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３４０１３１２月４日 晴 不良 （２３中山５）第２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

３６ クレバーデステニー 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド ４３８＋ ２１：１１．４ １２．８�

２４ タンブルブルータス 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 �渡 信義 ４７８＋ ４ 〃 クビ １４．６�
１２ ドリームコメット 牡２栗 ５５ 丸山 元気セゾンレースホース� 尾関 知人 新冠 パカパカ

ファーム ４６８± ０１：１１．８２� ２．７�
５９ トップフライアー 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 ４７４＋ ４１：１２．０１� ２．７�
４７ ダノンエレガント 牝２鹿 ５４ 石橋 脩�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４４８± ０１：１２．１� ７．９	
８１６ スノークラフト 牝２芦 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４５６－ ２１：１２．２クビ ７．１

４８ コスモダンケシェン 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 中脇 満 ４７６＋１０１：１２．３� ３０．９�
５１０ テ ヌ ー ト 牡２鹿 ５５ 田中 勝春重松 國建氏 大江原 哲 日高 坂東ファーム B４７６＋ ６１：１２．４� １４３．２
８１５ デルマホテイ 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム ４４６± ０ 〃 ハナ ３８７．４�
６１１ カシノモンスター 牡２鹿 ５５ 小林 淳一柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日東牧場 ４８０－ ６１：１２．７１� ３７６．１�
１１ カルメンズサン 牡２栗 ５５ 津村 明秀 �荻伏三好ファーム清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ４６２＋１４１：１３．４４ ６６．４�
６１２ ケイジーハンター 牡２黒鹿５５ 今野 忠成鹿倉 勝�氏 田中 剛 青森 野々宮牧場 ４２２＋ ８１：１３．６１ ４４１．８�

（川崎）

７１４ オキナワエミチャン 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４３０－ ８１：１３．８１� ７６．７�
３５ オンワードナスキー 牡２栗 ５５ 加藤士津八�オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４５６－ ４１：１４．４３� ８７．８�
７１３ シャドウガーデン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次飯塚 知一氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B４０６－１０１：１４．６１� １８７．８�
２３ スマイルアロット 牡２栗 ５５ 柴田 善臣西川 賢氏 鈴木 康弘 浦河 小倉牧場 ４５０＋ ４１：１５．８７ ９４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３７０，４００円 複勝： ３０，９９９，３００円 枠連： １１，９７５，９００円

馬連： ５０，８１９，１００円 馬単： ３５，２６６，６００円 ワイド： １９，１０３，５００円

３連複： ６１，７３２，４００円 ３連単： １０８，７０９，１００円 計： ３３４，９７６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ３００円 � ２８０円 � １３０円 枠 連（２－３） ４，３４０円

馬 連 �� ６，３３０円 馬 単 �� １２，３３０円

ワ イ ド �� １，５００円 �� ６４０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ４，０９０円 ３ 連 単 ��� ４４，６５０円

票 数

単勝票数 計 １６３７０４ 的中 � １００８４（５番人気）
複勝票数 計 ３０９９９３ 的中 � ２２１８２（６番人気）� ２４４０５（５番人気）� ８８３１２（１番人気）
枠連票数 計 １１９７５９ 的中 （２－３） ２０３９（１４番人気）
馬連票数 計 ５０８１９１ 的中 �� ５９２７（１７番人気）
馬単票数 計 ３５２６６６ 的中 �� ２１１２（３３番人気）
ワイド票数 計 １９１０３５ 的中 �� ２９９４（１７番人気）�� ７５６５（８番人気）�� ７９３９（７番人気）
３連複票数 計 ６１７３２４ 的中 ��� １１１５７（１４番人気）
３連単票数 計１０８７０９１ 的中 ��� １７９７（１２２番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．２―１１．１―１１．８―１２．６―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２１．９―３３．０―４４．８―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレバーデステニー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Gone West デビュー ２０１１．１０．２９ 東京２着

２００９．４．２２生 牡２鹿 母 ウエストエスケープ 母母 Sans Escale ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマイルアロット号は，平成２４年１月４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。
（非抽選馬） ３頭 ギンザノクリチャン号・コトノクリチャン号・ミヤビリファイン号
※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。

３４０１４１２月４日 晴 不良 （２３中山５）第２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

８１６ ドラゴンツヨシ 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成窪田 芳郎氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：５５．９ ３．０�

７１３ コスモマイギフト 牡２黒鹿５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ３．４�
６１２ テイエムデジタル 牡２鹿 ５５ 小林 淳一竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋ ６１：５６．０クビ １４．９�
１２ スーパーボルト 牡２栗 ５５ 今野 忠成浜野順之助氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 ５２４＋１２ 〃 クビ ８．５�

（川崎）

２３ フレンドワン 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４６２＋ ４１：５６．７４ １６．０�
７１４ ペガサスバイオ 牡２栗 ５５ 吉田 豊バイオ� 松山 将樹 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：５６．９１� ７．５	
５９ コスモクーペ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ５００－１０１：５７．１� ３３．２

４８ レジェンドスズラン 牡２栗 ５５ 田辺 裕信鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 新ひだか 荒谷 英俊 ５１２＋ ４１：５７．３１� ２６．０�
４７ ウィッシュガバナー 牝２鹿 ５４

５１ ▲平野 優中谷 初子氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 尚大 ４４４＋ ６ 〃 ハナ ４３．２�
２４ ゴ メ ン 牡２鹿 ５５ 的場 勇人小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４４８＋ ６１：５７．５１� １６６．０
５１０ エフケーゴッド 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太布施 貞夫氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 ５００－ ８１：５７．９２� ４７０．２�
６１１ ミスワールド 牝２鹿 ５４ 田中 勝春村田 哲朗氏 坂本 勝美 浦河 小倉牧場 ４６２± ０１：５８．２１� ９．８�
３５ スズカヴィグラス 牡２鹿 ５５ 丸山 元気永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４７６＋ ４ 〃 クビ ７６．４�
８１５ シャイニーアース 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太小林 昌志氏 菊川 正達 日高 原田牧場 ５２６＋ ４１：５８．５１� ２９３．０�
１１ サムライソード 牡２栗 ５５ 大庭 和弥山上 和良氏 新開 幸一 新冠 北星村田牧場 ４６８－ ４１：５８．７１ ５５．７�
３６ コスモアメイジング 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム ４０４－ ６２：００．０８ １５７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，３９３，１００円 複勝： ２６，６２８，５００円 枠連： １５，４７７，５００円

馬連： ４６，６５３，６００円 馬単： ３１，１４６，９００円 ワイド： １８，１８４，７００円

３連複： ５４，３４０，４００円 ３連単： ８６，２２８，６００円 計： ２９４，０５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ２７０円 枠 連（７－８） ３１０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ７００円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� ６，７６０円

票 数

単勝票数 計 １５３９３１ 的中 � ４１６７４（１番人気）
複勝票数 計 ２６６２８５ 的中 � ５３８１４（２番人気）� ６８０４５（１番人気）� １８９３５（５番人気）
枠連票数 計 １５４７７５ 的中 （７－８） ３７０６６（１番人気）
馬連票数 計 ４６６５３６ 的中 �� ７２０２６（１番人気）
馬単票数 計 ３１１４６９ 的中 �� ２３１９８（２番人気）
ワイド票数 計 １８１８４７ 的中 �� ２１６２４（１番人気）�� ５８３８（１１番人気）�� ６１６１（９番人気）
３連複票数 計 ５４３４０４ 的中 ��� ２２３９９（４番人気）
３連単票数 計 ８６２２８６ 的中 ��� ９４１５（１０番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１３．５―１３．５―１２．８―１２．７―１２．９―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．１―３８．６―５２．１―１：０４．９―１：１７．６―１：３０．５―１：４３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３
７，９，１６，１２，１３（５，６，１０，１１）（８，１４）１５（１，３）４－２
７（９，１６）（１２，１３，１１）－１４（５，１０，２）（６，８）３（１，１５，４）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドラゴンツヨシ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１０．２３ 東京３着

２００９．５．７生 牡２黒鹿 母 リーインフォースト 母母 テ ィ ア ラ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オオブタイ号・ショウナンラピス号・ディアスピリトゥス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第５回　中山競馬　第２日



３４０１５１２月４日 晴 重 （２３中山５）第２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

５９ ヘレナモルフォ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 ４４８－ ２２：０３．５ ３．６�

７１３ カ ム フ ィ ー 牡２黒鹿５５ C．ウィリアムズ 清水 二朗氏 大竹 正博 池田 新田牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ２．６�
（豪）

８１７ プレミアムタイム 牡２栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４９８＋１０２：０３．６クビ １０．４�
５１０ マイネルテンクウ 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４９８± ０ 〃 クビ ４５．０�
４７ イキシアグレイド 牡２青鹿５５ 柴田 善臣�川島牧場 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６４－ ４２：０４．３４ ６．８�
１１ マイネルバルドル 牡２栗 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム ５１０－ ２２：０４．５１� ８．１	
７１５ タニノハービービー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 ４７６＋ ４ 〃 アタマ ６４．９

７１４ クレバーシリウス 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 山本牧場 ４２８－ ４２：０４．６クビ ８６．０�
８１８ シングンタイガー 牡２鹿 ５５ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４７４＋１２ 〃 ハナ １７．６
３５ ブラウシュタイン 牡２黒鹿５５ 的場 勇人吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４１４＋ ２２：０４．７� １２４．３�
６１１ マイネアスタリスク 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４２２－ ４２：０５．０１� １９．６�
６１２ イエローシュシュ 牝２栗 ５４ 田中 勝春ディアレスト 清水 英克 新冠 松浦牧場 ４５８－ ４２：０５．５３ ２０２．５�
１２ マイネルカブト 牡２鹿 ５５ 岩部 純二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド ４６６± ０ 〃 ハナ ３２．８�
２３ コンノートスタイル 牡２鹿 ５５ 今野 忠成渡邊 隆氏 尾形 充弘 浦河 福岡 光夫 ４６４＋ ２２：０５．７１� １３５．９�

（川崎）

８１６ ミヤコデラックス 牡２鹿 ５５ 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ １１０．３�
４８ ナンヨーガンバロー 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次中村 �也氏 手塚 貴久 新ひだか 増本牧場 ５０４＋ ８２：０５．８� ４３７．０�
２４ クリノエルヴィス 牡２鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド ４９２＋１０ 〃 アタマ ４９６．５�
３６ コスモモストロ 牡２黒鹿５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４６２＋ ６２：０６．６５ ２９０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，５２０，９００円 複勝： ３１，４１３，７００円 枠連： １６，７０４，３００円

馬連： ５５，０１４，４００円 馬単： ４０，９０３，４００円 ワイド： ２１，５８７，８００円

３連複： ６６，８７１，２００円 ３連単： １１０，５４０，８００円 計： ３６１，５５６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（５－７） ４９０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ７４０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� ８，３１０円

票 数

単勝票数 計 １８５２０９ 的中 � ４１６３１（２番人気）
複勝票数 計 ３１４１３７ 的中 � ６２４０４（２番人気）� ７３７４２（１番人気）� ２３５５７（５番人気）
枠連票数 計 １６７０４３ 的中 （５－７） ２５２７０（１番人気）
馬連票数 計 ５５０１４４ 的中 �� ７６９６５（１番人気）
馬単票数 計 ４０９０３４ 的中 �� ２５８３７（２番人気）
ワイド票数 計 ２１５８７８ 的中 �� ２４９１９（１番人気）�� ６６００（９番人気）�� ７８４７（６番人気）
３連複票数 計 ６６８７１２ 的中 ��� ２５９８２（３番人気）
３連単票数 計１１０５４０８ 的中 ��� ９８１７（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．３―１２．６―１２．８―１２．４―１２．２―１２．０―１２．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３６．３―４８．９―１：０１．７―１：１４．１―１：２６．３―１：３８．３―１：５０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．２
１
３
９，１３，１７（１２，１８）１０（１１，１４）（１，６）１６（５，１５）－（２，７）３，８，４・（９，１３，１７）（１２，１０，１８）１４（１，１１）－（５，６，１６，７）１５（２，４）３，８

２
４

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

勝馬の
紹 介

ヘレナモルフォ �
�
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 ２０１１．１０．２２ 東京４着

２００９．５．３１生 牝２鹿 母 タガノブラッサム 母母 ポリッシュプリンセス ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔騎手変更〕 シングンタイガー号の騎手丸山元気は，検査のため小林淳一に変更。
※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 アメリカンウィナー号
※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。

３４０１６１２月４日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）重 （２３中山５）第２日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時１５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

６８ ディアマイホース 牡５黒鹿６０ 横山 義行吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５１４－ ２３：１８．９ ２．２�

５５ タガノバッチグー 牡５鹿 ６０ 中村 将之八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２＋ ８３：１９．３２� ７．２�

３３ ドレスアフェアー 牡４黒鹿６０ 大江原 圭吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２３：１９．４� １３．９�
２２ バックハウス 牡５栗 ６０ 五十嵐雄祐池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４７２＋ ４３：２０．２５ ３２．１�
８１２ タイキデイブレイク �４鹿 ６０ 高野 和馬�大樹ファーム 戸田 博文 新冠 パカパカ

ファーム ４６８＋ ６ 〃 ハナ ４．９�
７９ パワーショウ 牡４鹿 ６０ 山本 康志大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

吉田ファーム ４８０＋ ４３：２０．３� ４．４�
４４ � ハンドクラッピング 牡５栗 ６０ 鈴木 慶太加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 ４７０－ ４３：２１．１５ １１９．４	
８１１ ニシノファブレッド 牡３鹿 ５８ 穂苅 寿彦福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 ４８６± ０３：２１．５２� １４．２

１１ セントアンズ 牝４栗 ５８ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６４＋１２３：２３．４大差 １０４．７�
６７ シルクスペンサー 牡３鹿 ５８ 蓑島 靖典有限会社シルク佐藤 全弘 安平 ノーザンファーム ５１４－１０３：２５．６大差 １２７．９�
７１０ クリノダイヤモンド 牝３芦 ５６ 平沢 健治栗本 博晴氏 成島 英春 日高 永村 侑 ４９６＋１２３：３３．８大差 ３１４．６
５６ � フジノベルモット 牡４青鹿６０ 石神 深一中村 博亮氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４７０＋ ８ （競走中止） ４０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，４０９，０００円 複勝： ２０，８１７，０００円 枠連： １２，０４３，１００円

馬連： ３７，２３６，７００円 馬単： ３０，８０１，７００円 ワイド： １３，６７５，３００円

３連複： ４５，５０６，３００円 ３連単： ９９，１３１，５００円 計： ２７３，６２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � ３２０円 枠 連（５－６） ７３０円

馬 連 �� ７８０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ４８０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ３，４００円 ３ 連 単 ��� １１，８２０円

票 数

単勝票数 計 １４４０９０ 的中 � ５２５７６（１番人気）
複勝票数 計 ２０８１７０ 的中 � ７８６４１（１番人気）� １６０８４（５番人気）� １１９７２（６番人気）
枠連票数 計 １２０４３１ 的中 （５－６） １２３２９（３番人気）
馬連票数 計 ３７２３６７ 的中 �� ３５４７７（３番人気）
馬単票数 計 ３０８０１７ 的中 �� １６４５４（５番人気）
ワイド票数 計 １３６７５３ 的中 �� ９２９６（４番人気）�� ７１６１（５番人気）�� ２２１２（１８番人気）
３連複票数 計 ４５５０６３ 的中 ��� ９８７９（１４番人気）
３連単票数 計 ９９１３１５ 的中 ��� ６１９２（３４番人気）

上り １マイル １：４９．６ ４F ５２．３－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディアマイホース �
�
父 ゴ ー カ イ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．９．６ 新潟１８着

２００６．６．２０生 牡５黒鹿 母 ダンスフォンテン 母母 ス ダ リ ー フ 障害：２２戦１勝 賞金 ３２，２２０，０００円
〔競走中止〕 フジノベルモット号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。



３４０１７１２月４日 晴 重 （２３中山５）第２日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時０５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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

７１３ チェインブラッド 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣西山 茂行氏 伊藤 圭三 浦河 高昭牧場 ４７２ ―１：１０．９ ３．８�

１１ ガッダムアスカ 牝２芦 ５４ 石橋 脩神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４５０ ―１：１１．２１� ５．５�
５９ ジヴェルニー 牡２栃栗５５ C．ウィリアムズ 村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５６ ― 〃 ハナ １５．３�

（豪）

６１１ カルミアムーン 牝２栗 ５４ 丸山 元気岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４３０ ―１：１１．３� ５．６�
３６ フォースフル 牡２黒鹿５５ 今野 忠成魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 ４６４ ― 〃 ハナ １０．０�

（川崎）

１２ クレバーブレード 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成田� 正明氏 石毛 善彦 日高 大江牧場 ４４４ ―１：１１．５１� ４３．６�
６１２ シベリアンロビン 牡２鹿 ５５ 木幡 初広藤田 在子氏 天間 昭一 日高 天羽 禮治 ５１６ ― 〃 アタマ ４４．５	
４７ シェルダジュール 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥山上 和良氏 和田正一郎 新ひだか 高橋 修 ４８２ ―１：１１．６� ６７．９

２４ サマニビューティ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４４０ ―１：１１．８１� ６０．４�
２３ クリーンヒット 牝２鹿 ５４ 鈴来 直人�大西牧場 高市 圭二 浦河 大西牧場 ４４６ ―１：１２．２２� ５３．１
４８ コスモコンテンツ 牡２芦 ５５ 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 日高 三輪牧場 ４５６ ―１：１２．３� １３．１�
５１０ エーシンクラスワン 牝２栗 ５４ 田辺 裕信�栄進堂 奥平 雅士 新ひだか 木田牧場 ４５６ ―１：１２．４� ３１．３�
３５ ラブファクト 牝２鹿 ５４ 田中 勝春西浦 和男氏 清水 英克 浦河 帰山 清貴 ４３０ ―１：１２．６１� １４．８�
８１５ メイスパイス 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 ４２０ ―１：１２．８１� ６．５�
８１６ リネンムーン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 片山牧場 ４１６ ―１：１２．９� ８５．７�
７１４ アップルアヤ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀上野 直樹氏 小野 次郎 新冠 山岡ファーム ３９８ ―１：１５．０大差 ２８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３６９，６００円 複勝： ２９，２３４，７００円 枠連： １８，４２４，６００円

馬連： ５３，５５７，８００円 馬単： ３７，１８７，９００円 ワイド： ２０，９４５，８００円

３連複： ６５，５９４，６００円 ３連単： １０２，７９２，２００円 計： ３４７，１０７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � ４３０円 枠 連（１－７） １，１９０円

馬 連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，２５０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ９９０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� １０，３８０円 ３ 連 単 ��� ４４，８７０円

票 数

単勝票数 計 １９３６９６ 的中 � ４０５１７（１番人気）
複勝票数 計 ２９２３４７ 的中 � ５９０２７（１番人気）� ３７４０６（３番人気）� １４０２９（８番人気）
枠連票数 計 １８４２４６ 的中 （１－７） １１４４９（４番人気）
馬連票数 計 ５３５５７８ 的中 �� ２９６０５（３番人気）
馬単票数 計 ３７１８７９ 的中 �� １２２４７（３番人気）
ワイド票数 計 ２０９４５８ 的中 �� ９８１３（３番人気）�� ５１８５（９番人気）�� ２２８０（２６番人気）
３連複票数 計 ６５５９４６ 的中 ��� ４６６４（３２番人気）
３連単票数 計１０２７９２２ 的中 ��� １６９１（１１９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．７―１１．９―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．９―４６．８―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．０
３ ・（１０，１１）１３（２，１２）（８，６，９，１５）－３－（４，７）（５，１６）－１－１４ ４ ・（１０，１１）（２，１３）１２，９（８，６，１５）３，４，７，５（１，１６）＝１４

勝馬の
紹 介

チェインブラッド �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Nashwan 初出走

２００９．２．１９生 牝２黒鹿 母 ナ ス キ 母母 Calpella １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 フォースフル号の騎手今野忠成は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アップルアヤ号は，平成２４年１月４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または施行団体名を表示している。

３４０１８１２月４日 晴 重 （２３中山５）第２日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

７１０ リキサンイレブン 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 ５１６ ―１：５６．２ １６．５�

６７ フ ェ ミ ニ ン 牝２芦 ５４ 石橋 脩水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４３０ ―１：５６．５２ ２９．０�
６８ コスモフルハート 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 浦河 山下 恭茂 ５０２ ―１：５６．７１� ５．０�
８１２ パラティーノ 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５１２ ―１：５７．３３� ４．３�
２２ ツクバリューオー 牡２芦 ５５ 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 ５１０ ―１：５７．８３ ４．０�
１１ トーセンオウジ 牡２栗 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか ヒサイファーム ４９２ ―１：５８．４３� ９．６	
５６ バンカーバスター 牡２栗 ５５ 田辺 裕信野村 茂雄氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４７８ ―１：５８．５� ２３．０

４４ クレバーリクオー 牡２青鹿５５ 丸山 元気田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ５００ ―１：５９．２４ ６．９�
８１１ プリンスオブパゴダ 牡２黒鹿５５ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４４８ ―１：５９．５１� ７．１

（豪）

７９ ユウキングスカイ 牡２芦 ５５ 武士沢友治子安 裕樹氏 伊藤 正徳 日高 オリオンファーム ５２２ ―２：００．８８ ７４．５�
３３ ビッグヘッド 牡２青 ５５ 田中 勝春ディアレスト 田村 康仁 新ひだか 大平牧場 ４７８ ―２：０２．３９ ５９．４�
５５ コスモティターニア 牝２黒鹿５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４３６ ―２：０５．３大差 １０１．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，８４０，７００円 複勝： ２３，８６９，３００円 枠連： １３，７３１，９００円

馬連： ４７，７４７，３００円 馬単： ３２，９１８，０００円 ワイド： １６，６７９，１００円

３連複： ５１，７４６，９００円 ３連単： ９１，５３６，２００円 計： ２９５，０６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６５０円 複 勝 � ４００円 � ９００円 � ２００円 枠 連（６－７） ２，２２０円

馬 連 �� ２８，３５０円 馬 単 �� ５３，８７０円

ワ イ ド �� ４，８２０円 �� １，０３０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� ３０，８００円 ３ 連 単 ��� ３３４，４３０円

票 数

単勝票数 計 １６８４０７ 的中 � ８０４８（７番人気）
複勝票数 計 ２３８６９３ 的中 � １４９７３（７番人気）� ５８７２（９番人気）� ３８９８０（３番人気）
枠連票数 計 １３７３１９ 的中 （６－７） ４５８３（１２番人気）
馬連票数 計 ４７７４７３ 的中 �� １２４３（４５番人気）
馬単票数 計 ３２９１８０ 的中 �� ４５１（８３番人気）
ワイド票数 計 １６６７９１ 的中 �� ８２９（４３番人気）�� ４１３３（１４番人気）�� １９０２（２６番人気）
３連複票数 計 ５１７４６９ 的中 ��� １２４０（７７番人気）
３連単票数 計 ９１５３６２ 的中 ��� ２０２（５９４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１３．０―１３．３―１２．５―１２．８―１３．３―１３．４―１３．４

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F４０．１
１
３

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

２
４

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

リキサンイレブン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００９．３．１６生 牡２黒鹿 母 リキサンピュアティ 母母 プリンセスリーベ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 コスモティターニア号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッグヘッド号は，平成２４年１月４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。



３４０１９１２月４日 晴 重 （２３中山５）第２日 第７競走 ��
��１，２００�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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

２４ チャンピオンヤマト 牡２鹿 ５５ 吉田 豊坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 ４６２＋ ６１：１０．６ ３．１�

７１４ タニセンジャッキー 牡２鹿 ５５
５２ ▲嶋田 純次染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４７０＋ ４ 〃 ハナ ４．５�

８１６ ハタノアブソルート 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ５２０± ０１：１０．７� ３７．９�

１１ ストリートハンター 牡２鹿 ５５ C．オドノヒュー �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５１４＋２２１：１０．８� ９．５�
（愛）

３６ � ゲ ン テ ン 牡２黒鹿５５ C．ウィリアムズ 林 正道氏 矢作 芳人 米 Carol Ham-
mersmith ４８８－ ２１：１１．１２ ３．２�

（豪）

１２ プリサイスファイン 牡２青鹿５５ 今野 忠成井山 登氏 矢野 照正 新ひだか シンボリ牧場 ４９０＋ ６１：１１．４１� ２６．４�
（川崎）

５９ コウセイコタロウ 牡２黒鹿５５ 津村 明秀杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 ４７２－ ４ 〃 アタマ ５４．７	
７１３	 スプリームブルー 牝２鹿 ５４ 木幡 初広大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４７４± ０１：１１．６１
 ３４５．２

４７ サーストンデンバー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 ４８４－ ２１：１１．７� １３５．７�
３５ ナムラビーム 牝２芦 ５４ 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 ４４８－ ４１：１１．９１ １９．５�
５１０ ジャストフレンズ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 渡 信義 ４２２－１４１：１２．０クビ ４７．９�
４８ ローレルボルケーノ 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ５１４＋２４１：１２．３２ ２２．０�
６１１ サンセルマン 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 ４５０＋ ２ 〃 アタマ １５７．９�
６１２	 ターコイズクラウド 牝２鹿 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 碧雲牧場 ４２２－ ２１：１２．５� ３６８．７�
２３ フォゲラバーディ 牝２青鹿５４ 丸山 元気平田 修氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２４－ ２１：１３．０３ １６９．０�
８１５ エクスクライム 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝前原 敏行氏 牧 光二 日高 長谷川牧場 ４３２－ ４１：１３．９５ １３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，６１０，４００円 複勝： ４２，９６８，２００円 枠連： ２０，４５０，３００円

馬連： ８０，８３１，３００円 馬単： ５０，７７１，３００円 ワイド： ３０，９０１，１００円

３連複： ９１，８８８，７００円 ３連単： １５０，５０５，１００円 計： ４９７，９２６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ５９０円 枠 連（２－７） ７００円

馬 連 �� ７１０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １，３９０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ６，１００円 ３ 連 単 ��� ２５，８００円

票 数

単勝票数 計 ２９６１０４ 的中 � ７５２８７（１番人気）
複勝票数 計 ４２９６８２ 的中 � １０２０５４（１番人気）� ７５３７６（３番人気）� １２８４３（１０番人気）
枠連票数 計 ２０４５０３ 的中 （２－７） ２１８０４（２番人気）
馬連票数 計 ８０８３１３ 的中 �� ８４４８４（２番人気）
馬単票数 計 ５０７７１３ 的中 �� ２６８５１（３番人気）
ワイド票数 計 ３０９０１１ 的中 �� ３１１８８（１番人気）�� ５０３４（２０番人気）�� ４０７７（２２番人気）
３連複票数 計 ９１８８８７ 的中 ��� １１１２４（２１番人気）
３連単票数 計１５０５０５１ 的中 ��� ４３０６（７４番人気）

ハロンタイム １１．６―１０．６―１０．７―１２．０―１２．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．６―２２．２―３２．９―４４．９―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャンピオンヤマト �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ワカオライデン デビュー ２０１１．７．３０ 新潟２着

２００９．３．７生 牡２鹿 母 アクアライデン 母母 シュンレイカ ５戦２勝 賞金 １８，３００，０００円
〔発走状況〕 プリサイスファイン号は，枠入り不良。
※ストリートハンター号は，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または施行団体名を表示している。

３４０２０１２月４日 晴 重 （２３中山５）第２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

６１２ ハッピーカオル 牡４青 ５７ 安藤 勝己芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５０＋ ４１：１１．２ １．７�

２３ アルセーヌシチー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４９６－ ２ 〃 クビ ８．３�
７１３ トーセンナスクラ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６６＋ ６１：１１．４１� １２．９�
３６ フローラルホール 牝３鹿 ５４ 小林 淳一小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４７０＋ ８１：１１．６１ ６０．２�
４７ シルクドミニオン 牡５栗 ５７ 三浦 皇成有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４９２＋ ８１：１１．７� １９．０�
５１０� レオアドミラル 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ ７１．７	
７１４ シルクミライ 牝４黒鹿５５ 吉田 豊有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４７０± ０ 〃 ハナ ２６．６

３５ ゲーリックストーム 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ５０２＋１０ 〃 クビ ５．９�
１２ � ラビットファレル 牝３栗 ５４ 丸山 元気喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４６４＋ ４１：１１．９１ １２４．９
４８ ニシノゲイナー 牡３鹿 ５６ 今野 忠成西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４５８± ０１：１２．０クビ ７．７�

（川崎）

８１６ コウヨウメビウス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４５８－１２１：１２．１� ２０３．１�
８１５� マ イ ウ ィ ン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優�加藤牧場 大和田 成 日高 加藤牧場 ４５０－ ６１：１２．２� ５９１．０�
２４ トレノローザ 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４２６－ ４ 〃 アタマ ２３１．５�
５９ プットオンザリッツ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太諸江 幸祐氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 ４４６－ ２１：１２．３クビ ２０４．８�
６１１� ブリタニアブルー 牡４鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次 �ブルーマネジメント田中 剛 新冠 川上 悦夫 ４３０＋ ２１：１２．６２ ６４５．１�
１１ アップターン 牡３栗 ５６ 大庭 和弥島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４９０－ ６１：１２．８１� ７６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，５４９，５００円 複勝： ６５，６２３，３００円 枠連： ２３，８４４，４００円

馬連： ８５，２１４，４００円 馬単： ６３，７８０，２００円 ワイド： ３３，４８６，１００円

３連複： １００，３９１，３００円 ３連単： ２０３，３１１，３００円 計： ６０５，２００，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ２５０円 枠 連（２－６） ５８０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ４１０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� １，６９０円 ３ 連 単 ��� ４，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２９５４９５ 的中 � １４１９７６（１番人気）
複勝票数 計 ６５６２３３ 的中 � ３４２８４１（１番人気）� ５７４１７（３番人気）� ３７８３０（５番人気）
枠連票数 計 ２３８４４４ 的中 （２－６） ３０４８７（４番人気）
馬連票数 計 ８５２１４４ 的中 �� １０６３４５（３番人気）
馬単票数 計 ６３７８０２ 的中 �� ６００６２（２番人気）
ワイド票数 計 ３３４８６１ 的中 �� ３４５８７（２番人気）�� ２０４８７（４番人気）�� ７５２９（１０番人気）
３連複票数 計１００３９１３ 的中 ��� ４４０９８（４番人気）
３連単票数 計２０３３１１３ 的中 ��� ３３７５１（７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．７―１１．５―１２．３―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．５―３４．０―４６．３―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーカオル �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー ２００９．１０．２４ 京都４着

２００７．４．８生 牡４青 母 カムイイットー 母母 イ ツ ト ー １４戦３勝 賞金 ３７，５００，０００円
※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 プライドワン号
※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。



３４０２１１２月４日 晴 重 （２３中山５）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

か す み が う ら

霞 ヶ 浦 特 別
発走１４時０５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
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５８ ドレミファドン 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム ４８８＋ ４１：５１．８ ２．１�

３４ クリームソーダ 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０－ ６１：５１．９� ３．６�
８１５ ロードエフォール 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４８８＋ ６１：５２．３２� ５２．５�
６１０ ジ ャ ン ナ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋１８１：５２．４� １９．０�
４７ コスモイーチタイム 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ４ 〃 ハナ ４４．４�
２２ マスターコーク 牝５鹿 ５５ C．ウィリアムズ �三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５４－ ６１：５２．５クビ １４３．２	

（豪）

１１ ナイトフッド 牡５青鹿５７ 三浦 皇成 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B５０４± ０ 〃 ハナ １０．１

２３ エイブルブラッド 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５０６＋１０１：５２．７１	 ９．７�
７１２ ディアビリーヴ 牡４青鹿５７ 今野 忠成寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ５０８＋１０ 〃 ハナ １０．９�

（川崎）

８１４ マスターソムリエ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４１：５３．２３ ２６．１
４６ 
 ビッグジャンパー 牡５栗 ５７ 田中 勝春宮田 直也氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４５０± ０１：５３．４� １７１．０�
５９ 
 モエレジンダイコ 牡６栗 ５７ 武士沢友治坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４８４＋ ６１：５３．９３ １４５．３�
６１１ ヤマチョウフェア 牡３黒鹿５６ 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４９０＋１０ 〃 アタマ ８１．０�
７１３ エフティファラオ �５鹿 ５７ 木幡 初広吉野 英子氏 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：５４．１１ １５４．０�
３５ 
 ウインベルセルク 牡５鹿 ５７ 吉田 豊�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ５００＋１０１：５６．５大差 ３１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３３，５２４，４００円 複勝： ５５，９３０，６００円 枠連： ２７，４１９，４００円

馬連： １２０，０７３，４００円 馬単： ７３，６０２，１００円 ワイド： ４３，２３３，５００円

３連複： １２５，２４３，２００円 ３連単： ２４５，８０７，０００円 計： ７２４，８３３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ７７０円 枠 連（３－５） ３７０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド �� １９０円 �� １，７４０円 �� ２，５９０円

３ 連 複 ��� ６，４９０円 ３ 連 単 ��� １９，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３３５２４４ 的中 � １２８７０８（１番人気）
複勝票数 計 ５５９３０６ 的中 � １８６４７５（１番人気）� １１２９９２（２番人気）� １０２８９（１０番人気）
枠連票数 計 ２７４１９４ 的中 （３－５） ５５２３１（１番人気）
馬連票数 計１２００７３４ 的中 �� ２２１８６６（１番人気）
馬単票数 計 ７３６０２１ 的中 �� ８７０３３（１番人気）
ワイド票数 計 ４３２３３５ 的中 �� ７６９１３（１番人気）�� ５１３４（２０番人気）�� ３４０３（３２番人気）
３連複票数 計１２５２４３２ 的中 ��� １４２４６（２１番人気）
３連単票数 計２４５８０７０ 的中 ��� ９１７１（４８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．６―１２．９―１２．４―１２．３―１２．８―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３６．７―４９．６―１：０２．０―１：１４．３―１：２７．１―１：３９．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドレミファドン �
�
父 スパイキュール �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．５．１５ 新潟１３着

２００８．４．２７生 牡３黒鹿 母 スターフェスタ 母母 パラダイスムーン ６戦３勝 賞金 ３３，１６５，０００円
※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。

３４０２２１２月４日 晴 稍重 （２３中山５）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

いちかわ

市川ステークス
発走１４時４０分 （芝・右・外）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
市川市長賞（１着）

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

２４ ダイワナイト 牡４栗 ５７ 柴田 大知大城 敬三氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５２０＋ ２１：０８．６ １５．４�

６１２ エーシンヒットマン 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ �栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 ４８８＋ ２１：０８．８１ ３．１�
（豪）

５９ � ロードバロック 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４４０＋ ２ 〃 ハナ ２５．９�
３６ � ドリームピーチ 牝４鹿 ５５ 平野 優�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４５０＋ ４ 〃 アタマ ４９．８�
２３ ダノンブライアン 	７鹿 ５７ 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０２－ ８１：０８．９
 ２２．１�
１１ アイアムマリリン 牝５青鹿５５ 吉田 豊堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８４－ ８ 〃 ハナ ２３．１	
４７ � アラマサローズ 牝５鹿 ５５ 丸山 元気�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４５４＋ ２ 〃 アタマ ９．７

５１０ キングレオポルド 牡４鹿 ５７ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ２ 〃 クビ ２．８�
３５ レイクエルフ 牡６黒鹿５７ 武士沢友治�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４５８＋ ４１：０９．１� １１１．１�
４８ � ハルサンサン 牝３鹿 ５４ 今野 忠成三村 茂氏 佐藤 賢二 新冠 三村 卓也 ４６０＋ ８ 〃 クビ １７７．２

（船橋） （川崎）

８１６ セレスマジェスティ 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 B４９０＋ ８１：０９．４１� １０．８�
１２ スプラッシュエンド 牡５栗 ５７ 三浦 皇成広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 ５０６＋１０１：０９．６１ ４８．５�
８１５� トップオブピーコイ 牡５青鹿５７ 田中 勝春横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４７８－ ８ 〃 ハナ ２６．２�
７１３ バクシンカーリー 牝４鹿 ５５ 木幡 初広杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４９０＋ ２１：０９．９２ １４．４�
６１１� オリジナルフェイト 	６鹿 ５７ 大庭 和弥前田 幸治氏 中竹 和也 米 Swordle-

stown Stud ５２８＋１０１：１０．２２ ６１．１�
７１４ アサヒバロン 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５３２＋２０１：１０．８３
 ３０１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，１５３，８００円 複勝： ６７，２５６，１００円 枠連： ３７，２２０，８００円

馬連： １６７，７８７，３００円 馬単： ９３，６７２，４００円 ワイド： ５４，８０２，２００円

３連複： １８２，１３３，６００円 ３連単： ３４１，６６２，６００円 計： ９８４，６８８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ３６０円 � １６０円 � ５２０円 枠 連（２－６） １，３８０円

馬 連 �� ２，５００円 馬 単 �� ６，８６０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� ３，２９０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� １９，７６０円 ３ 連 単 ��� １１６，９００円

票 数

単勝票数 計 ４０１５３８ 的中 � ２０６４４（６番人気）
複勝票数 計 ６７２５６１ 的中 � ４３１７８（５番人気）� １４５１４６（２番人気）� ２８２７２（８番人気）
枠連票数 計 ３７２２０８ 的中 （２－６） ２００２８（７番人気）
馬連票数 計１６７７８７３ 的中 �� ４９６３３（９番人気）
馬単票数 計 ９３６７２４ 的中 �� １００８９（２６番人気）
ワイド票数 計 ５４８０２２ 的中 �� １４０４０（９番人気）�� ３９８３（４１番人気）�� ９６３２（１４番人気）
３連複票数 計１８２１３３６ 的中 ��� ６８０５（６３番人気）
３連単票数 計３４１６６２６ 的中 ��� ２１５７（３３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．３―１１．０―１１．４―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．５―３３．５―４４．９―５６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３５．１
３ ４（７，１３）１０（８，１２，１１）（３，１６）（６，９）１５，５（２，１，１４） ４ ・（４，７）１０（３，８，１３）（１２，１６）（６，９，１１）（５，１５）（２，１）１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワナイト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．６．２８ 福島６着

２００７．１．１９生 牡４栗 母 レイクミード 母母 オークミードⅡ １９戦５勝 賞金 ７０，２３２，０００円
〔その他〕 アサヒバロン号は，競走中に疾病〔鼻出血（４回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アサヒバロン号は，平成２４年３月４日まで出走できない。
※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 インプレスウィナー号・クリールバレット号・ミオリチャン号
※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。

１レース目



３４０２３１２月４日 晴 稍重 （２３中山５）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�ターコイズステークス

発走１５時２０分 （芝・右・外）

牝，３歳以上，２２．１２．４以降２３．１１．２７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 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

８１５ マイネプリンセス 牝５鹿 ５１ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５０４－ ４１：３３．６ １１４．１�

５９ ギンザボナンザ 牝４青 ５３ 田辺 裕信有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：３３．７� ７．１�
１１ エオリアンハープ 牝５栗 ５４ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４６± ０ 〃 クビ １６．３�
２２ クーデグレイス 牝５黒鹿５２ 武士沢友治吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４９２－ ４ 〃 ハナ １３．７�
７１２ デルマドゥルガー 牝３鹿 ５２ 今野 忠成浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４９６± ０ 〃 ハナ ５．８�

（川崎）

８１４ ダンスファンタジア 牝３鹿 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６ 〃 ハナ １２．１	
６１０ サワヤカラスカル 牝６鹿 ５３ 津村 明秀永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４５０－１０１：３３．８� １６４．０

４７ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５３ 吉田 豊 �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 ４８２＋１２１：３３．９クビ １６．５�
２３ マジックビクトリア 牝７鹿 ５０ 中谷 雄太鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４６８－ ２１：３４．０� １０１．９�
５８ � エーシンハーバー 牝３芦 ５４ C．ウィリアムズ �栄進堂 藤岡 健一 米

Hopewell Invest-
ments LLC &
Nick Bentley

４７０－ ４ 〃 クビ ４．９
（豪）

３４ � レジェトウショウ 牝５栗 ５３ 石橋 脩トウショウ産業� 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 ４７４－ ８１：３４．１クビ １９．３�
３５ クリアンサス 牝３鹿 ５２ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ２ 〃 クビ ３３．２�
６１１ フォーエバーマーク 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４９４－ ４１：３４．２クビ ７．９�
７１３ フレンチカクタス 牝３黒鹿５５ 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 ５１０＋ ６ 〃 クビ ３１．９�
４６ アンシェルブルー 牝４黒鹿５５ 田中 勝春矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４５８＋ ６１：３４．３� ５．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５８，６２２，９００円 複勝： ９８，４５５，９００円 枠連： ６７，９５１，０００円

馬連： ３２６，９６７，７００円 馬単： １６０，５６８，７００円 ワイド： ９０，７０１，１００円

３連複： ３８３，７２７，６００円 ３連単： ６９８，５７２，４００円 計： １，８８５，５６７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，４１０円 複 勝 � ２，０６０円 � ２８０円 � ４２０円 枠 連（５－８） １，６５０円

馬 連 �� ３５，０８０円 馬 単 �� ８９，５７０円

ワ イ ド �� ６，１２０円 �� １０，７９０円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� １２７，８６０円 ３ 連 単 ��� １，２１３，０６０円

票 数

単勝票数 計 ５８６２２９ 的中 � ４０５２（１４番人気）
複勝票数 計 ９８４５５９ 的中 � １０７９９（１４番人気）� １０７５７５（４番人気）� ６２９１３（７番人気）
枠連票数 計 ６７９５１０ 的中 （５－８） ３０４６１（６番人気）
馬連票数 計３２６９６７７ 的中 �� ６８７９（６７番人気）
馬単票数 計１６０５６８７ 的中 �� １３２３（１５１番人気）
ワイド票数 計 ９０７０１１ 的中 �� ３６２２（６４番人気）�� ２０４１（７９番人気）�� １２５７６（２７番人気）
３連複票数 計３８３７２７６ 的中 ��� ２２１５（２４９番人気）
３連単票数 計６９８５７２４ 的中 ��� ４２５（１６８４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１１．９―２３．２―３４．７―４６．５―５８．１―１：０９．７―１：２１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

マイネプリンセス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１２．２７ 中山２着

２００６．３．２３生 牝５鹿 母 マイネカトリーヌ 母母 マイネミレー ２４戦５勝 賞金 ８０，６０５，０００円
※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。

３４０２４１２月４日 晴 稍重 （２３中山５）第２日 第１２競走 ��
��２，５００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００分 （芝・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

６８ ギュスターヴクライ 牡３黒鹿５５ C．ウィリアムズ �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４８２－１６２：３４．０ ２．６�
（豪）

５６ � ミッションモード 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４８６－ ２２：３４．９５ ４．５�
５７ ファーストグロース 牡４鹿 ５７ 吉田 豊吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４２：３５．２２ １０．５�
６９ マイネルメダリスト 牡３鹿 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４８２＋ ８２：３５．４１� ４．９�
７１０	 レオプログレス 牡６青 ５７ 丸山 元気�レオ 平井 雄二 様似 清水 誠一 ４５２－ ２ 〃 クビ １４．５�
２２ コスモロビン 牡３鹿 ５５ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 ５２６－ ２２：３５．５クビ ７．８	
３３ コスモエンペラー 牡４栗 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 ５２２＋１０ 〃 クビ １１．５

８１３ シンボリローレンス 
６黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９０－ ２２：３５．８１� ７９．３�
１１ ジョンブルクリス 牡３栗 ５５ 武士沢友治�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４７２± ０２：３６．４３� ６１．１�
４４ フランドルシチー 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５３４－１０２：３７．１４ １３９．４
４５ ギムレットアイ 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４６４＋ ８２：３７．５２� １０４．１�
７１１ メジロミドウ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲小野寺祐太岩� 伸道氏 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４３２－ ４２：３７．８１� ５９．３�
８１２	 ヒロノキョウシュウ 牡６鹿 ５７

５４ ▲平野 優八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４８８－ ４２：３８．０１� １４１．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４５，２３１，１００円 複勝： ６６，２９３，０００円 枠連： ３８，７０７，２００円

馬連： １３９，４９０，０００円 馬単： ８４，３７０，５００円 ワイド： ４９，２０３，９００円

３連複： １５４，１８２，１００円 ３連単： ３４２，２１８，９００円 計： ９１９，６９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（５－６） ２８０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ５６０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，７５０円 ３ 連 単 ��� ６，３１０円

票 数

単勝票数 計 ４５２３１１ 的中 � １３８２２３（１番人気）
複勝票数 計 ６６２９３０ 的中 � １８５７０４（１番人気）� １１６２４５（２番人気）� ５６２６４（５番人気）
枠連票数 計 ３８７０７２ 的中 （５－６） １０４１８７（１番人気）
馬連票数 計１３９４９００ 的中 �� １９０９６７（１番人気）
馬単票数 計 ８４３７０５ 的中 �� ６６８５１（１番人気）
ワイド票数 計 ４９２０３９ 的中 �� ６４１４５（１番人気）�� １９７３０（５番人気）�� １８８６７（６番人気）
３連複票数 計１５４１８２１ 的中 ��� ６５１６７（４番人気）
３連単票数 計３４２２１８９ 的中 ��� ４００８０（９番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．６―１２．２―１２．２―１２．８―１３．５―１２．７―１２．４―１２．２―１２．１―１１．８―１１．４―１２．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１８．７―３０．９―４３．１―５５．９―１：０９．４―１：２２．１―１：３４．５―１：４６．７―１：５８．８―２：１０．６―２：２２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギュスターヴクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー ２０１０．１１．１４ 京都６着

２００８．３．２１生 牡３黒鹿 母 ファビラスラフイン 母母 Mercalle １３戦３勝 賞金 ５２，５５６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※ギムレットアイ号は，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。

３レース目



（２３中山５）第２日 １２月４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２０，１００，０００円
１５，９２０，０００円
１，６１０，０００円
２０，８００，０００円
６３，３９０，０００円
５，２８４，４００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
３３７，５９５，８００円
５５９，４８９，６００円
３０３，９５０，４００円
１，２１１，３９３，０００円
７３４，９８９，７００円
４１２，５０４，１００円
１，３８３，３５８，３００円
２，５８１，０１５，７００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 ７，５２４，２９６，６００円

総入場人員 ３１，９３５名 （有料入場人員 ２６，３２８名）


