
３３０６１１２月１９日 晴 良 （２２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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

６１１ ミシックトウショウ 牝２鹿 ５４ 江田 照男トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２８－ ２１：１２．１ ２．１�

６１２ ヘラルドリー 牡２栗 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：１３．６９ ３．８�
８１６ ヴィゴラスブレイン 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太山上 和良氏 和田 正道 浦河 桑田 正己 ４５４± ０１：１３．８１� ５０．７�
１１ バトルデーオ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春宮川 秋信氏 和田正一郎 登別 登別上水牧場 ４２２－ ２ 〃 クビ ２８．５�
３６ サラノブランシュ 牡２芦 ５５ 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４８８＋１６１：１４．０１� １８５．５�
５９ ドリームクレド 牡２栗 ５５ 吉田 豊セゾンレースホース� 阿部 新生 浦河 帰山 清貴 ４７６＋２２ 〃 ハナ ６．９�
８１５ ファヴェラシック 牝２栗 ５４ 柴田 大知	ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４５４＋ ８１：１４．３１� ８９．４

７１３ トミケンアグード 牡２栗 ５５ 水野 貴史冨樫 賢二氏 水野 貴広 苫小牧 藤沢 武雄 ４５０－ ４ 〃 アタマ １９３．５�

（浦和）

４８ ストロングレグナム 牡２栗 ５５ 幸 英明村木 篤氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋２０１：１４．５１� １９．７�
３５ マックスファイヤー 牝２鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 ４６０＋ ２１：１４．６� ５．９
１２ エステーファイター 牡２芦 ５５ 南田 雅昭齋藤 宏明氏 南田美知雄 むかわ 市川牧場 B４７６＋ ２１：１４．８１� １０２．９�
４７ アップルポテト 牝２栗 ５４ 的場 勇人上野 直樹氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 ４２４＋ ４ 〃 ハナ １９１．６�
７１４ アールアラモード 牝２鹿 ５４ 小林 淳一星野 良二氏 佐藤 吉勝 新ひだか 萩澤 俊雄 ４４０－ ４１：１４．９クビ ５０１．４�
２４ マイフラワー 牝２栗 ５４

５２ △伊藤 工真ディアレスト 宗像 義忠 新冠 ハクツ牧場 ４４０± ０ 〃 クビ １６３．９�
２３ クリスタルロック 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥	山際牧場 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 ４１６＋１０１：１５．２１� ２２．１�
５１０ モエレフォルテ 牡２鹿 ５５

５２ ▲平野 優中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 ４５０＋ ２１：１５．８３� ４５５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９８７，６００円 複勝： ３２，８７３，９００円 枠連： １７，４６５，９００円

普通馬連： ５４，４３６，５００円 馬単： ３９，６４９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０５６，５００円

３連複： ７１，８９５，５００円 ３連単： １１３，９００，５００円 計： ３７０，２６６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ６６０円 枠 連（６－６） ３６０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １，１６０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ４，２２０円 ３ 連 単 ��� １２，３７０円

票 数

単勝票数 計 １６９８７６ 的中 � ６４８２８（１番人気）
複勝票数 計 ３２８７３９ 的中 � １２４０７９（１番人気）� ７１００３（２番人気）� ６３５６（８番人気）
枠連票数 計 １７４６５９ 的中 （６－６） ３６６１３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４４３６５ 的中 �� １２０５０３（１番人気）
馬単票数 計 ３９６４９６ 的中 �� ４８８０９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０５６５ 的中 �� ４９８０２（１番人気）�� ３９５６（１５番人気）�� ２８６０（２０番人気）
３連複票数 計 ７１８９５５ 的中 ��� １２５８２（１３番人気）
３連単票数 計１１３９００５ 的中 ��� ６８００（２８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．１―１２．６―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．４―４６．０―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミシックトウショウ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ロイヤルタッチ デビュー ２０１０．１２．５ 中山２着

２００８．２．１２生 牝２鹿 母 セピアトウショウ 母母 ダーリントウショウ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 バトルデーオ号の騎手田中勝春は，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。（８番・７番への進

路影響）
※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 フォージドアストロ号
※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。



３３０６２１２月１９日 晴 良 （２２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）

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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

８１６ バレドクール 牝２青鹿５４ 内田 博幸 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：５８．６ ２．０�

３５ トーセンティアラ 牝２鹿 ５４ 幸 英明島川 �哉氏 秋山 雅一 新ひだか 乾 皆雄 ４６４－ ４ 〃 クビ １２．１�
８１５ ショウナンガーデン 牝２鹿 ５４ C．ルメール 国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３０± ０１：５８．８１� ３．２�

（仏）

１２ ナンヨールージュ 牝２栗 ５４ 浜中 俊中村 �也氏 伊藤 圭三 浦河 富田牧場 ４４０－ ４１：５９．０１� ９．６�
４７ シンクオブミー 牝２鹿 ５４ 吉田 豊島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４４２－ ２１：５９．５３ ２２．１�
１１ マ リ ー シ ア 牝２芦 ５４ M．デムーロ �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４４２± ０１：５９．６クビ １１．６	

（伊）

６１２ エ ル ダ 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝日下部勝�氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 ４６０－ ６２：００．５５ ３４．１

２４ ルーナピエーナ 牝２栗 ５４ 柴山 雄一�樽さゆり氏 松永 康利 日高 川島 良一 ４３８－ ２２：００．７１� ２４３．３�
６１１ アルテリーベ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司藤田 在子氏 伊藤 伸一 新冠 山岡牧場 ４２６－ ２２：００．８� ５０．８�
７１４ コスモミアモーレ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４８６＋ ４２：０１．３３ ４４．６
３６ フラワーハット 牝２鹿 ５４ 村田 一誠花垣 春男氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－ ４２：０１．４� １９５．２�
２３ メイショウブブゼラ 牝２栃栗５４ 江田 照男松本 好雄氏 中野 栄治 様似 中脇 一幸 ４０６± ０２：０１．５クビ ２０３．０�
５１０ サイレントリターン 牝２栗 ５４

５２ △伊藤 工真山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４２８－ ４ 〃 クビ ４８．６�
５９ エステーローズ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成齋藤 宏明氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 B４６０－１８２：０２．０３ １１５．３�
７１３ タケショウマンボ 牝２黒鹿５４ 鈴来 直人�ナイト商事 矢野 英一 浦河 木村牧場 B５１８＋ ４２：０４．０大差 ４０９．１�

（１５頭）
４８ クーファバステト 牝２青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太大迫久美子氏 伊藤 正徳 新冠 村上 欽哉 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １６，１４５，５００円 複勝： ２６，５０７，１００円 枠連： １８，２３６，７００円

普通馬連： ４５，７９６，７００円 馬単： ３６，４８２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４８３，０００円

３連複： ５７，４９１，０００円 ３連単： ９３，８６３，６００円 計： ３１４，００５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １３０円 枠 連（３－８） ７５０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １６０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� ６，５５０円

票 数

単勝票数 差引計 １６１４５５（返還計 ９８） 的中 � ６４８３８（１番人気）
複勝票数 差引計 ２６５０７１（返還計 １１８） 的中 � １１００７８（１番人気）� １５７５７（５番人気）� ５２１０１（２番人気）
枠連票数 差引計 １８２３６７（返還計 ２ ） 的中 （３－８） １７９８１（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ４５７９６７（返還計 ５２０） 的中 �� ３０１２８（４番人気）
馬単票数 差引計 ３６４８２１（返還計 ４４０） 的中 �� １６３１１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １９４８３０（返還計 ４５７） 的中 �� ９２６０（４番人気）�� ４１２７２（１番人気）�� ６０８６（８番人気）
３連複票数 差引計 ５７４９１０（返還計 １９２９） 的中 ��� ３５３１４（３番人気）
３連単票数 差引計 ９３８６３６（返還計 ２９１１） 的中 ��� １０５８１（１２番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１３．５―１３．８―１３．６―１３．３―１３．４―１３．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３８．２―５２．０―１：０５．６―１：１８．９―１：３２．３―１：４５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F３９．７
１
３
５，１３（２，１６，１５）６（７，１４）１（９，１０，１２）４－１１，３
５，１６（２，１３，１５，１２）（１，６，９）（１４，７）４，１０，３，１１

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

勝馬の
紹 介

バレドクール �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Risen Star デビュー ２０１０．１１．２０ 東京３着

２００８．３．１０生 牝２青鹿 母 スターバレリーナ 母母 ベ リ ア ー ニ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔出走取消〕 クーファバステト号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タケショウマンボ号は，平成２３年１月１９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） ２頭 アベマリア号・シノプシス号
（非抽選馬） ２頭 アドマイヤアキーダ号・ハッピーティア号
※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１９日 晴 良 （２２中山５）第６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

３６ ドラゴンライズ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ４１：３８．１ ８．４�

２３ ラ ン ブ イ エ 牝２青 ５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ４ 〃 クビ ３．８�
７１４ シルクオフィサー 牡２鹿 ５５ 横山 典弘有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋１２ 〃 ハナ ５．２�
１２ ウォールストリート 牡２栗 ５５ 田辺 裕信田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 石川 栄一 ４５８－ ２１：３８．３１ １２５．６�
１１ � メ ー ヴ ェ 牝２黒鹿５４ C．ルメール 岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４５２＋ ４１：３８．４� ２．６�
（仏）

４８ サクラライジング 牡２鹿 ５５ 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４５６± ０ 〃 クビ １５．５�
６１１ アプレレクール 牝２青鹿５４ 勝浦 正樹 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４３６－ ４ 〃 ハナ ２３．０	
４７ サンデンマックス 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム ４８８± ０１：３８．６１ ５６．０

５１０ チャーピーチット 牝２青鹿 ５４

５２ △伊藤 工真井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B４３８＋ ２１：３８．７� １３２．６�
２４ ケイアイアルテミス 牝２鹿 ５４ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４４６＋ ４ 〃 ハナ ４２．１�
８１６ ラブミーダン 牝２黒鹿５４ 福永 祐一小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 ４５６－１０ 〃 ハナ ６０．７
７１３ マイネルゴラッソ 牡２栗 ５５ F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ６ 〃 クビ ５５．８�
（愛）

６１２ マイネシェリー 牝２黒鹿５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ２１：３８．８� ２９０．０�

５９ � キ ザ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司吉澤 克己氏 戸田 博文 米
Petaluma
Bloodstock &
Andre Lynch

４５４± ０１：３８．９クビ ２３．８�
８１５ コパノハリケーン 牡２鹿 ５５ 田中 勝春小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 乾 皆雄 ４７６＋ ２１：３９．４３ １４９．９�
３５ マイネルヴィルンガ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 山本 昇寿 ４４０－ ４１：３９．６１� ２２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８３５，８００円 複勝： ４１，６８６，１００円 枠連： ２０，２９３，６００円

普通馬連： ７３，３７４，７００円 馬単： ４６，００４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１１８，１００円

３連複： ８５，６６８，６００円 ３連単： １２６，９９６，８００円 計： ４４７，９７８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２３０円 � １６０円 � ２４０円 枠 連（２－３） ７７０円

普通馬連 �� １，２４０円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １，２７０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ３，７７０円 ３ 連 単 ��� ２４，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２４８３５８ 的中 � ２３３９４（４番人気）
複勝票数 計 ４１６８６１ 的中 � ４５３３６（３番人気）� ８２５７６（２番人気）� ４２４７１（４番人気）
枠連票数 計 ２０２９３６ 的中 （２－３） １９４７５（３番人気）
普通馬連票数 計 ７３３７４７ 的中 �� ４３７０１（４番人気）
馬単票数 計 ４６００４４ 的中 �� １１７６５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１１８１ 的中 �� １５２１２（４番人気）�� ５３８６（１５番人気）�� １０６１０（５番人気）
３連複票数 計 ８５６６８６ 的中 ��� １６８１０（９番人気）
３連単票数 計１２６９９６８ 的中 ��� ３８５５（５３番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．０―１２．４―１２．６―１３．１―１２．３―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．５―３６．９―４９．５―１：０２．６―１：１４．９―１：２６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．５

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

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンライズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．１５ 新潟４着

２００８．４．９生 牡２鹿 母 ライジングサンデー 母母 タレンテイドガール ５戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
※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 ディープスノー号・マイプレシャス号
※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。



３３０６４１２月１９日 晴 良 （２２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

４７ ア ヤ ナ ミ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ田原 邦男氏 小島 茂之 新冠 秋田牧場 ４９４＋１０１：５７．０ ４５．５�
（伊）

６１１ ディーエスコンドル 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４５０± ０１：５７．４２� ２．２�
１２ ビービーアックス 牡２鹿 ５５ 松岡 正海�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４７０＋２２１：５７．７１� ３．１�
３５ ミスターロックマン 牡２黒鹿５５ C．スミヨン 岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：５８．０２ ４．３�

（仏）

８１６ アイティテイオー 牡２栗 ５５ 水野 貴史一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５０± ０１：５８．１� １９１．４�
（浦和）

７１３ コスモバロン 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 不二牧場 ５２２＋ ６１：５８．３１� ８７．７�
５１０ マイネルパラダイム 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ３９６－ ２１：５８．４� １１２．４

１１ ホノカアボーイ 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４６４－ ６１：５８．６１� ２２０．０�
３６ ホッカイサイモン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�北海牧場 田中 清隆 平取 高橋 幸男 ４６８＋ ６１：５９．０２� ２３．８�
８１５ イ キ ナ ヤ ツ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４６４＋ ２１：５９．２１ ２０．４
７１４ ギヴンザウイング 牡２栗 ５５ 鈴来 直人ドラゴンヒルズホースクラブ 矢野 英一 日高 ファニーヒルファーム ４８４＋１０ 〃 クビ ７０．９�
２３ テ ン ク ウ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治中村 政勝氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ５１４＋ ８１：５９．５１� ３９２．４�
５９ エーシンイグアス 牡２鹿 ５５ 内田 博幸	栄進堂 畠山 吉宏 新ひだか 木田牧場 ５０６＋ ８２：００．１３� １６．８�
４８ ビュースペシャル 牝２鹿 ５４ 幸 英明キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 カナイシスタッド ４３８－ ４２：００．２� ２２５．２�
６１２ ゴールドテースト 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥戸部 洋氏 石栗 龍彦 浦河 村中 一英 ４３８＋ ４２：００．３クビ ３２０．８�
２４ リキテンスタイン 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝松本夫佐子氏 岩戸 孝樹 新ひだか 神垣 道弘 ４７４＋ ２２：０１．３６ ８７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，００１，１００円 複勝： ３１，９８７，７００円 枠連： １９，２９９，５００円

普通馬連： ５７，００７，０００円 馬単： ４７，７５８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１１７，３００円

３連複： ７２，１７６，８００円 ３連単： １３０，４５５，８００円 計： ４０５，８０３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，５５０円 複 勝 � ３９０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（４－６） ４，３６０円

普通馬連 �� ４，７４０円 馬 単 �� １７，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� １，８３０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ４，９７０円 ３ 連 単 ��� ７８，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２３００１１ 的中 � ３９８８（７番人気）
複勝票数 計 ３１９８７７ 的中 � １１７９９（６番人気）� １１９０４６（１番人気）� ６０１６４（２番人気）
枠連票数 計 １９２９９５ 的中 （４－６） ３２７４（１１番人気）
普通馬連票数 計 ５７００７０ 的中 �� ８８８１（１２番人気）
馬単票数 計 ４７７５８０ 的中 �� ２０１１（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１１７３ 的中 �� ４２３６（１２番人気）�� ２８３５（１９番人気）�� ３１７１６（２番人気）
３連複票数 計 ７２１７６８ 的中 ��� １０７２４（１５番人気）
３連単票数 計１３０４５５８ 的中 ��� １２２３（１６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３８．１―５１．８―１：０４．９―１：１７．８―１：３０．７―１：４３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．２
１
３
６，１１（１４，１５）（２，５）８－（３，１３）１０，１（１２，１６）－４，９，７・（６，１１，１５，９）（２，５，１４，１３，１０，７）（８，３）（１２，１６）１－４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア ヤ ナ ミ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１０．１１．１４ 東京１３着

２００８．４．７生 牡２鹿 母 アイアイボタン 母母 ユーワジョイナー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 オリオンザガロ号・キングロンシャープ号・ケイアイアレス号・ミストラル号・レッドオブガバナー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３３０６５１２月１９日 晴 良 （２２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

６１１ ナチュラルライツ 牝２栗 ５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：１３．７ ３．６�

５９ ニシノゲイナー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４５４ ― 〃 ハナ ２．７�
７１４ ト レ ボ ー ネ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４５８ ―１：１４．３３� ４．８�
８１６ ヒラボクローレル 牡２鹿 ５５ 田中 勝春�平田牧場 古賀 慎明 浦河 辻 牧場 ４６８ ―１：１４．４クビ １０．２�
５１０ トシザティアラ 牝２栗 ５４ 幸 英明上村 叶氏 清水 英克 浦河 浦河小林牧場 ４４８ ― 〃 ハナ １０．５�
２３ セクシイスイート 牝２鹿 ５４ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５１８ ― 〃 アタマ ２０．７�
７１３ トシキャプテン 牡２鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５８ ―１：１４．６１� ３００．３	
６１２ デ ミ チ ン タ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ ４６８ ―１：１４．７� １５．７

８１５ ベルウッドショット 牡２栗 ５５ 村田 一誠鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 飯岡牧場 ４５６ ―１：１４．８クビ ３０．２�
２４ ジョウテンティアラ 牝２青 ５４ 津村 明秀田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４２２ ―１：１５．２２� １８５．２�
３５ クールキャッツ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 ４１６ ―１：１５．４１� ６５．１
１２ ツルギレンゾク 牝２芦 ５４ 郷原 洋司中野 利道氏 郷原 洋行 苫小牧 藤沢 武雄 ４３２ ―１：１７．０１０ ２３４．４�
１１ オンワードヘラ 牝２栗 ５４ 柄崎 将寿�オンワード牧場 古賀 慎明 新冠 高橋 忍 ４１８ ―１：１７．４２� ２２２．４�
４７ ボ ウ シ ュ 牡２青 ５５ 鈴来 直人中村 政勝氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４４ ―１：１７．５� ２７６．８�
３６ ア オ イ カ ゼ �２鹿 ５５ 柴山 雄一喜田 啓照氏 田島 俊明 日高 本間牧場 ４４０ ― 〃 クビ １２１．２�
４８ エスプレッソラテ 牝２栗 ５４ 江田 照男内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 ４４６ ―１：１７．８１� ８７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８２２，４００円 複勝： ２４，８７７，６００円 枠連： ２０，４１２，０００円

普通馬連： ５３，１３２，７００円 馬単： ３９，１２８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８２０，３００円

３連複： ６０，６５０，６００円 ３連単： ９６，９４７，１００円 計： ３３３，７９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（５－６） ３５０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ４００円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ８５０円 ３ 連 単 ��� ４，０６０円

票 数

単勝票数 計 １８８２２４ 的中 � ４１７３２（２番人気）
複勝票数 計 ２４８７７６ 的中 � ５１２４８（２番人気）� ５９８３０（１番人気）� ４２４０２（３番人気）
枠連票数 計 ２０４１２０ 的中 （５－６） ４３６７０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３１３２７ 的中 �� ６８００９（１番人気）
馬単票数 計 ３９１２８８ 的中 �� ２３０６３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８２０３ 的中 �� ２２３５２（１番人気）�� １１５１４（３番人気）�� １５６７６（２番人気）
３連複票数 計 ６０６５０６ 的中 ��� ５３１８１（１番人気）
３連単票数 計 ９６９４７１ 的中 ��� １７６３２（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１２．０―１２．８―１２．７―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナチュラルライツ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．４．１８生 牝２栗 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ミツアキジュニアー号・ローズベリー号



３３０６６１２月１９日 晴 良 （２２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

８１５ リルバイリル 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４８０ ―１：３７．７ ５．８�

６１２� サトノデートナ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸里見 治氏 国枝 栄 米
Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

４８２ ― 〃 クビ ２．３�
８１６ グランデスバル 牡２栗 ５５ C．ルメール �グランデオーナーズ 勢司 和浩 浦河 鵜木 唯義 ４６４ ―１：３７．９１� １２．８�

（仏）

３５ オーロラスクリーン 牡２黒鹿５５ 大野 拓弥�大川牧場 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４７２ ―１：３８．２１� ４３．９�
４８ ヒカルハナフブキ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊�橋 京子氏 高木 登 むかわ 宇南山牧場 ３９２ ― 〃 ハナ ７７．２�
４７ メジロゴゼン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺湖 メジロ牧場 ５２８ ―１：３８．３� ２６．５	
３６ エーブライジン 牡２青鹿５５ 横山 典弘 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新冠 森 牧場 ４４４ ―１：３８．５１	 ６．１

１１ トウカイパルマ 牡２栗 ５５ 吉田 隼人内村 正則氏 後藤 由之 平取 二風谷ファーム ４４８ ― 〃 ハナ ９．２�
１２ ダイワスペシャル 牡２栗 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 ５００ ―１：３８．９２� ７．６�
７１４ ランドムテキ 牡２芦 ５５ 村田 一誠木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 ４８６ ―１：３９．３２� ３７１．６
６１１ コスモティーピー 牡２黒鹿５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新ひだか 岡田牧場 ４９２ ―１：３９．６２ ３１．２�
２３ ホリノアラシ 牡２鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太堀川 義雄氏 菅原 泰夫 浦河 �原 敏明 ４２８ ― 〃 アタマ ２０８．９�
２４ アルスマルカート 牡２栗 ５５ 田中 勝春池田 正孝氏 河野 通文 新ひだか 矢野牧場 ４６４ ― 〃 ハナ ８４．３�
７１３ メジロビシャモン 牡２栃栗５５ 石橋 脩�メジロ牧場 柴田 政人 洞爺湖 メジロ牧場 ４３６ ―１：３９．７クビ ２５０．３�
５９ ハローカイザー 牡２鹿 ５５ 松岡 正海福島 実氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４５４ ―１：４０．１２� ４６．３�
５１０ ヴィグラスハンター 牡２栗 ５５

５２ ▲平野 優下河邉行信氏 嶋田 潤 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４３２ ―１：４０．２クビ ３７３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７８５，３００円 複勝： ３１，２８９，１００円 枠連： ２４，１３７，３００円

普通馬連： ５９，９２８，５００円 馬単： ４２，６１２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８６６，０００円

３連複： ６７，５６４，１００円 ３連単： １０５，２８０，２００円 計： ３７５，４６３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � ３３０円 枠 連（６－８） ４２０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ８６０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，８１０円 ３ 連 単 ��� ８，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２１７８５３ 的中 � ３００８７（２番人気）
複勝票数 計 ３１２８９１ 的中 � ４０１６４（３番人気）� ９１００５（１番人気）� １８１３１（６番人気）
枠連票数 計 ２４１３７３ 的中 （６－８） ４２５３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９９２８５ 的中 �� ５９８４１（１番人気）
馬単票数 計 ４２６１２５ 的中 �� １８０１１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８６６０ 的中 �� ２０１７１（１番人気）�� ６０７４（１０番人気）�� ９４７３（５番人気）
３連複票数 計 ６７５６４１ 的中 ��� ２７６０１（３番人気）
３連単票数 計１０５２８０２ 的中 ��� ８９９９（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．５―３７．１―４９．５―１：０２．２―１：１４．４―１：２６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

リルバイリル �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Machiavellian 初出走

２００８．５．５生 牡２鹿 母 ア ラ デ ヤ 母母 Fair Shirley １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アンシャンテルール号・エクスプレミオン号・ケンブリッジヒーロ号・サンライズマルス号・シャイニーフェイト号・

ツクバオトメ号・フォレストリーダー号・レイメイ号
※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。



３３０６７１２月１９日 晴 良 （２２中山５）第６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

５１０ ラヴィアンクレール 牡２黒鹿５５ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：５５．８ ７．６�

７１３ イーグルカザン 牡２鹿 ５５ F．ベリー 山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 ４８６－ ８ 〃 アタマ １６．７�
（愛）

２４ タ ナ ト ス 牡２黒鹿５５ M．デムーロ榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ １３．３�
（伊）

７１４� エルヘイロー 牡２黒鹿５５ 内田 博幸黒岩 晴男氏 二ノ宮敬宇 日高 �橋 耀代 ４６２－ ８１：５６．０１� １４．５�
４８ コスモリゾルヴ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４－ ６１：５６．１クビ ６．１�
２３ ラブミーニキータ 牝２芦 ５４ 蛯名 正義小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５０２－１０１：５６．５２� ６１．１�
３６ � ジ ド 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信西森 鶴氏 和田 正道 新ひだか ニシケンフアーム ４４４－１０ 〃 ハナ ３０９．３	
１２ � ケイアイヘルメス 牡２黒鹿５５ 吉田 豊 
啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 米 Morihiro

Kameda ５１２＋ ４１：５６．６クビ ６．２�
５９ � サントメジャー 牡２鹿 ５５ 幸 英明近嶋 勇氏 和田 正道 日高 船越牧場 ４５４－ ６１：５６．８１� １１１．４�
４７ マイネルガネーシャ 牡２栗 ５５ C．スミヨン 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 日高 今井牧場 B４７２＋ ６１：５６．９� ２３．９
（仏）

６１１ エイブルブラッド 牡２鹿 ５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９４－ ６１：５７．１１� ２．４�
１１ サミットストーン 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成百万 武夫氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５１４＋ ４１：５７．５２� ２３．１�
３５ 	 ム ー ダ 牡２栗 ５５ 吉田 稔�ホースケア 山中 輝久 浦河 高松牧場 ４４６－ ２１：５７．６クビ ３７７．４�

（笠松） （愛知）

８１６ ギンザアキレス 牡２青鹿５５ 柴田 善臣有馬 博文氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５３２＋１０１：５７．７
 ２３．０�
６１２� キャニオンシンザン 牡２栗 ５５ 浜中 俊谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４８２＋ ２１：５８．３３� ３７４．０�
８１５ オズフェスト 牡２芦 ５５ 柴山 雄一�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 ５０４± ０１：５８．４クビ ９５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，４１５，３００円 複勝： ４９，９９８，２００円 枠連： ２４，８１５，５００円

普通馬連： ９８，３７１，９００円 馬単： ５７，４１６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，０５６，７００円

３連複： １０１，３３８，７００円 ３連単： １６２，１９１，２００円 計： ５６０，６０３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２８０円 � ５２０円 � ３８０円 枠 連（５－７） ２，７６０円

普通馬連 �� ４，９５０円 馬 単 �� ８，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� １，５１０円 �� ２，６１０円

３ 連 複 ��� ２０，９２０円 ３ 連 単 ��� １１０，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３２４１５３ 的中 � ３３７９５（４番人気）
複勝票数 計 ４９９９８２ 的中 � ５２７７５（４番人気）� ２３４８２（７番人気）� ３４８１９（５番人気）
枠連票数 計 ２４８１５５ 的中 （５－７） ６６５０（１４番人気）
普通馬連票数 計 ９８３７１９ 的中 �� １４６７９（１６番人気）
馬単票数 計 ５７４１６０ 的中 �� ５０７７（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４０５６７ 的中 �� ５７６０（１５番人気）�� ５６１３（１６番人気）�� ３１７１（３２番人気）
３連複票数 計１０１３３８７ 的中 ��� ３５７６（６４番人気）
３連単票数 計１６２１９１２ 的中 ��� １０８６（３３８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．９―１３．８―１３．１―１３．２―１３．１―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．８―５０．６―１：０３．７―１：１６．９―１：３０．０―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３８．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

ラヴィアンクレール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１０．８．２８ 札幌１０着

２００８．１．２５生 牡２黒鹿 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne ４戦２勝 賞金 １３，８００，０００円
〔発走状況〕 サントメジャー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。

イーグルカザン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サントメジャー号は，平成２２年１２月２０日から平成２３年１月１０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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アポロアビリティ号・コスモイーチタイム号・バーチャルトラック号・ホッコーガンバ号・ムライチンタ号・

ランパスインベガス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３３０６８１２月１９日 晴 良 （２２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

８１６ ノボレインボー 牝４芦 ５５ 内田 博幸�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５０２＋ ８１：１１．７ ８．５�

８１５ エ ヴ ァ 牝４黒鹿５５ M．デムーロ田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２１：１１．８� ５．０�
（伊）

４７ シルクドミニオン 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４８０－ ４１：１２．１１� ３．２�
７１４ ケイアイカミーリア 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田 三千雄 ４８４＋ ２１：１２．２� １４．１�
２３ セイウンエンドラン 牝３栗 ５４ 田辺 裕信西山 茂行氏 小西 一男 浦河 山口 義彦 ５４０＋１０１：１２．３� ５８．９�
２４ ノボジュピター 牡４栗 ５７ C．スミヨン�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７０＋ ８１：１２．４クビ １１．０�

（仏）

１１ ア ヌ エ ヌ エ 牝３青鹿５４ 横山 典弘松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４７２＋１０ 〃 クビ ４２．０	
７１３� シャイニイチカ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４１０－２１１：１２．５クビ ７２．２

５１０ ボンジュールメロン 牝３栗 ５４ C．ルメール 田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１２－ ２ 〃 クビ ４．６�

（仏）

３６ アプローチミー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 駿河牧場 ４８６＋１４１：１２．６クビ ７．７�
６１１ レオカミカゼ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠田中 博之氏 古賀 慎明 日高 若林 武雄 ４８２＋ ６１：１２．９１� ５７．５
６１２ キングオブハイシー 牡６鹿 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 田島 俊明 門別 小西ファーム ４８６＋ ６ 〃 クビ ４０４．６�
３５ ミスティフォレスト 牝５青鹿５５ 田中 勝春 �グリーンファーム 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ６１：１３．２１� ５９．８�
１２ ブルーエンジェル 牝３鹿 ５４ 水野 貴史三ツ矢組合 矢野 英一 新冠 浜口牧場 ４６２＋ ６１：１３．５１� １７８．７�

（浦和）

４８ � タケデンエビス 牡４鹿 ５７ 高橋 智大武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４７８－１０１：１３．８２ ２９６．１�
５９ フ ォ ル メ ン 牡３栗 ５６ 幸 英明片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４９０－ ４１：１５．５大差 ６１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，６９９，９００円 複勝： ４５，７５４，５００円 枠連： ２８，１４０，９００円

普通馬連： ９５，９５０，４００円 馬単： ５６，９８３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，８４６，５００円

３連複： １０６，２５２，２００円 ３連単： １６５，４７４，７００円 計： ５６１，１０２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２２０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（８－８） ２，０６０円

普通馬連 �� １，９５０円 馬 単 �� ４，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ３８０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 ��� １８，３００円

票 数

単勝票数 計 ２８６９９９ 的中 � ２６６７０（５番人気）
複勝票数 計 ４５７５４５ 的中 � ４６６０９（４番人気）� ５７９５９（３番人気）� １１０５６２（１番人気）
枠連票数 計 ２８１４０９ 的中 （８－８） １０１２４（１１番人気）
普通馬連票数 計 ９５９５０４ 的中 �� ３６３２９（８番人気）
馬単票数 計 ５６９８３６ 的中 �� ８８６６（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３８４６５ 的中 �� １２６４４（８番人気）�� ２２７６５（２番人気）�� ２１１２１（３番人気）
３連複票数 計１０６２５２２ 的中 ��� ３８８５６（４番人気）
３連単票数 計１６５４７４７ 的中 ��� ６６７４（５０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．６―１２．３―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．４―４６．７―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボレインボー �
�
父 ノボジャック �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００８．８．１６ 新潟１３着

２００６．３．７生 牝４芦 母 ガルデーニエ 母母 クラシーグリーン ２７戦２勝 賞金 ３４，０９０，０００円
※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 ダイワトリビューン号・ネオエピック号
（非抽選馬） ３頭 カワキタラブポップ号・スマートキャスター号・ハードパワー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３３０６９１２月１９日 晴 良 （２２中山５）第６日 第９競走 ��
��１，８００�千 葉 テ レ ビ 杯

発走１４時１０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
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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７９ ダイワファルコン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５１０－ ２１：４７．８ １．４�

１１ マコトギャラクシー 牡３栃栗５６ 吉田 豊尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４５２－ ４１：４８．０１� ５６．５�
５６ マイネルエルフ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �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 ５２２＋ ６１：４８．２１ ６．９�
２２ トウショウデザート 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成トウショウ産業� 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 B５２２± ０１：４８．４１� １９．８�
８１１ エイブルベガ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５２０± ０１：４８．５� ２３．７�
８１２ ローレルエルヴェル 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ ７４．８�
３３ ハングリージャック 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５００＋１４１：４８．６	 ７．１	
６８ シングンレジェンド 牡４鹿 ５７ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６２＋ ２１：４８．８１� ４６．８

６７ カシマストロング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�カシマ 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４７８－ ４１：４９．０１� １９．９�
４４ 
 イケノエイトマン 牡３栗 ５６ 水野 貴史日吉 純一氏 柘榴 浩樹 日高 池添 安雄 ４６０－ ３１：４９．５３ １７４．６�

（浦和） （浦和）

５５ シンボリローレンス 牡５黒鹿５７ 田中 勝春シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９８－ ２１：４９．６クビ ５５．５

（１１頭）
７１０ オリエンタルジェイ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４３，９０８，１００円 複勝： １３８，４７７，０００円 枠連： ２６，７７２，０００円

普通馬連： １２２，６８２，４００円 馬単： １０５，９２６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，０５３，２００円

３連複： １３０，１００，８００円 ３連単： ３５７，６８９，９００円 計： ９６６，６１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ７１０円 � １８０円 枠 連（１－７） ３，４９０円

普通馬連 �� ２，７１０円 馬 単 �� ３，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� １９０円 �� ２，２５０円

３ 連 複 ��� ３，９８０円 ３ 連 単 ��� １６，３８０円

票 数

単勝票数 計 ４３９０８１ 的中 � ２６３８３８（１番人気）
複勝票数 計１３８４７７０ 的中 � １０３２２７２（１番人気）� １３６７２（９番人気）� ８１８４５（３番人気）
枠連票数 計 ２６７７２０ 的中 （１－７） ５６６９（９番人気）
普通馬連票数 計１２２６８２４ 的中 �� ３３５１０（７番人気）
馬単票数 計１０５９２６６ 的中 �� ２１５２７（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１０５３２ 的中 �� ８８７３（１３番人気）�� ７２２４７（１番人気）�� ３６８６（２４番人気）
３連複票数 計１３０１００８ 的中 ��� ２４１３８（１５番人気）
３連単票数 計３５７６８９９ 的中 ��� １６１２５（４８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１１．５―１１．８―１１．９―１２．２―１２．０―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３６．３―４８．１―１：００．０―１：１２．２―１：２４．２―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワファルコン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２８ 東京３着

２００７．３．２５生 牡３鹿 母 ダイワルージュ 母母 スカーレットブーケ １０戦３勝 賞金 ５４，８１２，０００円
〔出走取消〕 オリエンタルジェイ号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
※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。



３３０７０１２月１９日 晴 良 （２２中山５）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�

ちゅうとう

仲冬ステークス
発走１４時４５分 （ダート・右）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５９ クリスタルボーイ 牡３芦 ５６ 内田 博幸ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４９２＋ ８１：１０．０ ２．６�

８１６ ブライトアイザック 牡４鹿 ５７ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ５０２± ０１：１０．３２ ４．５�
４８ � ド ス ラ イ ス 牡４栗 ５７ 柴田 善臣小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar

Farm, LLC ５２６± ０ 〃 クビ １９．４�
６１１ リリーハーバー 牡６黒鹿５７ 柴山 雄一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ４９４－ ６ 〃 ハナ ５４．５�
２４ ハッピーダイアリー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７８＋１０１：１０．５１� ３．２�
４７ ケイアイダイオウ 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５５０＋ ６１：１０．７１ ９．６	
５１０ ゴールドエンデバー 牡４鹿 ５７ 田中 勝春�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４９８＋ ６ 〃 クビ ２２．４

１１ ティアップハーレー 牡４栗 ５７ 北村 宏司田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４８６＋ ４１：１０．９１ ３３．３�
３６ � カフェレジェンド 牡５青鹿５７ 村田 一誠西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５２０＋１０１：１１．０	 ６０．０�
７１３ マジックボンバー 牡６鹿 ５７ 吉田 稔沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４６４－１０ 〃 ハナ ２５６．５

（愛知）

７１４ アーリーアメリカン 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：１１．１クビ ２７．７�
３５ シルクアルボーレ 牡８鹿 ５７ 幸 英明有限会社シルク星野 忍 新冠 早田牧場新

冠支場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ３００．０�
８１５� セレスダイナミック 
７黒鹿５７ 後藤 浩輝岡 浩二氏 鈴木 孝志 加 Stonyfield

Farm ４７４± ０１：１１．２クビ ２５８．０�
６１２ ストレートイン 牡４鹿 ５７ 吉田 豊島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５０６＋ ２１：１１．４１� ５２．７�
１２ ストーリーテリング 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４８６－ ８ 〃 クビ １２７．７�
２３ � サ ラ ト ガ 牝６芦 ５５ 郷原 洋司平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ５００－ ４１：１１．９３ ２５８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，４２４，４００円 複勝： ７２，３６０，６００円 枠連： ４１，７０９，９００円

普通馬連： ２０８，１５６，１００円 馬単： １１２，０５３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，６３７，９００円

３連複： ２０４，６８５，３００円 ３連単： ４０３，５３１，５００円 計： １，１４４，５５８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ４００円 枠 連（５－８） ４７０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ７６０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� ８，８１０円

票 数

単勝票数 計 ４４４２４４ 的中 � １３４９２３（１番人気）
複勝票数 計 ７２３６０６ 的中 � １８７４８３（１番人気）� １３６４１５（２番人気）� ３２１３４（６番人気）
枠連票数 計 ４１７０９９ 的中 （５－８） ６６６８４（２番人気）
普通馬連票数 計２０８１５６１ 的中 �� ３１３８１７（２番人気）
馬単票数 計１１２０５３０ 的中 �� ９０７８２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７６３７９ 的中 �� ６８９０６（２番人気）�� １７２３９（８番人気）�� １１６１８（１１番人気）
３連複票数 計２０４６８５３ 的中 ��� ５３６４７（９番人気）
３連単票数 計４０３５３１５ 的中 ��� ３３８１２（１８番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．５―１１．３―１１．９―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．２―３３．５―４５．４―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスタルボーイ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００９．１０．２４ 京都１着

２００７．３．５生 牡３芦 母 ロッキーバッハ 母母 モコロツキー １０戦４勝 賞金 ６３，５６７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 サルバドールアスカ号・ジェイケイボストン号・ドリームクラウン号・トーセンクロス号・フローライゼ号・

モアザンスマート号
（非抽選馬） １頭 トップオブピーコイ号
※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。



３３０７１１２月１９日 晴 良 （２２中山５）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第６２回朝日杯フューチュリティステークス（ＧⅠ）

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・日本軽種馬協会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ７０，０００，０００円 ２８，０００，０００円 １８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ７，０００，０００円
付 加 賞 １，１６２，０００円 ３３２，０００円 １６６，０００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

６１１ グランプリボス 牡２鹿 ５５ M．デムーロ�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０４－ ４１：３３．９ １４．６�
（伊）

３５ リアルインパクト 牡２鹿 ５５ F．ベリー �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ２１：３４．０� １０．３�
（愛）

１２ リ ベ ル タ ス 牡２鹿 ５５ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９０－ ２ 〃 アタマ ６．２�

５１０ サダムパテック 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８± ０１：３４．１クビ １．８�

（仏）

４８ リフトザウイングス 牡２青鹿５５ C．ルメール �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５０８－ ２ 〃 クビ ７．７�
（仏）

２３ マイネルラクリマ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 ４６６＋ ４１：３４．５２� ２３．１	

４７ トキノゲンジ 牡２鹿 ５５ 安藤 光彰中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ２３２．０

５９ ロビンフット 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４９２± ０１：３４．６� ２７．８�
１１ オースミイージー 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ４２．６�
６１２� シゲルソウサイ 牡２鹿 ５５ 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments ４９２－ ６ 〃 アタマ ３７．１
８１５ アドマイヤサガス 牡２青 ５５ 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ６１：３４．７� ２２．２�
３６ タガノロックオン 牡２栗 ５５ 田辺 裕信八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９６－ ８１：３４．９１� １５９．７�
８１６ タツミリュウ 牡２栗 ５５ 江田 照男�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４７０－ ８１：３５．１１ ５７．７�
７１３ エーシンブラン 牡２芦 ５５ 蛯名 正義�栄進堂 坂口 正則 様似 栄進牧場 ４６０＋ ２１：３５．３１� １０４．８�
７１４ マジカルポケット 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己�原源一郎氏 領家 政蔵 日高 森永牧場 ４７０－ ２１：３５．７２� ５０．３�
２４ ブラウンワイルド 牡２鹿 ５５ 浜中 俊キャピタルクラブ 坂口 正則 新冠 田鎖牧場 ４６０＋ ４１：３６．３３� １１１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５７，６９６，４００円 複勝： ４１３，５１２，０００円 枠連： ３５３，１７６，６００円

普通馬連： １，６７２，１０８，４００円 馬単： １，０６２，１５３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４４１，４８３，１００円

３連複： ２，１４７，３０１，４００円 ３連単： ５，０２１，２０９，０００円 計： １１，４６８，６４０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ４３０円 � ３５０円 � ２５０円 枠 連（３－６） ３，３７０円

普通馬連 �� ４，９９０円 馬 単 �� １１，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７４０円 �� １，３６０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ８，８３０円 ３ 連 単 ��� ６７，９１０円

票 数

単勝票数 計３５７６９６４ 的中 � １９３３１７（５番人気）
複勝票数 計４１３５１２０ 的中 � ２３４９５１（５番人気）� ３１２５９９（４番人気）� ４７４６６８（２番人気）
枠連票数 計３５３１７６６ 的中 （３－６） ７７３５２（１４番人気）
普通馬連票数 計１６７２１０８４ 的中 �� ２４７６０８（１６番人気）
馬単票数 計１０６２１５３７ 的中 �� ６６７５０（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計４４１４８３１ 的中 �� ６１４０１（１９番人気）�� ７９２５５（１２番人気）�� １３０９１０（８番人気）
３連複票数 計２１４７３０１４ 的中 ��� １７９６０５（２７番人気）
３連単票数 計５０２１２０９０ 的中 ��� ５４５７５（１８７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３４．７―４６．６―５８．６―１：１０．３―１：２１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

グランプリボス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．１４ 札幌１着

２００８．３．２８生 牡２鹿 母 ロージーミスト 母母 ビューティフルベーシック ４戦３勝 賞金 １１６，７１５，０００円
〔制裁〕 サダムパテック号の騎手C．スミヨンは，向正面で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１６番への進路影響）

グランプリボス号の騎手M．デムーロは，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（１５番への進路影響）
※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 ワイズリー号
（非抽選馬） ８頭 アルトゥバン号・サトノタイガー号・サミットストーン号・タナトス号・ダノンバラード号・ビップセレブアイ号・

ブルーミングメイン号・ベルシャザール号
※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。



３３０７２１２月１９日 晴 良 （２２中山５）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�中山ウインタープレミアム

発走１６時００分 （グラスワンダーメモリアル） （芝・右・外）

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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６１１ ブルーミンバー 牝５鹿 ５５ C．ルメール 諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６１：０８．１ ３．４�
（仏）

１２ ケンブリッジエル 牡４黒鹿５７ F．ベリー 中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ５０２－ ４ 〃 クビ ５．７�

（愛）

５１０� レジェトウショウ 牝４栗 ５５ 浜中 俊トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８０－ ４１：０８．４１� １１．４�
８１５ ゴールドアグリ 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５０２＋ ６ 〃 ハナ ２９．２�
３５ クリールバレット 牡６鹿 ５７ 津村 明秀横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４７８－ ２１：０８．５	 ２１３．３�
２３ ダイナミズム 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥吉田 和子氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０＋ ６１：０８．６クビ ２３．０�
４８ ダイメイザバリヤル 牝６鹿 ５５ 柴田 善臣宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４０＋ ２ 〃 クビ ７５．８	
４７ エ ス カ ー ダ 牡３青鹿５６ 小林 淳一山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 B４６２＋１０ 〃 アタマ １０１．３

７１４ タイセイハニー 牝７芦 ５５ 幸 英明田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４８８± ０ 〃 アタマ １４３．０�
７１３ ワンモアジョー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４５６－ ８ 〃 ハナ ３０．６�
８１６ エーシンヴァーゴウ 牝３栗 ５４ M．デムーロ�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４６６－ ６１：０８．９１� ４．３

（伊）

１１ インプレスウィナー 牡３青 ５６ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４５２－ ４１：０９．０	 １０．１�
５９ レオパステル 牝３鹿 ５４ 村田 一誠田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 ４１６＋ ８ 〃 ハナ １８．２�
３６ � メイショウカーター 牡７鹿 ５７ 吉田 隼人松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ １６７．４�
６１２ シルクプラチナム 牡７芦 ５７ 柄崎 将寿有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５４０＋１４１：０９．２１
 １４５．６�
２４ カホマックス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６± ０１：０９．６２	 １１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，３１８，３００円 複勝： ９０，３４３，５００円 枠連： ６６，７８６，８００円

普通馬連： ２４４，９９９，３００円 馬単： １３６，１１４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７７，７４３，２００円

３連複： ３００，５３４，５００円 ３連単： ５５６，４３１，３００円 計： １，５３６，２７１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ３００円 枠 連（１－６） ６６０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ６６０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ３，１６０円 ３ 連 単 ��� １２，５３０円

票 数

単勝票数 計 ６３３１８３ 的中 � １５７９１９（１番人気）
複勝票数 計 ９０３４３５ 的中 � ２０８２５８（１番人気）� １３８２２９（３番人気）� ６８３５６（５番人気）
枠連票数 計 ６６７８６８ 的中 （１－６） ７９６５５（３番人気）
普通馬連票数 計２４４９９９３ 的中 �� １９８６８６（２番人気）
馬単票数 計１３６１１４５ 的中 �� ６０３３３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７７７４３２ 的中 �� ６３４１２（２番人気）�� ３００７４（４番人気）�� １８２１３（１１番人気）
３連複票数 計３００５３４５ 的中 ��� ７４９３３（５番人気）
３連単票数 計５５６４３１３ 的中 ��� ３４９８６（１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１０．９―１１．３―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．６―４４．９―５６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．４―３F３４．５
３ ７（１１，１２）（３，４，９，１０）（２，１４）１（８，１５）１６（５，６，１３） ４ ７，１１（１２，１０）（３，４，２，９，１４）（１，８）５（６，１３，１５，１６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブルーミンバー �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００７．１１．１７ 東京２着

２００５．３．２２生 牝５鹿 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ ２５戦５勝 賞金 ９１，６５５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サクラミモザ号
※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。



（２２中山５）第６日 １２月１９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 １８６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

３２２，３８０，０００円
２，１３０，０００円
３０，７９０，０００円
３，１１０，０００円
３２，５００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，５３７，５００円
５，４２８，０００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
６９２，０４０，１００円
９９９，６６７，３００円
６６１，２４６，７００円
２，７８５，９４４，６００円
１，７８２，２８２，８００円
８２４，２８１，８００円
３，４０５，６５９，５００円
７，３３３，９７１，６００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 １８，４８５，０９４，４００円

総入場人員 ４１，２５８名 （有料入場人員 ３６，１１９名）




