
３３０６１１２月２０日 晴 良 （２１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）

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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

５１０ カネサスターマイン 牝２鹿 ５４
５１ ▲伊藤 工真笠原 幸六氏 久保田貴士 新冠 中地 義次 ４３６＋１２１：１３．９ ８．５�

８１６ プ ロ ポ ー ズ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司河村 祥史氏 鹿戸 雄一 浦河 吉田 又治 ４６２－ ４１：１４．０� １．８�
３５ ハニーカラー 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４３６＋ ２１：１４．１� ５．８�
５９ ハッピーライフ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 ４３８＋ ２１：１４．２� １１５．３�
８１５ トウカイライフ 牝２黒鹿５４ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４２２＋ ４１：１４．３クビ １６０．９�
１２ ビコーペグー 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人�レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４６２－ ６１：１４．４� ５７．９�
４８ ミスラスベガス 牝２栗 ５４ 木幡 初広阿部 幸暉氏 牧 光二 新冠 ラツキー牧場 ４４６－ ２１：１４．５� ２７．７	
６１２ ポケットキャンディ 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成栗山 良子氏 伊藤 大士 安平 追分ファーム ４５４－ ２１：１４．８１� ８．８

３６ マンダリンスマイル 牝２栗 ５４ 内田 博幸郭 東仁氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 ４５４＋ ４１：１５．１１� ４５．０�
６１１ ヴォロンテール 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４６± ０１：１５．２� ８．５
２３ ノ ア シ ー ズ 牝２黒鹿５４ 小牧 太佐山 公男氏 天間 昭一 むかわ エスティウィンファーム ４３２－ ２ 〃 クビ １３２．９�
２４ ブロードアウェイク 牝２鹿 ５４ 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政人 新ひだか グランド牧場 ４５４＋ ８１：１５．３� ６６．８�
４７ デルマユリア 牝２青鹿５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 安平 ノーザンファーム ４１２＋ ２１：１５．４クビ １１０．９�
７１４ アイラヴキャンディ 牝２栗 ５４ 武士沢友治�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４２２＋ ８１：１５．６１� １２０．７�
１１ クインオブダンサー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春ロイヤルファーム� 宗像 義忠 新冠 松浦牧場 ４２８－ ６１：１５．８１� ６４．５�
７１３ スカイビスティー 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 ４４２－ ４１：１６．６５ ６０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９８１，１００円 複勝： ２８，０６４，４００円 枠連： １７，４３３，７００円

普通馬連： ５２，０８６，０００円 馬単： ４３，４０４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８４９，２００円

３連複： ６６，５２０，０００円 ３連単： １０５，４６５，９００円 計： ３５０，８０４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（５－８） ６５０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ４３０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ８，１７０円

票 数

単勝票数 計 １６９８１１ 的中 � １５９１３（３番人気）
複勝票数 計 ２８０６４４ 的中 � ３６４６４（３番人気）� １０６８８１（１番人気）� ４５３０２（２番人気）
枠連票数 計 １７４３３７ 的中 （５－８） ２０１０３（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２０８６０ 的中 �� ５７１０８（２番人気）
馬単票数 計 ４３４０４２ 的中 �� １６２６６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８４９２ 的中 �� １７９４６（２番人気）�� １０７８０（５番人気）�� ２４２９９（１番人気）
３連複票数 計 ６６５２００ 的中 ��� ４８１３４（１番人気）
３連単票数 計１０５４６５９ 的中 ��� ９５２９（１７番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．７―１２．８―１２．７―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．８―４７．６―１：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３９．１
３ ８，９（４，５，１２，１６）１０，１３（７，１５）（２，６）１４－１－１１－３ ４ ８，９（１２，１６）４，５－（７，１０）１３（２，６，１５）－１４，１（３，１１）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

カネサスターマイン �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 Alwuhush デビュー ２００９．８．１ 新潟５着

２００７．４．４生 牝２鹿 母 シルクエスペランサ 母母 Monica Faye ５戦１勝 賞金 ８，４５０，０００円
〔騎手変更〕 ポケットキャンディ号の騎手福永祐一は，負傷のため三浦皇成に変更。
※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 アブサン号・ビレッジホワイト号・フジマサオーシャン号



３３０６２１２月２０日 晴 良 （２１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

３５ オリエンタルジェイ 牡２黒鹿５５ 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４８０＋１８１：５８．２ １．７�

５８ グラスヴィクター 牡２鹿 ５５ 小林 淳一半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ４７２± ０１：５８．９４ ５．８�
４６ トウカイセイバー 牡２栗 ５５ 武士沢友治内村 正則氏 成島 英春 浦河 岡部牧場 ４５４＋ ４１：５９．１１� ４２．３�
８１５ サンワードネオ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹古谷 千晴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５４＋１２１：５９．２� ４７．９�
５９ シュプスタンス 牡２栗 ５５ A．クラストゥス 野村 茂雄氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４６４＋ ４１：５９．６２� ６１．４�

（仏）

４７ シンボリボルドー 牡２鹿 ５５ 江田 照男シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４６２± ０１：５９．９２ ３２６．５�
６１１ マイネフェリックス 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ２２：００．１１ １１８．４

７１３ マイネルロードス 牡２栗 ５５ 内田 博幸 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新ひだか 中村 和夫 ５００＋ ２ 〃 クビ ４．６�
７１２ アモーレマテルノ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 	ローレルレーシング 河野 通文 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４＋ ２２：００．６３ ８１．２�
６１０ ラビングリーシャ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４３２－ ２２：０１．４５ ５９７．５
３４ アイファールンバ 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真中島 稔氏 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 ４３８± ０２：０１．６１� ３９．１�
２３ ケイアイマックス 牡２黒鹿５５ 小牧 太 	啓愛義肢材料販売所 加藤 征弘 新ひだか 佐竹 学 ４９４＋１６２：０１．７� １８．０�
８１４ ホッカイアラカティ 牡２黒鹿５５ 池添 謙一�北海牧場 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３２＋ ２２：０２．１２� ８０．２�
２２ ビービーライズ 牡２黒鹿５５ 田中 勝春坂東 勝彦氏 高橋 祥泰 平取 中川 隆 ５２８＋ ２２：０２．４１� １１．６�
１１ サンデーチャージ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６０± ０２：０２．７１� ２３２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，８１６，６００円 複勝： ３０，１９９，７００円 枠連： １５，６５９，５００円

普通馬連： ５３，７５４，３００円 馬単： ４６，７００，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６９７，３００円

３連複： ６４，１８６，２００円 ３連単： １０７，５１５，０００円 計： ３５６，５２８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ４３０円 枠 連（３－５） ４４０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ７００円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ３，３６０円 ３ 連 単 ��� ８，６７０円

票 数

単勝票数 計 １７８１６６ 的中 � ８４６９５（１番人気）
複勝票数 計 ３０１９９７ 的中 � １２１１５５（１番人気）� ４７４２９（３番人気）� ９９８８（６番人気）
枠連票数 計 １５６５９５ 的中 （３－５） ２６５９８（２番人気）
普通馬連票数 計 ５３７５４３ 的中 �� ７３１２９（２番人気）
馬単票数 計 ４６７００３ 的中 �� ４４５１７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６９７３ 的中 �� ２２１２８（２番人気）�� ６８５９（８番人気）�� ３９１９（１４番人気）
３連複票数 計 ６４１８６２ 的中 ��� １４１０１（１０番人気）
３連単票数 計１０７５１５０ 的中 ��� ９１６０（２２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１３．５―１３．９―１３．３―１３．０―１３．３―１３．１―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３８．１―５２．０―１：０５．３―１：１８．３―１：３１．６―１：４４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F３９．９
１
３
１５，５，１０（３，６，１２）１４（４，１１）（２，８，９）－１３－７－１・（１５，５）１０（３，６，１２）（１１，１４）（４，９）８（２，１３）－７－１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オリエンタルジェイ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Irgun デビュー ２００９．７．５ 福島２着

２００７．４．２８生 牡２黒鹿 母 イルグンスエンジェル 母母 November Morn ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔騎手変更〕 ホッカイアラカティ号の騎手福永祐一は，負傷のため池添謙一に変更。
〔制裁〕 アモーレマテルノ号の騎手三浦皇成は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１４番への進路影響）
※出走取消馬 ボルドマキシマム号（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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シャイニーロイヤル号
（非抽選馬） ２頭 シルクウィーク号・スリーピークス号
※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。



３３０６３１２月２０日 晴 良 （２１中山５）第６日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時４５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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

８１６ カリズマアゲン 牡２鹿 ５５
５２ ▲伊藤 工真浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B４７６± ０１：１４．１ ９．２�

２４ � ツクバグローバル 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 米 James M.
Herbener Jr. ４７６＋ ６１：１４．６３ ３．８�

１１ アドレッセンス 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６ 〃 ハナ ３．６�
６１２ ディアブリッジ 牝２黒鹿５４ A．クラストゥス ディアレスト 畠山 吉宏 日高 新井 昭二 ４４６－ ８１：１４．７� ５９．９�

（仏）

５１０ デ ィ ア ト ラ 牡２黒鹿５５ 内田 博幸�樽さゆり氏 高木 登 浦河 荻伏三好フ
アーム ４５８± ０１：１５．０１� ４．０�

７１３ チェリーブランデー 牝２鹿 ５４ 池添 謙一�橋 修身氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４１２＋ ４１：１５．１� ２９．２�
３５ ハックルベリー 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４７８＋ ８１：１５．４１� ８．９�
４８ シングンデパーチャ 牡２栗 ５５ 北村 宏司伊坂 重憲氏 本間 忍 浦河 三枝牧場 ５１６＋ ８ 〃 クビ １３．０	
３６ � アポロプレシャス 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Equus Farm ４５８＋ ６１：１５．６１ １５．３

１２ クリアステイン 牡２芦 ５５ 江田 照男三宅 勝俊氏 中川 公成 新ひだか 大平牧場 ４７０＋１２１：１５．７� ６１．６�
５９ ユウミホープ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治相原 宏�氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：１５．９１	 ３７５．９�
７１４ ヤマノアラシ 牡２青 ５５ 小林 淳一山泉 恵宥氏 石栗 龍彦 新冠 高瀬牧場 ４８２＋ ８１：１６．１１ ３１３．９
８１５ カシノアラベスク 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４８８－ ２ 〃 クビ ３８２．５�
２３ スズカオリオン 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４４２－ ２１：１６．８４ ９７．６�
６１１ メイショウグレイト 牡２黒鹿５５ 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７０＋ ４１：１８．０７ １６９．４�
４７ クリアデイソング 牝２鹿 ５４ 小牧 太藤田 在子氏 天間 昭一 日高 天羽 禮治 ４３６－ ４１：１８．７４ １１９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３１８，７００円 複勝： ３３，２６８，０００円 枠連： １７，６４１，６００円

普通馬連： ６７，７２７，１００円 馬単： ４５，９０４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２０４，２００円

３連複： ７５，１６３，４００円 ３連単： １１３，９３５，０００円 計： ３９６，１６２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２４０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（２－８） １，９８０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ４，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ６７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ２，７３０円 ３ 連 単 ��� ２２，８７０円

票 数

単勝票数 計 １９３１８７ 的中 � １６６８３（５番人気）
複勝票数 計 ３３２６８０ 的中 � ３１２５７（４番人気）� ５６４４７（３番人気）� ６３０１９（２番人気）
枠連票数 計 １７６４１６ 的中 （２－８） ６５８３（１１番人気）
普通馬連票数 計 ６７７２７１ 的中 �� ２５０１６（１０番人気）
馬単票数 計 ４５９０４３ 的中 �� ６９０９（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２０４２ 的中 �� ７００１（１２番人気）�� ８２８４（９番人気）�� １７４４９（３番人気）
３連複票数 計 ７５１６３４ 的中 ��� ２０３４９（１０番人気）
３連単票数 計１１３９３５０ 的中 ��� ３６７７（７５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１３．０―１３．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３４．９―４７．９―１：０１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３９．２
３ ・（２，４，１０，１３）（３，１６）（１，５）（６，１１，１２）（８，１５）－９，７，１４ ４ ・（２，４）１０，１３（５，１６）３（１，６）（８，１２）１５，１１，９－１４，７

勝馬の
紹 介

カリズマアゲン �
�
父 カリズマティック �

�
母父 Lear Fan デビュー ２００９．９．２７ 新潟７着

２００７．３．３０生 牡２鹿 母 エキサイトアゲン 母母 Fortunate Again ５戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔騎手変更〕 アドレッセンス号の騎手福永祐一は，負傷のため蛯名正義に変更。
〔制裁〕 スズカオリオン号の騎手吉田隼人は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１番への進路影響）
〔その他〕 クリアデイソング号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 ジンデンバルト号
※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２０日 晴 良 （２１中山５）第６日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時１５分 （芝・右）

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

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

６１１ コスモエンペラー 牡２栗 ５５ A．クラストゥス �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 ４９４＋１０２：０３．０ １８８．７�
（仏）

４８ インディアナポリス 牡２黒鹿５５ 内田 博幸 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８６－ ２ 〃 ハナ ２．４�
４７ ビレッジブライト 牡２栗 ５５ 蛯名 正義村山 輝雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ４９２＋ ４２：０３．１� ７．１�
６１２ フェイルノート 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４９８－ ６２：０３．４１� ２．８�
５９ デアケーニヒ 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ４２：０３．６１� ６．１�
７１５ セレスマジェスティ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 ４８０± ０２：０３．７� １８．６	
２３ トーアボンジョルノ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一高山ランド
 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４９２± ０ 〃 クビ １０４．９�
５１０ ウエスタンウェイブ 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４５８－ ２２：０４．０２ ５０．５�
７１４ エルブールズ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５１６＋１２ 〃 ハナ ７８．１
１２ ノーブルエース 牝２鹿 ５４ 江田 照男�原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４０６－ ８ 〃 ハナ ４３８．４�
３５ クリノオペラオー 牡２栗 ５５ 小牧 太栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 小河 豊水 ４６６± ０２：０４．５３ ３８４．３�
３６ トーセンブルーアイ 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人島川 �哉氏 後藤 由之 浦河 江島牧場 ４８２± ０２：０４．８１� ９３．４�
２４ イースタリーガスト 牡２黒鹿５５ 池添 謙一臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５０６＋３４２：０４．９クビ ３５．８�
１１ タケショウナイト 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣�ナイト商事 矢野 照正 浦河 木村牧場 ５２２± ０ 〃 ハナ ９３．８�
７１３ ハネダボサツ 牝２黒鹿５４ 武士沢友治鈴木 とし氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５０４－ ２２：０５．４３ ９０．５�
８１８ コスモエポック 牡２鹿 ５５ 木幡 初広岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 日高 庄野牧場 ４９０－ ４２：０５．８２� ２１８．５�
８１６ コスモダーエ 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新ひだか 橋本牧場 ４４８－ ４２：０６．４３� ３０２．８�
８１７ クリノオスカー �２黒鹿５５ 田中 勝春栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 ４５０－ ４２：０６．６１� ５１１．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，０９０，１００円 複勝： ３９，０１２，０００円 枠連： ２４，３６３，５００円

普通馬連： ７４，７０１，６００円 馬単： ５５，８９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８２４，７００円

３連複： ８７，４４６，１００円 ３連単： １４２，９２２，６００円 計： ４７７，２５７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８，８７０円 複 勝 � ２，５３０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（４－６） ２７０円

普通馬連 �� ２７，７８０円 馬 単 �� １０１，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，１８０円 �� ９，９８０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ３８，６００円 ３ 連 単 ��� ５１９，６００円

票 数

単勝票数 計 ２６０９０１ 的中 � １０９０（１３番人気）
複勝票数 計 ３９０１２０ 的中 � ２５９５（１３番人気）� １０１７４８（２番人気）� ５４０２９（３番人気）
枠連票数 計 ２４３６３５ 的中 （４－６） ６６７４９（１番人気）
普通馬連票数 計 ７４７０１６ 的中 �� １９８５（４１番人気）
馬単票数 計 ５５８９７３ 的中 �� ４０５（１１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８２４７ 的中 �� ９９５（４６番人気）�� ６１３（５３番人気）�� １９９１９（３番人気）
３連複票数 計 ８７４４６１ 的中 ��� １６７２（７３番人気）
３連単票数 計１４２９２２６ 的中 ��� ２０３（６５７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１２．０―１２．８―１３．３―１３．２―１２．９―１２．２―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３５．１―４７．９―１：０１．２―１：１４．４―１：２７．３―１：３９．５―１：５１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．７
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモエンペラー �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．８．１６ 新潟１２着

２００７．５．１４生 牡２栗 母 ダンシングパブロワ 母母 ニフティパブロワ ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 デアケーニヒ号の騎手福永祐一は，負傷のため安藤勝己に変更。
※コスモダーエ号は，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。



３３０６５１２月２０日 晴 良 （２１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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

１２ シャドウエレメント 牡２鹿 ５５ 北村 宏司飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 ４７４ ―１：１４．７ ２．８�

２４ マザールウブラッハ 牡２黒鹿５５ 小林 淳一井上 修一氏 浅野洋一郎 新冠 豊巻牧場 ５３６ ―１：１４．９１� ８３．８�
２３ ゴーゴーシュンスケ 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４６０ ―１：１５．１１� １６．２�
４７ シンボリマルセイユ 牡２芦 ５５ A．クラストゥスシンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ５１０ ―１：１５．７３� ６．２�

（仏）

８１６ コスモハーバー 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 田中スタッド ４６０ ―１：１６．３３� １１５．４�
６１２ ケイアイカミノユメ 牡２栗 ５５ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 斎藤 誠 新ひだか 佐竹 学 ４５６ ―１：１６．４� ９．４	
５１０ ナ イ ト 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 ４６４ ―１：１６．６１� ９．９

３５ ダイモンノキセキ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介長谷川兼美氏 加藤 和宏 新冠 芳住 革二 ４１０ ―１：１７．３４ ９８．６�
７１４ ベルモントビクター 牡２鹿 ５５ 田中 勝春 �ベルモントファーム 和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム ４６６ ― 〃 ハナ １４．３�
５９ オパールエンプレス 牝２黒鹿５４ 小牧 太飯田総一郎氏 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４７８ ―１：１７．４� １７．４
７１３ ア ッ サ リ ネ 牝２栗 ５４ 江田 照男小栗 範恭氏 石毛 善彦 浦河 不二牧場 ４３２ ―１：１７．５� ５４．９�

（ブラックディアス）

６１１ エスティックセンス 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成臼田 浩義氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 ４７４ ― 〃 ハナ ４．０�
４８ バスターコール 牡２青鹿５５ 武士沢友治木稲 安則氏 嶋田 潤 新冠 木稲牧場 ４４６ ―１：１７．７１ ７７．５�
１１ ボストンブラーミン �２黒鹿５５ 佐藤 哲三山上 和良氏 中川 公成 浦河 上山牧場 ５０４ ―１：１８．２３ ７４．４�
３６ リッシンブラボー 牡２黒鹿５５ 郷原 洋司小原 該一氏 菅原 泰夫 宮崎 鬼束 次男 ４７２ ―１：１８．７３ １４３．６�
８１５ アソノサムライ 牡２芦 ５５ 柴田 未崎 �スカイツリーレーシング 保田 一隆 熊本 山口 牧人 ４５０ ―１：２０．０８ ３２４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５１１，５００円 複勝： ２５，２６４，５００円 枠連： ２１，３４０，６００円

普通馬連： ５８，１９５，７００円 馬単： ４３，４２７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９４６，４００円

３連複： ６７，１５３，０００円 ３連単： １０２，９６８，９００円 計： ３５８，８０８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １，５７０円 � ５３０円 枠 連（１－２） １，５１０円

普通馬連 �� ５，４９０円 馬 単 �� ８，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４５０円 �� ８３０円 �� １０，０００円

３ 連 複 ��� ２９，７５０円 ３ 連 単 ��� １８０，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２０５１１５ 的中 � ５９４２９（１番人気）
複勝票数 計 ２５２６４５ 的中 � ７０１３４（１番人気）� ３０６８（１２番人気）� １０２２３（８番人気）
枠連票数 計 ２１３４０６ 的中 （１－２） １０４６０（８番人気）
普通馬連票数 計 ５８１９５７ 的中 �� ７８３４（２１番人気）
馬単票数 計 ４３４２７５ 的中 �� ３８９９（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９４６４ 的中 �� １９７９（２８番人気）�� ６２３３（９番人気）�� ４７３（６８番人気）
３連複票数 計 ６７１５３０ 的中 ��� １６６６（８５番人気）
３連単票数 計１０２９６８９ 的中 ��� ４２０（４５１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．８―１２．９―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．８―３５．６―４８．５―１：０１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３９．１
３ ・（２，１６）－（４，１１）１０（７，１３）（５，８，１４）－（１２，３）－６（１，９）＝１５ ４ ・（２，１６）－（４，１１）７（５，１０）（８，１３）－１２（１４，３）－（１，６）９＝１５

勝馬の
紹 介

シャドウエレメント �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Ogygian 初出走

２００７．６．１６生 牡２鹿 母 カオリナイト 母母 Natania １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ゴーゴーシュンスケ号の騎手福永祐一は，負傷のため後藤浩輝に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アソノサムライ号は，平成２２年１月２０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アンシェルブルー号・コパサンスマイル号・タマモメロディ号・ワンモアジョー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０６６１２月２０日 晴 良 （２１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

２４ アースステップ 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 ５０２ ―１：３７．２ １７．８�

４７ クールエレガンス 牡２青鹿５５ 蛯名 正義臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４７８ ― 〃 ハナ ２．１�
６１１ アロマカフェ 牡２黒鹿５５ 小島 太一西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４７６ ―１：３７．３� １２．１�
２３ メイプルスターオー 牡２栗 ５５ 木幡 初広本杉 芳郎氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８６ ―１：３７．５１ ３９．２�
３５ � コスモメドウ 牡２鹿 ５５ A．クラストゥス �ビッグレッドファーム 畠山 重則 愛 Abergwaun

Farms ４６４ ― 〃 クビ ９２．６�
（仏）

７１４ ヒラボクベア 牡２黒鹿５５ 内田 博幸�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４９２ ―１：３７．６クビ １７．３	
４８ ピエナブラヴ 牡２鹿 ５５ 小野 次郎本谷 兼三氏 萱野 浩二 日高 藤本 友則 ４６８ ― 〃 クビ ３．９

８１５ アースジェガー 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝松山 増男氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム ４９２ ―１：３７．７� ４０．３�
８１６ リーサムキッド 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己平田 修氏 手塚 貴久 日高 シンコーファーム ４９８ ―１：３７．９１� ６．３�
７１３ オンワードキャノン 牡２黒鹿５５ 江田 照男�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４８２ ―１：３８．４３ ２７５．１
５１０ マイネルポンポーソ 牡２青鹿５５ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ４８０ ―１：３８．８２� ９２．１�
５９ パープルストーン 牝２栗 ５４ 池添 謙一後藤 繁樹氏 池上 昌弘 日高 オリオンファーム ４２４ ―１：３９．５４ ７６．６�
６１２ ザルックオブラブ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成渡邊 隆氏 小桧山 悟 新冠 隆栄牧場 ４２６ ―１：４０．０３ ５８．２�
１２ マイネルニコラス 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新ひだか 大典牧場 ４６４ ― 〃 ハナ ３４．９�

３６ サドンサンダー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春�大川牧場 柴田 政人 厚真 大川牧場 ５００ ―１：４３．３大差 ３９．８�
１１ クロスハンド 牡２鹿 ５５ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 新ひだか 荒谷 英俊 ４７４ ―１：４４．１５ １５６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１９９，８００円 複勝： ２７，４３５，０００円 枠連： ２３，６３４，２００円

普通馬連： ５８，５４５，７００円 馬単： ４６，６５５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６６１，１００円

３連複： ６４，３９４，６００円 ３連単： １０４，９４５，９００円 計： ３６８，４７２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７８０円 複 勝 � ３００円 � １２０円 � ２３０円 枠 連（２－４） ６００円

普通馬連 �� １，１４０円 馬 単 �� ３，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� １，８２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ３，２４０円 ３ 連 単 ��� ２６，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２２１９９８ 的中 � ９８３２（６番人気）
複勝票数 計 ２７４３５０ 的中 � １７１５９（５番人気）� ９７９６７（１番人気）� ２５３２６（４番人気）
枠連票数 計 ２３６３４２ 的中 （２－４） ２９２７８（３番人気）
普通馬連票数 計 ５８５４５７ 的中 �� ３８１１８（４番人気）
馬単票数 計 ４６６５５８ 的中 �� ９１９２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６６１１ 的中 �� ９８８７（４番人気）�� ２５５６（２２番人気）�� １２７７８（３番人気）
３連複票数 計 ６４３９４６ 的中 ��� １４６８０（８番人気）
３連単票数 計１０４９４５９ 的中 ��� ２９１０（７１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．６―１２．７―１２．８―１２．５―１２．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．３―４８．０―１：００．８―１：１３．３―１：２５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アースステップ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ブレイヴエストローマン 初出走

２００７．６．１０生 牡２鹿 母 サンバデオルフェ 母母 コルコバード １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 アロマカフェ号の騎手小島太一は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サドンサンダー号・クロスハンド号は，平成２２年１月２０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。



３３０６７１２月２０日 晴 良 （２１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
１：４７．８

重

重

６１２ ヤマタケディガー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４５８＋ ２１：５５．５ ３．８�

８１６ レッドシャドウ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８２＋１０１：５５．７１� １４．４�
１１ ボンバルディエーレ 牡３芦 ５６ 柴田 善臣吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ４１：５６．３３� ４．４�
１２ ヴァルドルフ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 B４６８＋ ８ 〃 クビ ７．０�
３６ リンガスフラッグ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成伊藤 巖氏 河野 通文 新冠 斉藤 安行 ４８２－ ２ 〃 ハナ ３．１�
５１０ ショウナンアゲイン 牡３青鹿５６ A．クラストゥス 国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４６４＋ ４１：５６．４� ３８．２�

（仏）

７１４� ヒカルサプライズ 牡３鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 登別上水牧場 ４４８－ ５１：５６．５クビ １５７．３	

２４ ビューティファイン 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４９４＋３６１：５６．７１� ７９．２

６１１ カズノロマン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸鈴木 可一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ５１６＋ ６１：５６．９１� ９．８�
５９ クラッカージャック 牡５鹿 ５７ 小牧 太齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９６＋１４ 〃 クビ ６０．４�
８１５ テイクバイストーム 牝４芦 ５５ 吉田 隼人 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 ４９６± ０１：５７．０クビ ２１．３�
７１３� ベ ニ バ ナ 牡５鹿 ５７ 小林 淳一ベニバナ組合 伊藤 伸一 門別 平成牧場 ４８４＋ ６１：５７．１� ２０９．０�
３５ ニシノアララギ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４９８＋１３１：５８．１６ １８８．６�
４８ � ロトパートナー 牡３栗 ５６ 木幡 初広國武 佳博氏 藤原 辰雄 鵡川 桑原牧場 ４９０＋ ８１：５８．２クビ ２５３．７�
２３ � マスベルマン 牡４青 ５７ 鈴来 直人上田 忠男氏 畠山 重則 門別 高柳 隆男 ４６４＋１６１：５８．３� ６３７．９�
４７ アンハートキング 牡３鹿 ５６ 武士沢友治リーヴァ 松永 康利 三石 松本牧場 ５４０＋１２１：５８．６２ １２１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，６８４，６００円 複勝： ４１，１９０，７００円 枠連： ３１，７４９，６００円

普通馬連： ８９，６８６，０００円 馬単： ５８，３０２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４８４，２００円

３連複： ９２，３５２，４００円 ３連単： １５４，０６２，６００円 計： ５２２，５１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � ２５０円 � １９０円 枠 連（６－８） ８５０円

普通馬連 �� １，７９０円 馬 単 �� ３，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ４００円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ２，９３０円 ３ 連 単 ��� １６，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２７６８４６ 的中 � ５７８５２（２番人気）
複勝票数 計 ４１１９０７ 的中 � ８７９９７（１番人気）� ３５８５１（５番人気）� ５９２６７（４番人気）
枠連票数 計 ３１７４９６ 的中 （６－８） ２７８８４（５番人気）
普通馬連票数 計 ８９６８６０ 的中 �� ３７１５９（７番人気）
馬単票数 計 ５８３０２６ 的中 �� １３２２０（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４８４２ 的中 �� ８９３１（９番人気）�� １８５２４（１番人気）�� ８１５３（１１番人気）
３連複票数 計 ９２３５２４ 的中 ��� ２３３０３（７番人気）
３連単票数 計１５４０６２６ 的中 ��� ６７７５（４８番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマタケディガー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Diesis デビュー ２００９．１．３１ 東京１１着

２００６．４．２２生 牡３栗 母 ドリームスタート 母母 Trim Cut １１戦２勝 賞金 ２２，４５０，０００円
〔騎手変更〕 ニシノアララギ号の騎手福永祐一は，負傷のため田中勝春に変更。
※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） １頭 ダイレクトパス号
（非抽選馬） １頭 キャプテンルビー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０６８１２月２０日 晴 良 （２１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）

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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５９ � セイウンアスラン 牡３栗 ５６ 内田 博幸西山 茂行氏 手塚 貴久 米
Diane Shashura, G.
David Shashura & and
Bridle Breezes, LLC.

５０６＋ ４１：１１．９ ２．４�

５１０ トムアウトランダー 牡４栗 ５７ 吉田 隼人庄野 昭彦氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 B５００＋ ２１：１２．１１� ５．１�
７１３� フィールドチャペル 牡３青 ５６ 柴田 善臣地田 勝三氏 藤岡 範士 米 CandyLand ４８８－ ４１：１２．６３ ５．１�
４８ ヤマニントップギア 牡４鹿 ５７ 北村 宏司土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５０８＋ ６１：１２．９１	 ５７．４�
６１２� スイートマカロン 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝広尾レース� 森 秀行 米 Kohsuke

Nakao ４７２－ ８ 〃 ハナ １３．６�
８１５� マルターズマゼル 牡５鹿 ５７ 小牧 太藤田 在子氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４５６± ０１：１３．１１� ２５．７�
３６ ランブルジャンヌ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春	ターフ・スポート的場 均 浦河 谷川牧場 ５０２＋１０１：１３．３１ １０．２

８１６ マイネルポンピオン 牡４芦 ５７

５４ ▲池崎 祐介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B４８０＋ ６１：１３．８３ ３６３．９�

７１４ トロイオンス 
４栗 ５７ 三浦 皇成栗坂 崇氏 田村 康仁 静内 キヨタケ牧場 ４７６＋ ２１：１３．９クビ １０．６�
４７ アグネスクイック 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５１２± ０１：１４．０	 ６１．４

（仏）

２３ ケージーコガネ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４９８＋ ６ 〃 ハナ ２１．７�
２４ アンディーフロイデ 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真 	サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４５０－ ２１：１４．３１	 ２７．６�
１１ クロスホーリー 牡５栗 ５７ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４９２＋１６１：１４．４� ２４４．２�
３５ テラモミリオネ 牡５鹿 ５７ 武士沢友治�寺田工務店 柴崎 勇 新冠 森 牧場 ４７６＋ ４１：１４．９３ ３３９．７�
１２ コ ク ト ー 牡３鹿 ５６ 田面木博公	富川牧場 高松 邦男 日高 富川牧場 ４７６＋ ４１：１５．３２� ３２６．７�
６１１ ウインペガサス 牝４鹿 ５５ 伊藤 直人	小林牧場 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 B４７０－ ４１：１５．９３� １３５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，４３０，９００円 複勝： ４８，６１１，９００円 枠連： ３２，２１７，１００円

普通馬連： １２５，６７１，２００円 馬単： ７８，５４６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，９０１，４００円

３連複： １３４，２７２，８００円 ３連単： ２３７，７７６，８００円 計： ７２４，４２８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（５－５） ６７０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２４０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ４，１００円

票 数

単勝票数 計 ３０４３０９ 的中 � １０２８７５（１番人気）
複勝票数 計 ４８６１１９ 的中 � １５４９０２（１番人気）� ８２８９４（２番人気）� ６３６１０（３番人気）
枠連票数 計 ３２２１７１ 的中 （５－５） ３５８６５（２番人気）
普通馬連票数 計１２５６７１２ 的中 �� １５５１９８（２番人気）
馬単票数 計 ７８５４６７ 的中 �� ６０５９４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６９０１４ 的中 �� ３９１１６（２番人気）�� ４０８６７（１番人気）�� １３９１９（５番人気）
３連複票数 計１３４２７２８ 的中 ��� ９７１５１（１番人気）
３連単票数 計２３７７７６８ 的中 ��� ４２８６９（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１２．５―１２．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．３―４６．８―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セイウンアスラン �
�
父 Lion Heart �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２００９．３．２８ 中山１着

２００６．１．２５生 牡３栗 母 African Skyline 母母 Why Go On Dreaming ７戦２勝 賞金 ２０，２００，０００円
〔騎手変更〕 スイートマカロン号の騎手福永祐一は，負傷のため後藤浩輝に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フェルミオン号
（非抽選馬） ８頭 カフェレジェンド号・キングオブハイシー号・ケイバズキ号・テングジョウ号・ナスノマツカゼ号・

ビッグジャンパー号・ラッキーフラワー号・リリーザサン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０６９１２月２０日 晴 良 （２１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）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
千葉テレビ杯（１着）

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５６ ストロングバサラ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９８± ０１：５４．５ ４．８�

５７ トレジャーバトル 牡３栗 ５６ 池添 謙一青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４７８＋ ４ 〃 アタマ １９．９�
８１２ バトルブリンディス 牡４青鹿５７ 吉田 隼人宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４５６－ ４１：５４．７１� ４３．５�
６９ パーフェクトラン 牡６鹿 ５７ 江田 照男下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５０８－ ４１：５４．９１� ３８．０�
７１１ ト シ セ ン ト 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ ６．４�
２２ ランフォルセ 牡３青鹿５６ 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 ４７０－ ２１：５５．１１ １．７�
４４ ウエスタンシーザー 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ５０４－ ２１：５５．５２� ８．９	
３３ リアルヴィクトリー 牡４鹿 ５７ 北村 宏司杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４７４－１０ 〃 ハナ １２５．３

４５ 	 ナムラビスマルク 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝ディアレスト 佐々木亜良 門別 いとう牧場 B４８２－ ２１：５５．８１
 １２１．６�
６８ ディアディアー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 柄崎 孝 門別 新井 昭二 ５０２＋ ６１：５５．９� ４０７．８�
７１０ ニシノテンカ 牡５黒鹿５７ 小牧 太西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４７４± ０ 〃 クビ ６４．３
８１３ ステイドリーム 牡４青 ５７ 蛯名 正義�ターフ・スポート佐々木亜良 門別 ナカノファーム ５０８＋ ８１：５６．０� ２１．５�
１１ � ヒシウィンザー 牡５鹿 ５７ 木幡 初広阿部雅一郎氏 小林 常泰 愛 M. Abe B４９８＋ ４１：５８．０大差 ２８６．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４１，２９１，３００円 複勝： １０２，０９７，８００円 枠連： ４０，６９１，２００円

普通馬連： １９０，５０８，２００円 馬単： １２５，６２１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，９３７，９００円

３連複： １６７，８６７，２００円 ３連単： ４２１，６７８，６００円 計： １，１３５，６９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２３０円 � ７５０円 � １，２００円 枠 連（５－５） ３，７６０円

普通馬連 �� ３，９９０円 馬 単 �� ６，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� １，６７０円 �� ４，７００円

３ 連 複 ��� ３０，０８０円 ３ 連 単 ��� １２３，９９０円

票 数

単勝票数 計 ４１２９１３ 的中 � ６８２５４（２番人気）
複勝票数 計１０２０９７８ 的中 � １４３８１５（２番人気）� ３２９４３（５番人気）� １９５４２（７番人気）
枠連票数 計 ４０６９１２ 的中 （５－５） ７９９９（１１番人気）
普通馬連票数 計１９０５０８２ 的中 �� ３５２８５（１１番人気）
馬単票数 計１２５６２１４ 的中 �� １３７０４（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５９３７９ 的中 �� １０９５７（１０番人気）�� ６７９１（１７番人気）�� ２３４１（３４番人気）
３連複票数 計１６７８６７２ 的中 ��� ４１１９（５６番人気）
３連単票数 計４２１６７８６ 的中 ��� ２５１０（２４２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１３．１―１３．５―１３．２―１２．７―１２．６―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３７．５―５１．０―１：０４．２―１：１６．９―１：２９．５―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ストロングバサラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Gulch デビュー ２００７．１０．１３ 東京２着

２００５．５．８生 牡４黒鹿 母 ワイプザアイ 母母 Irlanda １６戦４勝 賞金 ６４，９０７，０００円
〔騎手変更〕 トレジャーバトル号の騎手福永祐一は，負傷のため池添謙一に変更。



３３０７０１２月２０日 晴 良 （２１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，２０．１２．２０以降２１．１２．１３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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１１ � マルタカエンペラー 牡５鹿 ５４ 蛯名 正義�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４５４＋ ４１：３３．２ ２２．７�

７１４� アロマンシェス 牡５鹿 ５６ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン
牧場 ４７２＋ ２ 〃 ハナ ９．３�

２４ ドリームゼニス 牡３栗 ５６ 内田 博幸セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４９４－ ４１：３３．４１� ３．５�
６１１ ダノンプログラマー 牡３青鹿５４ 小牧 太�ダノックス 角居 勝彦 追分 追分ファーム ４５４＋１８１：３３．５� １９．９�
５１０ アドバンスヘイロー 牡３青鹿５４ A．クラストゥス 西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４６４＋１０ 〃 ハナ １７．４�

（仏）

３６ カレイジャスミン 牝４鹿 ５４ 木幡 初広ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ５１４＋１０１：３３．８２ ５７．２�
３５ メジロチャンプ 牡３鹿 ５３ 吉田 隼人	メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ５００＋１４ 〃 クビ １４．４

８１５ クリムゾンベガ 牡５黒鹿５５ 伊藤 工真 	社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８１：３３．９クビ ９６．５�
４７ キングルーキー 牡６鹿 ５４ 北村 宏司廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 馬道 隆 ５００－ ２ 〃 クビ ７６．０�
６１２ ドリームスカイラブ 牡４黒鹿５６ 安藤 勝己セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ５０４＋ ４１：３４．０クビ ５．２
４８ テイエムアタック 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ５０２＋ ４ 〃 クビ ８．０�
８１６ ショウナンライジン 牡５芦 ５５ 佐藤 哲三国本 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 ５１０＋ ４１：３４．１� １８４．１�
２３ ゲ イ ル 牡６鹿 ５６ 田中 勝春近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ８１：３４．２	 ３３．７�
７１３ シャランジュ 牝４鹿 ５３ 柴田 善臣伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４５４＋ ４１：３４．６２� ７４．６�
１２ スペシャルフロート 牝５鹿 ５０ 伊藤 直人吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B４６６＋１２１：３４．７� １２７．５�
５９ マイネルエルフ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ５２０＋ ６１：３５．０１	 ４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，２０２，１００円 複勝： ７４，０７２，６００円 枠連： ４６，２２７，９００円

普通馬連： ２０２，２７８，１００円 馬単： １１９，３７７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，００６，１００円

３連複： ２０９，０９２，６００円 ３連単： ４０２，４５１，５００円 計： １，１５１，７０８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２７０円 複 勝 � ５４０円 � ２８０円 � １７０円 枠 連（１－７） ７，５９０円

普通馬連 �� １１，１００円 馬 単 �� ２８，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２８０円 �� １，０７０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� １０，２１０円 ３ 連 単 ��� １０８，９６０円

票 数

単勝票数 計 ４１２０２１ 的中 � １４３２１（９番人気）
複勝票数 計 ７４０７２６ 的中 � ２８８５２（８番人気）� ６４８５１（５番人気）� １５４０２４（１番人気）
枠連票数 計 ４６２２７９ 的中 （１－７） ４４９６（２５番人気）
普通馬連票数 計２０２２７８１ 的中 �� １３４５７（３４番人気）
馬単票数 計１１９３７７２ 的中 �� ３１２８（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７００６１ 的中 �� ５９２１（２６番人気）�� １３１１８（１０番人気）�� ２０４７４（５番人気）
３連複票数 計２０９０９２６ 的中 ��� １５１１５（３５番人気）
３連単票数 計４０２４５１５ 的中 ��� ２７２６（３１６番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．３―１１．８―１１．９―１１．８―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．１―３４．４―４６．２―５８．１―１：０９．９―１：２１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．１

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

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

�マルタカエンペラー �
�
父 テ ン ビ ー �

�
母父 ラシアンルーブル

２００４．５．１４生 牡５鹿 母 ハヤブサラシアン 母母 キリハヤブサ ３０戦４勝 賞金 ８１，６３９，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ダノンプログラマー号の騎手福永祐一は，負傷のため小牧太に変更。
〔発走状況〕 ダノンプログラマー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 スペシャルフロート号の騎手伊藤直人は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（３番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダノンプログラマー号は，平成２１年１２月２１日から平成２２年１月１１日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ブリッツェン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３３０７１１２月２０日 晴 良 （２１中山５）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第６１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

４８ ローズキングダム 牡２黒鹿５５ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４４６－ ４１：３４．０ ２．３�

６１２� エイシンアポロン 牡２栗 ５５ 池添 謙一平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Silk and Scar-
let Syndicate ４９６＋ ４１：３４．２１� ５．３�

１２ ダイワバーバリアン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５１６＋ ２１：３４．５２ １３．５�
２３ ガ ル ボ 牡２青 ５５ 吉田 隼人石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４５４± ０１：３４．６� ６１．８�
８１６ ニシノメイゲツ 牡２青鹿５５ 北村 宏司西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４５０＋ ４１：３４．７	 ２３．４�
３６ キングレオポルド 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０４± ０ 〃 クビ ７．２�
７１４ キョウエイアシュラ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４６０＋ ８１：３４．８クビ ３５．１	
２４ ヒットジャポット 牡２黒鹿５５ 江田 照男西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４８０＋ ４ 〃 アタマ ３２．７

５９ エーシンホワイティ 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４７４－ ４１：３４．９	 ４６．５�
７１３ エ ス カ ー ダ 牡２青鹿５５ A．クラストゥス 山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４５０± ０１：３５．１１� １１９．９

（仏）

４７ バトルレッド 牡２鹿 ５５ 田中 勝春宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 西村 和夫 ４７０＋ ８ 〃 ハナ １５７．５�
３５ ダッシャーゴーゴー 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５１２＋ ６ 〃 ハナ ２０．９�
５１０ ツルマルジュピター 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４８２－ ４１：３５．２クビ ６３．３�
８１５ トーセンファントム 牡２黒鹿５５ 内田 博幸島川 �哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：３５．４１ ６．１�
１１ バトルシュリイマン 牡２鹿 ５５ 武士沢友治宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４７６＋ ６１：３６．１４ ４１．８�
６１１ フローライゼ 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ４１：３６．２� １０６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１７，６１４，２００円 複勝： ３５０，４９５，１００円 枠連： ４０６，８４５，５００円

普通馬連： １，８０８，２４０，６００円 馬単： １，０９１，５８８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３９８，６８３，５００円

３連複： ２，１５８，１１０，６００円 ３連単： ５，０２６，３０４，３００円 計： １１，５５７，８８２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ２９０円 枠 連（４－６） ６２０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ５８０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� １，８２０円 ３ 連 単 ��� ６，７２０円

票 数

単勝票数 計３１７６１４２ 的中 � １１２１３５９（１番人気）
複勝票数 計３５０４９５１ 的中 � １２１０００１（１番人気）� ５２０８４６（２番人気）� ２１０２５９（５番人気）
枠連票数 計４０６８４５５ 的中 （４－６） ４９０７６６（２番人気）
普通馬連票数 計１８０８２４０６ 的中 �� ２２７０１９８（１番人気）
馬単票数 計１０９１５８８６ 的中 �� ８２９８７１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計３９８６８３５ 的中 �� ４３９８７３（１番人気）�� １６００７８（４番人気）�� １０９９９１（７番人気）
３連複票数 計２１５８１１０６ 的中 ��� ８７８４１８（４番人気）
３連単票数 計５０２６３０４３ 的中 ��� ５５２５０５（１０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．４―１１．９―１２．３―１２．３―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２２．８―３４．２―４６．１―５８．４―１：１０．７―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．６

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

勝馬の
紹 介

ローズキングダム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１０．２５ 京都１着

２００７．５．１０生 牡２黒鹿 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー ３戦３勝 賞金 １０３，８３４，０００円
〔騎手変更〕 ヒットジャポット号の騎手福永祐一は，負傷のため江田照男に変更。
※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 アーバンウィナー号・カシマストロング号・マイネルマルシェ号
※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２０日 晴 良 （２１中山５）第６日 第１２競走 ��
��１，８００�

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，２０．１２．２０以降２１．１２．１３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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７８ キョウエイストーム 牡４芦 ５５ 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４３２± ０１：４８．６ ７．１�

４４ フェスティヴナイト 牡７鹿 ５２ 吉田 隼人臼井義太郎氏 天間 昭一 静内 伊藤 昭次 ４６０＋ ４ 〃 クビ ４９．９�
２２ � エックスダンス 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ６１：４８．７クビ １．９�
６７ スリーオリオン 牡４栗 ５６ 内田 博幸永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 ４４８－ ２ 〃 ハナ ３．２�
８１０ アマミスウィフト 牡５鹿 ５３ 勝浦 正樹鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４４６－ ２１：４８．９１� １６．４�
６６ コスモオースティン 牡７鹿 ５５ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４９２＋１２１：４９．２２ ３３．１	
７９ �� パートゥーアワーズ 牡７鹿 ５５ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４５４＋ ２１：４９．３	 １９．２

８１１� スズカジェット 牡５黒鹿５３ 田中 勝春永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 B４８２－ ４ 〃 クビ ２７．１�
３３ テントゥワン 牡６黒鹿５０ 伊藤 工真宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３６－ ２１：４９．４クビ １２４．４�
１１ シャイニーデザート 牡３黒鹿５３ 池添 謙一小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５２８＋ ６１：４９．６１� ４１．４
５５ フラワータキシード 牡５鹿 ５４ 柴田 善臣花垣 春男氏 本間 忍 門別 海馬澤 誠治 B４６６－ ２１：５１．３大差 ３４．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４３，２９７，０００円 複勝： ５９，７７６，６００円 枠連： ４１，４０４，３００円

普通馬連： １６１，９６５，３００円 馬単： １２８，３２８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，２１６，１００円

３連複： １７４，７６７，８００円 ３連単： ４９９，１７９，７００円 計： １，１６６，９３５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １８０円 � ８３０円 � １１０円 枠 連（４－７） １０，２５０円

普通馬連 �� １７，５８０円 馬 単 �� ３６，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０３０円 �� ３４０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ７，６７０円 ３ 連 単 ��� １０７，０３０円

票 数

単勝票数 計 ４３２９７０ 的中 � ４８３５８（３番人気）
複勝票数 計 ５９７７６６ 的中 � ７３８７６（３番人気）� １０１５７（１０番人気）� ２４３７６０（１番人気）
枠連票数 計 ４１４０４３ 的中 （４－７） ２９８２（２１番人気）
普通馬連票数 計１６１９６５３ 的中 �� ６８０２（２８番人気）
馬単票数 計１２８３２８２ 的中 �� ２６１２（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８２１６１ 的中 �� ３２４９（２８番人気）�� ４８６９７（３番人気）�� ８５４３（１５番人気）
３連複票数 計１７４７６７８ 的中 ��� １６８１７（２１番人気）
３連単票数 計４９９１７９７ 的中 ��� ３４４２（２１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３５．６―４８．０―１：００．４―１：１３．３―１：２５．６―１：３７．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キョウエイストーム �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．８ 中山３着

２００５．５．１８生 牡４芦 母 レガシーパーパス 母母 レガシーフィールド １８戦３勝 賞金 ５６，３２５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。



（２１中山５）第６日 １２月２０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 １８５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

３０３，１２０，０００円
２，１３０，０００円
２８，３９０，０００円
３，１６０，０００円
３１，８２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，６６６，０００円
５，４０２，０００円
１，８３１，５００円

勝馬投票券売得金
６２４，４３７，９００円
８５９，４８８，３００円
７１９，２０８，７００円
２，９４３，３５９，８００円
１，８８３，７５４，１００円
７５６，４１２，１００円
３，３６１，３２６，７００円
７，４１９，２０６，８００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 １８，５６７，１９４，４００円

総入場人員 ３９，４９６名 （有料入場人員 ３４，４７７名）




