショウナンラヴァー 牡４青鹿５５ 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 ４９６＋ ６２：３７．０� ２７．１	
５６ 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± ０２：３７．１クビ ２．７

２２ ダークフラッシュ 牡６鹿 ５４ 吉田 隼人吉澤 克己氏 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４８４＋ ６２：３７．４１� ７０．１�
７１１ バ リ オ ン 牡５鹿 ５３ 川田 将雅池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４６６＋１８ 〃 ハナ １２１．９�
４５ リネンヤクシン 牡５鹿 ５３ 後藤 浩輝戸山 光男氏 南田美知雄 門別 白井牧場 B５２６± ０２：３８．０３	 ３７．７
６９ � ミウラリチャード 牡４鹿 ５２ 田中 勝春佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５１４＋１２ 〃 ハナ １６６．７�
６８ マスラタケヲ 牡７栗 ５１ 村田 一誠井口 莞爾氏 浅野洋一郎 鵡川 上水牧場 ４６４－ ２２：３８．２１	 １２８．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４４，３８６，０００円 複勝： ６４，９３１，９００円 枠連： ４６，７４９，９００円

普通馬連： ２３７，８５７，１００円 馬単： １５２，５７１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，８６０，４００円

３連複： ２２２，０３３，５００円 ３連単： ４７３，１６４，９００円 計： １，２９９，５５４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ５７０円 � ５２０円 枠 連（５－７） ３７０円

普通馬連 �� ３，９００円 馬 単 �� ５，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� １，４２０円 �� ４，５００円

３ 連 複 ��� ２４，８００円 ３ 連 単 ��� １０６，９８０円

票 数

単勝票数 計 ４４３８６０ 的中 � １０６１１５（２番人気）
複勝票数 計 ６４９３１９ 的中 � １４０２６０（２番人気）� ２６９１４（７番人気）� ２９６４６（６番人気）
枠連票数 計 ４６７４９９ 的中 （５－７） １００６６８（１番人気）
普通馬連票数 計２３７８５７１ 的中 �� ４８０４０（１３番人気）
馬単票数 計１５２５７１２ 的中 �� ２０５４８（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７８６０４ 的中 �� １１８５７（１３番人気）�� １０８００（１５番人気）�� ３２９１（３４番人気）
３連複票数 計２２２０３３５ 的中 ��� ７０５５（５５番人気）
３連単票数 計４７３１６４９ 的中 ��� ３４８５（２３５番人気）

ハロンタイム ７．３―１２．１―１２．４―１２．３―１３．２―１３．３―１３．６―１２．８―１２．１―１１．９―１２．０―１１．１―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．３―１９．４―３１．８―４４．１―５７．３―１：１０．６―１：２４．２―１：３７．０―１：４９．１―２：０１．０―２：１３．０―２：２４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンテクリスエス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００８．１．１９ 京都２着

２００５．２．２１生 牡３鹿 母 ケイウーマン 母母 Friendly Finance １３戦３勝 賞金 ６６，４４０，０００円



３３０９３１２月２８日 晴 良 （２０中山５）第８日 第９競走 ��
��１，８００�２００８フェアウェルステークス

発走１４時３５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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１２ ウォータクティクス 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２１：５２．０ １．６�

８１６ パピヨンシチー 牡５黒鹿５７ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４３８± ０１：５２．９５ ２６．１�
６１１ ハ イ オ ン 牡４青鹿５７ 田中 勝春田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８６＋ ６ 〃 ハナ ５．３�
２４ ミンティエアー 牝４黒鹿５５ M．デムーロ�RRA 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４５４－ ４ 〃 アタマ １０．６�

（伊）

５１０ レオエンペラー 牡４鹿 ５７ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 門別 若林 武雄 ４９８＋ ４１：５３．０� １４．５�
４７ スマートサイクロン 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹大川 徹氏 高木 登 門別 野島牧場 ５２８± ０１：５３．４２� １６５．５	
５９ 	 デイフラッシュ 牡６鹿 ５７ 吉田 豊清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５１２＋ ４１：５３．５� ８４．２

１１ アルバレスト 牡６青鹿５７ C．ルメール 吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：５３．６クビ １８．２�

（仏）

７１３ ウォーターマーク 牡４芦 ５７ 横山 典弘岡田 牧雄氏 萩原 清 三石 木田牧場 ４８２＋ ４１：５４．１３ ２５．８�
３５ ゴールドマイン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５００＋２０ 〃 アタマ １６８．９
８１５ タイキシルバー 牡７芦 ５７ 四位 洋文�大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム ５１４± ０１：５４．２クビ ２８３．１�
７１４ ケイアイスイジン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４７２± ０１：５４．３� ２２２．５�
２３ ユースフルデイズ 牡６黒鹿５７ 三浦 皇成 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ５１４＋１０１：５４．７２� １４４．８�
４８ フサイチカムーン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �千葉パブリックゴ

ルフコース 池上 昌弘 鵡川 西山牧場 ５１６＋１２ 〃 クビ ２０．０�
６１２
 シルクヒーロー 牡６鹿 ５７ 村田 一誠有限会社シルク河野 通文 新冠 ムラカミファーム ５２６＋２４１：５７．８大差 ２４４．２�
３６ ホッカイラブリー 牝６栗 ５５ 小林 淳一高木 繁光氏 石栗 龍彦 穂別 大頭 忠典 ４７０－ ２１：５９．０７ ２６５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７３，３６６，７００円 複勝： １００，５８７，４００円 枠連： ６９，５４１，０００円

普通馬連： ３４０，６４４，８００円 馬単： ２４２，３３４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ７９，４７３，２００円

３連複： ２８８，５９１，０００円 ３連単： ７４５，５５１，０００円 計： １，９４０，０９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � １４０円 枠 連（１－８） １，３００円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２００円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� ８，３９０円

票 数

単勝票数 計 ７３３６６７ 的中 � ３７６９７５（１番人気）
複勝票数 計１００５８７４ 的中 � ３９７９３０（１番人気）� ５０４０３（６番人気）� １８８２３３（２番人気）
枠連票数 計 ６９５４１０ 的中 （１－８） ４２３４８（５番人気）
普通馬連票数 計３４０６４４８ 的中 �� １６４６００（７番人気）
馬単票数 計２４２３３４９ 的中 �� ９７８９９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７９４７３２ 的中 �� ３３２６１（６番人気）�� １３１４１４（１番人気）�� ２２１８６（１１番人気）
３連複票数 計２８８５９１０ 的中 ��� １１９６８８（５番人気）
３連単票数 計７４５５５１０ 的中 ��� ７００６２（１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．２―１２．５―１２．３―１２．８―１３．０―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．３―４８．８―１：０１．１―１：１３．９―１：２６．９―１：３９．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ウォータクティクス �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．１１ 京都３着

２００５．２．６生 牡３黒鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル ５戦４勝 賞金 ４３，３７８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクヒーロー号・ホッカイラブリー号は，平成２１年１月２８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。



３３０９４１２月２８日 晴 良 （２０中山５）第８日 第１０競走 ��
��２，５００�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走１５時２５分 （第５３回グランプリ） （芝・右）
３歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬；負担重量は，３歳５５�４
歳以上５７�，牝馬２�減

日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（１着）
賞 品

本 賞 １８０，０００，０００円 ７２，０００，０００円 ４５，０００，０００円 ２７，０００，０００円 １８，０００，０００円
付 加 賞 ３，１９２，０００円 ９１２，０００円 ４５６，０００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

２：２９．５
２：２９．５
２：２９．５

良

良

良

８１３ ダイワスカーレット 牝４栗 ５５ 安藤 勝己大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４９４－ ４２：３１．５ ２．６�

８１４ アドマイヤモナーク 牡７鹿 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ６２：３１．８１� ９０．２�
４６ エアシェイディ 牡７栗 ５７ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６２：３１．９� ３６．１�
７１１ ドリームジャーニー 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０＋１０ 〃 ハナ ２４．１�
５８ スクリーンヒーロー 牡４栗 ５７ M．デムーロ吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２２：３２．０クビ ６．４�

（伊）

５７ アルナスライン 牡４鹿 ５７ O．ペリエ �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５５４＋１４２：３２．２１ １８．３	
（仏）

１１ カワカミプリンセス 牝５鹿 ５５ 横山 典弘 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４８８－１０２：３２．５２ １９．０

６９ メイショウサムソン 牡５鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 林 孝輝 ５２０＋ ４ 〃 ハナ ８．４�
４５ フローテーション 牡３栗 ５５ C．ルメール 臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２２：３２．７１� ２７．３�

（仏）

２２ ベンチャーナイン 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ５００± ０ 〃 クビ ８０．０
３３ 	 コスモバルク 牡７鹿 ５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田部 和則 三石 加野牧場 ５１６＋ ２２：３２．８
 ７５．７�

（北海道）

６１０ マツリダゴッホ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義�橋 文枝氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４９８＋ ６２：３３．１１� ４．４�
３４ エアジパング �５鹿 ５７ 藤田 伸二 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４５２＋ ８２：３３．９５ ５４．４�
７１２ アサクサキングス 牡４鹿 ５７ 四位 洋文田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９８± ０２：３４．３２
 ２９．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １，４６２，９１６，７００円 複勝： ９０９，９６２，５００円 枠連： ２，０３５，５９３，２００円

普通馬連： ７，７７０，７６１，２００円 馬単： ４，３８５，８７１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １，２２０，５６７，１００円

３連複： ６，８７２，４７３，２００円 ３連単： １８，２０９，５６０，０００円 計： ４２，８６７，７０５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ２，２８０円 � ６００円 枠 連（８－８） １８，６４０円

普通馬連 �� ２９，４９０円 馬 単 �� ３３，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，１６０円 �� １，３６０円 �� ２８，２００円

３ 連 複 ��� １９２，５００円 ３ 連 単 ��� ９８５，５８０円

票 数

単勝票数 計１４６２９１６７ 的中 � ４８０１８４０（１番人気）
複勝票数 計９０９９６２５ 的中 � ２８７７８３７（１番人気）� ７８６３４（１４番人気）� ３２９３７１（７番人気）
枠連票数 計２０３５５９３２ 的中 （８－８） ８６０８４（２９番人気）
普通馬連票数 計７７７０７６１２ 的中 �� ２０７７０６（５３番人気）
馬単票数 計４３８５８７１２ 的中 �� １０３１９６（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２２０５６７１ 的中 �� ４４２１２（４９番人気）�� ２４３９２７（１２番人気）�� １１１３８（８６番人気）
３連複票数 計６８７２４７３２ 的中 ��� ２８１３３（２２０番人気）
３連単票数 計１８２０９５６００ 的中 ��� １４５５９（１０５２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
６．９―１８．１―３０．０―４１．２―５３．１―１：０６．１―１：１９．３―１：３１．７―１：４３．２―１：５５．１―２：０７．１―２：１８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４８．３―３F３６．４
１
�
１３－（１，９）１２，４（３，５）（２，６）８（１１，７，１０）－１４
１３（９，１２，５）（１，４，６，８，１０）（３，７）２（１１，１４）

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

勝馬の
紹 介

ダイワスカーレット �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００６．１１．１９ 京都１着

２００４．５．１３生 牝４栗 母 スカーレットブーケ 母母 スカーレツトインク １２戦８勝 賞金 ７８６，６８５，０００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。



３３０９５１２月２８日 晴 良 （２０中山５）第８日 第１１競走 ��
��１，２００�ハッピーエンドカップ

発走１６時０５分 （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１５ ランチボックス 牡３鹿 ５６ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ５１４＋ ８１：０８．９ ２０．３�

６１０� ウルトラボルケーノ 牡５黒鹿５７ 田中 勝春西浦 和男氏 土田 稔 門別 出口牧場 B５１２＋ ６１：０９．０クビ ２９．２�
１１ カシノリボン 牝３栗 ５４ 吉田 隼人柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山牧場 ４７６＋ ６１：０９．２１� ２３．２�
２２ レディハニー 牝３鹿 ５４ C．ルメール �ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム ４５４－ ４ 〃 クビ ４．３�

（仏）

４６ ゴールデンリング 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�日進牧場 中野 隆良 様似 スイートフアーム B４６４± ０１：０９．３クビ ５５．０�
５９ キルシュブリューテ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４８８＋ ４ 〃 ハナ １３．７	
３４ 	 ワンダークラフティ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸山本 信行氏 松永 幹夫 米 Takao Zako ５４６＋ ２１：０９．５１
 ５．１

６１１ テイクザホーク 牡４鹿 ５７ 横山 典弘水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４７４＋ ２ 〃 アタマ ５．５�
４７ ノボディーヴォ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝�LS.M 河野 通文 浦河 高昭牧場 ４８８＋ ４１：０９．７１
 ３６．３�
７１３ メジロガストン 牡３青鹿５６ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４８８± ０ 〃 クビ １８．９
５８ � ワンダータバスコ 牡５栗 ５７ O．ペリエ 山本 信行氏 羽月 友彦 三石 米田牧場 ４９０－１０１：０９．８� ８．５�

（仏）

２３ アイアムエンジェル 牝５鹿 ５５ M．デムーロ堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B５２４＋ ６１：０９．９� ９．７�
（伊）

３５ � トミノドリーム 牝４黒鹿５５ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４８４＋ ４１：１０．２１� ２２．７�
８１４ トキノムテキ 牡４黒鹿５７ 小林 淳一中野 正則氏 大根田裕之 浦河 小倉牧場 ５０６± ０ 〃 ハナ ９５．６�
７１２ タケデンサンバ 牝５栗 ５５ 江田 照男武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４８４＋ ４１：１０．３� １１４．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６９，９６２，５００円 複勝： ８５，３５５，４００円 枠連： １１４，４２６，０００円

普通馬連： ４１８，２１６，６００円 馬単： ２２５，２８９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ８７，６３０，５００円

３連複： ３８０，００５，０００円 ３連単： ８３７，３８２，６００円 計： ２，２１８，２６８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０３０円 複 勝 � ６７０円 � ８００円 � ６５０円 枠 連（６－８） ２，４５０円

普通馬連 �� ２４，６２０円 馬 単 �� ４７，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，９７０円 �� ５，３３０円 �� ５，６２０円

３ 連 複 ��� １４８，３２０円 ３ 連 単 ��� ９６０，４９０円

票 数

単勝票数 計 ６９９６２５ 的中 � ２８９９５（８番人気）
複勝票数 計 ８５３５５４ 的中 � ３５７１３（８番人気）� ２９２７３（１０番人気）� ３７０５１（７番人気）
枠連票数 計１１４４２６０ 的中 （６－８） ３６７９７（９番人気）
普通馬連票数 計４１８２１６６ 的中 �� １３３８７（６７番人気）
馬単票数 計２２５２８９４ 的中 �� ３７６７（１３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８７６３０５ 的中 �� ３８５２（６３番人気）�� ４３１５（５７番人気）�� ４０９８（６１番人気）
３連複票数 計３８０００５０ 的中 ��� ２０１９（２９４番人気）
３連単票数 計８３７３８２６ 的中 ��� ６８７（１７５０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．３―１２．０―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．７―４５．７―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランチボックス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２００７．６．２４ 阪神２着

２００５．２．１４生 牡３鹿 母 アローキャリー 母母 アロールーシー １９戦３勝 賞金 ４５，２５５，０００円
※トキノムテキ号は，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。



（２０中山５）第８日 １２月２８日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １１回 出走頭数 １６１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

５３９，４３０，０００円
１２，７８０，０００円
１９，０２０，０００円
６，７１０，０００円
６３，５２０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

５８，４６０，０００円
４，７０４，０００円
１，６２６，１００円

勝馬投票券売得金
１，８７１，５０４，２００円
１，４６５，３８０，７００円
２，４８０，４７４，８００円
９，６１７，０７５，４００円
５，６２２，４８５，０００円
１，６８２，００４，５００円
８，５８７，４７５，６００円
２１，６８８，１９６，２００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 ５３，０１４，５９６，４００円

総入場人員 １１７，０９３名 （有料入場人員 １０４，９７８名）



平成２０年度 第５回中山競馬 総計

競走回数 ９５回 出走延頭数 １，３９０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

２，４４９，９３０，０００円
３３，２００，０００円
１２８，６２０，０００円
２１，６７０，０００円
２７３，３００，０００円
９９１，０００円
９９１，０００円

５０５，６７６，５００円
４２，３８９，６００円
１４，０３９，０００円

勝馬投票券売得金
４，６２９，１３４，１００円
５，６２９，０２８，９００円
５，５４０，８５０，１００円
２１，９５８，８８２，８００円
１４，０６９，８８６，８００円
４，８７６，８７５，１００円
２０，８８０，２７０，７００円
４８，２４５，２６７，９００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 １２５，８３０，１９６，４００円

総入場延人員 ３６１，１７６名 （有料入場延人員 ２８８，３２０名）




