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３４０２５１２月１０日 晴 不良 （２３中山５）第３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

４８ ヴェルティゴ 牡２青鹿 ５５
５４ ☆松山 弘平島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 ５０６＋ ６１：１２．２ ３９．９�

３６ クレバーアポロ 牡２栗 ５５ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 むかわ 上水牧場 ４７０＋ ４１：１２．３� ８．７�
２３ エ リ ク サ ー 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７２＋ ２ 〃 クビ ７．２�
７１３ トキノワイルド 牡２鹿 ５５

５２ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 ４６４＋ ２１：１２．６１� １１．１�
３５ ワイルドアイザック 牡２栗 ５５ 柴田 善臣保坂 義貞氏 菅原 泰夫 日高 下河辺牧場 ４７２＋ ６１：１２．７クビ １．４�
１１ ノーブルガイア 牝２黒鹿５４ 丸山 元気菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 ４２８－ ２１：１２．９１� ３０．２�
４７ リバーデュランダル 牡２栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太河越 武治氏 星野 忍 浦河 山春牧場 ４００＋ ６１：１３．３２� ２５．７	
１２ クレイジータイガー 牝２青 ５４

５１ ▲嶋田 純次田頭 勇貴氏 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４５０＋ ２ 〃 クビ ７６．０

８１６ マンボマンボ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 B４５４± ０１：１３．４� １１２．０�
５１０ ウインエポナ 牝２黒鹿５４ 津村 明秀�ウイン 高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０± ０１：１３．５クビ １０１．４
８１５ デ リ ッ ト 牝２鹿 ５４ 石橋 脩杉澤 光雄氏 伊藤 大士 浦河 赤田牧場 ４４６＋ ２１：１４．３５ ４９．６�
７１４ イ イ ジ ャ ン 牝２芦 ５４ 中谷 雄太小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４４８－１０ 〃 クビ １６３．５�
６１２ コトノクリチャン 牝２栗 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 石毛 善彦 浦河 駿河牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ５２０．０�
２４ ゴールドゲッター 牡２鹿 ５５ 田中 勝春居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４９８＋１４１：１４．５１� ５６．１�
６１１ タツブライト 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜鈴木 昭作氏 武市 康男 浦河 大西牧場 B４７２－ ６１：１５．３５ １７５．７�
５９ アルサメーネ 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥門野 重雄氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 ４７４－ ２１：１６．３６ ５２１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６６３，４００円 複勝： ５７，４３７，６００円 枠連： １１，８４１，４００円

馬連： ４０，２０８，１００円 馬単： ３４，７６８，７００円 ワイド： １８，３３５，７００円

３連複： ５６，０１３，１００円 ３連単： １０５，４４７，７００円 計： ３４３，７１５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９９０円 複 勝 � １，５３０円 � ５００円 � ３７０円 枠 連（３－４） ６８０円

馬 連 �� １４，５２０円 馬 単 �� ３４，１３０円

ワ イ ド �� ３，２８０円 �� ２，０４０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２１，５４０円 ３ 連 単 ��� ２２２，３５０円

票 数

単勝票数 計 １９６６３４ 的中 � ３８９０（７番人気）
複勝票数 計 ５７４３７６ 的中 � ８９８１（７番人気）� ３０６７４（４番人気）� ４５０２２（２番人気）
枠連票数 計 １１８４１４ 的中 （３－４） １３００７（３番人気）
馬連票数 計 ４０２０８１ 的中 �� ２０４５（２９番人気）
馬単票数 計 ３４７６８７ 的中 �� ７５２（５５番人気）
ワイド票数 計 １８３３５７ 的中 �� １３２７（３１番人気）�� ２１６９（１８番人気）�� ６９８５（６番人気）
３連複票数 計 ５６０１３１ 的中 ��� １９２０（５３番人気）
３連単票数 計１０５４４７７ 的中 ��� ３５０（３９３番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．９―１１．６―１２．３―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．７―３４．３―４６．６―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェルティゴ �
�
父 オンファイア �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．１１．５ 東京６着

２００９．４．２６生 牡２青鹿 母 レスティヴコマンダ 母母 シノサクシード ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ノーブルガイア号の騎手丸山元気は，発走後まもなく急に外側に斜行したことについて平成２３年１２月１７日から平成２３年

１２月２５日まで騎乗停止。
〔その他〕 ノーブルガイア号〔６位入線〕は，発走後まもなく急に外側に斜行して「エリクサー」号〔３位入線〕の走行を妨害。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルサメーネ号は，平成２４年１月１０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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハルピュイア号

３４０２６１２月１０日 晴 不良 （２３中山５）第３日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

１２ タマモチャチャチャ 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 ４３６＋ ２１：５５．０ ９．５�

５９ スパークオンアイス 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：５５．２１� ２．０�
２３ エレクティオン 牝２鹿 ５４ 丸山 元気日下部勝�氏 土田 稔 新冠 平山牧場 ４６８＋ ６１：５５．３� １３．０�
１１ ヒラボクミラクル 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ４１：５５．５１ ６．９�
６１１ リワードパルファン 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 信成牧場 ４６４＋ ２１：５５．８２ １４．５�
７１４ コズミックガール 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４３２＋１２１：５６．２２� ２７．９�
８１６ リ ム ー ザ ン 牝２黒鹿５４ 津村 明秀�G１レーシング 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ １７．２	
４８ マイネベルヴィ 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ２１：５６．４１� ４．７

８１５ ビックタイム 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優永田 清男氏 谷原 義明 新ひだか 白井 吉美 ４２６－ ８１：５６．６� ３９９．２�
４７ マリーズデイ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４４０－ ６１：５６．８１� ８４．３�
５１０ スイートカトレヤ 牝２栗 ５４ 吉田 豊シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ７９．７
３６ クラウンプリズム 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 B４６８＋ ８１：５７．２２� ６５０．７�
７１３ ヤマニンブロドリー 牝２栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４４６＋１０１：５７．６２� ５２２．０�
６１２ キョウノプリンセス 牝２栗 ５４ 的場 勇人�橋 長治氏 根本 康広 熊本 本田 土寿 ４５６＋ ２１：５８．２３� ６６５．９�
３５ セーヌブルー 牝２青 ５４

５３ ☆松山 弘平 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 本桐牧場 ４２０＋ ２１：５９．３７ １２６．５�
２４ ア エ ロ ー 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４６２－ ４２：００．１５ ２６０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０８２，０００円 複勝： ２９，４８１，５００円 枠連： １０，８２０，０００円

馬連： ４１，３８８，１００円 馬単： ２９，４３６，６００円 ワイド： １６，７３４，８００円

３連複： ４７，９３８，１００円 ３連単： ８７，０１３，３００円 計： ２８０，８９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ２７０円 � １２０円 � ２７０円 枠 連（１－５） ３９０円

馬 連 �� １，２３０円 馬 単 �� ３，５８０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� １，１８０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ３，６１０円 ３ 連 単 ��� ２８，６５０円

票 数

単勝票数 計 １８０８２０ 的中 � １５１５１（４番人気）
複勝票数 計 ２９４８１５ 的中 � ２０８２７（６番人気）� １０７７６８（１番人気）� ２１６６２（５番人気）
枠連票数 計 １０８２００ 的中 （１－５） ２０５７１（１番人気）
馬連票数 計 ４１３８８１ 的中 �� ２４９５４（５番人気）
馬単票数 計 ２９４３６６ 的中 �� ６０７８（１４番人気）
ワイド票数 計 １６７３４８ 的中 �� ８９４９（４番人気）�� ３２７０（１６番人気）�� ８４０２（５番人気）
３連複票数 計 ４７９３８１ 的中 ��� ９８０４（１３番人気）
３連単票数 計 ８７０１３３ 的中 ��� ２２４２（８８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１３．０―１３．４―１２．８―１２．６―１２．８―１２．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３７．３―５０．７―１：０３．５―１：１６．１―１：２８．９―１：４１．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモチャチャチャ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．９．２５ 中山１２着

２００９．３．７生 牝２黒鹿 母 チャームダンス 母母 ダンシングゴッデス ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アエロー号は，平成２４年１月１０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 マイネオリヴィア号・レッドルイーザ号
（非抽選馬） ２頭 ジャンピングタワー号・トゥルーマートル号

第５回　中山競馬　第３日



３４０２７１２月１０日 晴 稍重 （２３中山５）第３日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時５０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

２４ ジャングルクルーズ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００± ０２：０２．６ １．７�

３５ コスモグレースフル 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 ４９４＋ ６２：０２．８１� ７．２�
１２ ダイワネクサス 牡２鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４７２－ ４ 〃 クビ ４．５�
２３ クレバーフウジン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣田� 正明氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４３６－ ４２：０２．９クビ ２８．４�
５９ コスモバルバラ 牝２黒鹿５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４２８＋ ６２：０３．２１� １１６．６�
４８ ユ キ ム ス メ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 ４２０－ ２ 〃 クビ ３２．４	
３６ ローリングストーン 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜佐々木 徹氏 平井 雄二 新冠 シンユウフアーム ４８６± ０ 〃 ハナ １４３．０

４７ ニシノボレロ 牡２青鹿５５ 丸山 元気西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４６８＋ ２２：０３．６２� ２３．９�
１１ ベルウッドワンキー 牡２青鹿５５ 木幡 初広鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 坂本 春信 ４７６± ０２：０３．７� １７１．４�
８１８ ジャンプアウト 牡２鹿 ５５ 武士沢友治松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４８８＋ ８２：０３．８� １１０．８
６１２ ラインシルビア 牝２黒鹿５４ 石橋 脩大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４０－１０ 〃 クビ １３．３�
８１７ コスモアウリンコ 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋ ２２：０３．９� ８３．６�
５１０ マキシムギャラント 牡２栗 ５５

５２ ▲平野 優小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４２８－ ２２：０４．１１� ８３５．１�
７１４ カムイビスティー 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝備前島敏子氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４５８＋１０２：０４．３１� ３９．５�
７１５ ストロングティラノ 牡２芦 ５５ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ ３１．０�
８１６	 アメリカンウィナー 牡２青鹿５５ 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. ４８８－ ２２：０４．７２� １００．９�
７１３ ゴシェナイト 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ８２：０５．０２ １１２．５�
６１１ アミフジガガ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 ４４８－ ６ 〃 アタマ ３１８．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，８０９，９００円 複勝： ５５，４４８，０００円 枠連： １６，５７６，７００円

馬連： ５３，３７７，３００円 馬単： ４４，０７２，２００円 ワイド： ２６，０９０，２００円

３連複： ７３，０２６，８００円 ３連単： １２６，６６７，１００円 計： ４２２，０６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（２－３） ５６０円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １５０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� ２，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２６８０９９ 的中 � １２６３２４（１番人気）
複勝票数 計 ５５４４８０ 的中 � ２８２５４９（１番人気）� ４２６１５（３番人気）� ８４７４７（２番人気）
枠連票数 計 １６５７６７ 的中 （２－３） ２１９３９（２番人気）
馬連票数 計 ５３３７７３ 的中 �� ６３９８０（２番人気）
馬単票数 計 ４４０７２２ 的中 �� ３６００８（２番人気）
ワイド票数 計 ２６０９０２ 的中 �� ２３１６１（２番人気）�� ５８８８９（１番人気）�� １１４２６（４番人気）
３連複票数 計 ７３０２６８ 的中 ��� ９３８８１（１番人気）
３連単票数 計１２６６６７１ 的中 ��� ３３８３０（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．４―１２．５―１２．７―１２．５―１２．４―１２．３―１２．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３６．２―４８．７―１：０１．４―１：１３．９―１：２６．３―１：３８．６―１：５０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．３
１
３
９，１３，５（１１，１５，１６）２，８（３，１０，１４）（１，４，１２）１７（６，７，１８）・（９，１３）（５，４）（１６，１５，１２）（２，１１）（８，１０，７）（１，１７）（３，１４）（６，１８）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジャングルクルーズ �
�
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 ２０１１．１１．２７ 東京２着

２００９．３．６生 牡２鹿 母 フィヨルドクルーズ 母母 ライラアラウィ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 コスモミレネール号・トーセンタイムリー号・フレンドフィーバー号・リュウノスケ号
（非抽選馬） ２頭 アポロテイスト号・コーリンギデオン号

３４０２８１２月１０日 晴 重 （２３中山５）第３日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時２０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

４８ サンマルデューク 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 ４９４＋ ２１：５３．５ ４１．８�

７１３ サウスパシフィック 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ５１０－ ４ 〃 クビ ９．６�
７１４ コパノウィリアム 牡２鹿 ５５ 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 ４７４＋ ２１：５４．２４ １８．９�
２４ ゴールデンクラウン 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ２１：５４．３� ２．３�
６１１ ボンジュールエール 牡２栗 ５５ 三浦 皇成田中善次郎氏 高木 登 新ひだか 前川 正美 ４６０＋ ４１：５４．５１� ６．１�
４７ ワイルドアプローズ 牡２青鹿５５ 丸山 元気 �キャロットファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：５５．２４ ５．８�
１２ トウカイアストロ 牡２栗 ５５ 石橋 脩内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム ４８４＋３０１：５５．３クビ １１．４	
５９ コスモバンディエラ 牡２栗 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４６８＋１６１：５５．８３ ６．８

２３ ジャングルスター 牡２鹿 ５５ 伊藤 直人冨沢 敦子氏 畠山 重則 日高 石原牧場 ５５４± ０１：５６．２２� ４５６．７�
８１６ ショウナンカンパク 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信国本 哲秀氏 大和田 成 新ひだか 静内フアーム ４７０＋ ４１：５６．３� １８５．６�
６１２ プライドサクセス 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 山田 昇史 ５００－ ２１：５６．６１� ２２５．８
３６ マイネルピエノ 牡２栗 ５５ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 浦河 村下 明博 ４７６－ ２ 〃 クビ ６０．１�
８１５ トウカイライト 牡２栗 ５５ 横山 義行内村 正則氏 成島 英春 浦河 谷川牧場 ４４８－ ８１：５６．７クビ ４１０．６�
５１０ ドリームスパークル 牡２栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太セゾンレースホース� 畠山 吉宏 新ひだか 佐竹 学 ４８２－ ４１：５６．９１ ５６．６�
３５ エフティヤマト 牡２青 ５５ 木幡 初広吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 ４６６－ ４１：５７．０� ２４４．９�
１１ サクラライナー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 新和牧場 ４８４± ０１：５８．０６ １５５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６３１，２００円 複勝： ３０，５０９，１００円 枠連： １２，５５５，１００円

馬連： ４８，２２７，０００円 馬単： ３５，０８２，１００円 ワイド： １９，４７６，３００円

３連複： ５３，８１０，０００円 ３連単： ９５，５５８，７００円 計： ３１５，８４９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１８０円 複 勝 � ９２０円 � ３２０円 � ３７０円 枠 連（４－７） １，７３０円

馬 連 �� １７，３７０円 馬 単 �� ４３，９６０円

ワ イ ド �� ４，２２０円 �� ５，３９０円 �� １，８３０円

３ 連 複 ��� ７５，７９０円 ３ 連 単 ��� ６４１，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２０６３１２ 的中 � ３８９１（８番人気）
複勝票数 計 ３０５０９１ 的中 � ７８６４（８番人気）� ２７０７６（５番人気）� ２２４２９（６番人気）
枠連票数 計 １２５５５１ 的中 （４－７） ５３７６（９番人気）
馬連票数 計 ４８２２７０ 的中 �� ２０５０（３２番人気）
馬単票数 計 ３５０８２１ 的中 �� ５８９（７４番人気）
ワイド票数 計 １９４７６３ 的中 �� １１２９（３２番人気）�� ８８１（３９番人気）�� ２６７２（２０番人気）
３連複票数 計 ５３８１００ 的中 ��� ５２４（１１５番人気）
３連単票数 計 ９５５５８７ 的中 ��� １１０（７５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３７．１―５０．６―１：０３．５―１：１６．４―１：２８．７―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．１
１
３
２，４，１３，７（６，８）（５，１０）（３，１１）（１４，９）－１，１２，１５－１６・（２，４）１３，８（６，７，１１）（５，１４，９，１０）－（３，１５）（１，１６）－１２

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

勝馬の
紹 介

サンマルデューク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．９．３ 札幌１２着

２００９．４．３生 牡２黒鹿 母 キミホウセキ 母母 オ ロ ー ル 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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ショウナンラピス号・ディアスピリトゥス号
（非抽選馬） １頭 グラスマテリアル号



３４０２９１２月１０日 晴 稍重 （２３中山５）第３日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０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

２２ ロジメジャー 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８６ ―１：３７．８ ２．２�

７１３ デジタルハーツ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘林 正道氏 的場 均 浦河 高村牧場 ４６２ ―１：３８．１１� １２．７�
４７ モエレマリーア 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４４２ ―１：３８．３１ ２１．５�
６１０ オーシャンゼリゼ 牡２芦 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：３８．７２� ５．９�
１１ ダイワアクシス 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４５８ ― 〃 ハナ ４．２�
３４ ディーエスライダー 牡２黒鹿５５ 吉田 豊秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド ４９６ ―１：３８．８� １５．６�
５９ クライマックス 牡２鹿 ５５ 武士沢友治キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４６０ ―１：３８．９� １９５．９	
８１４ マルブツロータス 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝大澤 素子氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ４５８ ―１：３９．１１� １３．４

５８ ラ ン ナ ー ズ 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 本間 忍 新ひだか 山本 昇寿 ４９０ ―１：３９．３１� ２７．５�
６１１ エイワイエミツ 牡２芦 ５５ 津村 明秀永井公太郎氏 松山 康久 日高 日高大洋牧場 ４６８ ―１：３９．４クビ ７１．１�
８１５ プレシャスウィン 牡２栗 ５５ 田中 勝春上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 オリオンファーム ４２６ ― 〃 アタマ ５４．３
２３ ディーエスデュラン 牡２鹿 ５５ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４５８ ― 〃 ハナ １２２．０�
３５ パ イ ク ー ヤ 牡２鹿 ５５ 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 ４８６ ―１：３９．５� １６１．５�
７１２ チェンジアップ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 ５００ ―１：３９．８２ ５０．２�
４６ トウショウスコア 牡２鹿 ５５ 丸山 元気トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９２ ―１：４１．０７ ８３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，５０５，８００円 複勝： ３１，３１７，１００円 枠連： １３，８０２，４００円

馬連： ４６，２３４，８００円 馬単： ３４，４９２，１００円 ワイド： ２１，００３，３００円

３連複： ５４，９７０，８００円 ３連単： ９７，６６７，４００円 計： ３１８，９９３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２４０円 � ４１０円 枠 連（２－７） ８７０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ７６０円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� ７，２００円 ３ 連 単 ��� ２３，６７０円

票 数

単勝票数 計 １９５０５８ 的中 � ７２０４８（１番人気）
複勝票数 計 ３１３１７１ 的中 � １０２１２５（１番人気）� ２９２９５（４番人気）� １３９７７（７番人気）
枠連票数 計 １３８０２４ 的中 （２－７） １１７４６（３番人気）
馬連票数 計 ４６２３４８ 的中 �� ２９７０９（３番人気）
馬単票数 計 ３４４９２１ 的中 �� １４４５２（４番人気）
ワイド票数 計 ２１００３３ 的中 �� １９１９４（２番人気）�� ６５５３（８番人気）�� １５８５（２９番人気）
３連複票数 計 ５４９７０８ 的中 ��� ５６３５（２３番人気）
３連単票数 計 ９７６６７４ 的中 ��� ３０４６（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．８―３６．９―４９．７―１：０２．７―１：１５．０―１：２６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロジメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Cryptoclearance 初出走

２００９．２．２８生 牡２黒鹿 母 ヴィエールソンリ 母母 Chesa Plana １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※モエレマリーア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３４０３０１２月１０日 晴 重 （２３中山５）第３日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時４０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

３６ ナムラシンシン 牝２栗 ５４ 田辺 裕信奈村 信重氏 大和田 成 浦河 中島牧場 ４３０ ―１：１２．３ １０．１�

８１５ ツインクルスター 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド ４６６ ―１：１２．６２ ７．０�
１１ クリールソレイユ 牝２栗 ５４ 横山 典弘横山 修二氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４５２ ―１：１２．９２ ６．２�
１２ ボ ナ ン ザ 牡２芦 ５５

５２ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６２ ―１：１３．３２� ４９．０�
３５ イーサンレオ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成国本 勇氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 前谷 武志 ４５８ ―１：１３．５� ２．８�
６１２ フレンチローズ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊安原 浩司氏 小野 次郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４６２ ―１：１３．６� １５．３�
５１０ グラニュレーション 牝２栗 ５４ 蛯名 正義大山 廣晃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 ４３６ ― 〃 クビ ２４．３�
８１６ トップギャラン 牡２鹿 ５５ 丸山 元気�橋 長治氏 根本 康広 新ひだか 小林 嘉弘 ５１２ ―１：１４．０２� １４７．９	
７１４ キョウエイペガサス 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４４８ ―１：１４．１クビ ４９．０

７１３ ベルモントドラゴン 牡２黒鹿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 ４８４ ―１：１４．２� ２３．８�
２４ シルバースカイ 牡２栗 ５５ 小林 淳一小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４２２ ―１：１４．５１� ２８０．４
２３ ヴィグラスファイン 牡２栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次井山 登氏 矢野 英一 新ひだか ヒサイファーム ４８８ ―１：１４．７１� ４．０�
６１１ ドレスユーアップ 牝２栗 ５４ 鈴来 直人島田 久氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 ４４２ ―１：１５．３３� ３６８．６�
４７ センパーフィデリス 牡２鹿 ５５ 横山 義行三広 武志氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４８０ ―１：１５．７２� ２０５．４�
４８ パ ー ル キ ー 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 高瀬 敦 ４８０ ―１：１６．１２� １５５．２�
５９ パシフィスタ 牡２芦 ５５ 武士沢友治内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 ４８４ ―１：１６．３１ ３８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５３１，１００円 複勝： ２７，７２４，７００円 枠連： １４，２９１，９００円

馬連： ４５，０６０，１００円 馬単： ３２，１９１，４００円 ワイド： １８，５３５，１００円

３連複： ５２，４３５，２００円 ３連単： ９１，４７９，１００円 計： ３０２，２４８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２９０円 � ２２０円 � ２２０円 枠 連（３－８） ７１０円

馬 連 �� ３，４１０円 馬 単 �� ７，７５０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� １，１２０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ７，６８０円 ３ 連 単 ��� ５２，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２０５３１１ 的中 � １６１７７（５番人気）
複勝票数 計 ２７７２４７ 的中 � ２３５０８（５番人気）� ３５３５１（３番人気）� ３４５８９（４番人気）
枠連票数 計 １４２９１９ 的中 （３－８） １４９６３（２番人気）
馬連票数 計 ４５０６０１ 的中 �� ９７６７（１３番人気）
馬単票数 計 ３２１９１４ 的中 �� ３０６７（２７番人気）
ワイド票数 計 １８５３５１ 的中 �� ５０４０（１０番人気）�� ４０５０（１３番人気）�� ５５４０（９番人気）
３連複票数 計 ５２４３５２ 的中 ��� ５０４０（２４番人気）
３連単票数 計 ９１４７９１ 的中 ��� １２８３（１５９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．６―１２．５―１２．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．４―４６．９―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラシンシン �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Miswaki 初出走

２００９．４．２生 牝２栗 母 ナムラクロシェット 母母 Romy １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 イーサンレオ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戒告。（１０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アキノマロン号・タイタンフォンテン号・プラタン号



３４０３１１２月１０日 晴 重 （２３中山５）第３日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０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

４８ � マスクトヒーロー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：５１．２ ２．９�

２４ クレヨンロケット 牡５栗 ５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ２１：５１．７３ ２．７�
１１ キングジャズ 牡３栗 ５６ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ６１：５１．８� ３０．４�
６１１� ベストフェット 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１４－ ２１：５２．０１� ５１．８�
７１３ テンゲントッパ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５８＋ ６１：５２．２１� １２．１�
８１５ メイショウドレイク 牡６黒鹿５７ 武 幸四郎松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１２＋ ４１：５２．３クビ ３９．６	
４７ リンクルリッジ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４７６＋ ４１：５２．５１� １２５．４

５１０ ロ ジ ハ ー ツ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５００＋ ２１：５２．６クビ ６．７�
３５ リンガスアクター 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ５８．０�
８１６� マルターズカイト 牡４鹿 ５７ 木幡 初広藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４８６± ０１：５２．８１ １３．９
１２ ナカヤマスウェプト 牡５芦 ５７ 的場 勇人和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ５０２＋１４１：５３．１１� ３８３．４�
７１４ シャイニングカラー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ４６８＋ ６ 〃 クビ ３２．８�
２３ ヤマニンクラバット 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４８４＋１０１：５３．７３� １７１．６�
６１２ ノッティングボーイ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ４９０＋１０１：５３．９１� １１２．８�
３６ インダクティ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ３９０＋ ２１：５４．０� ２５．７�
５９ エンジンゼンカイ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７４＋ ８１：５４．５３ ２３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，４３３，５００円 複勝： ４７，６２７，１００円 枠連： １９，５６５，６００円

馬連： ７４，６１５，７００円 馬単： ４８，２９８，０００円 ワイド： ２９，８４８，９００円

３連複： ８４，３８０，６００円 ３連単： １４７，６９９，８００円 計： ４８１，４６９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ５００円 枠 連（２－４） ５１０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� １，９２０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ４，４２０円 ３ 連 単 ��� １４，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２９４３３５ 的中 � ８１８４６（２番人気）
複勝票数 計 ４７６２７１ 的中 � ８０７３１（２番人気）� １４１７３９（１番人気）� １５７４５（７番人気）
枠連票数 計 １９５６５６ 的中 （２－４） ２８７５３（１番人気）
馬連票数 計 ７４６１５７ 的中 �� １２１６３４（１番人気）
馬単票数 計 ４８２９８０ 的中 �� ３８９６４（２番人気）
ワイド票数 計 ２９８４８９ 的中 �� ３８５８３（１番人気）�� ３３４３（２１番人気）�� ６４３５（１１番人気）
３連複票数 計 ８４３８０６ 的中 ��� １４１０６（９番人気）
３連単票数 計１４７６９９８ 的中 ��� ７４３２（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．４―４９．１―１：０１．７―１：１３．７―１：２５．８―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

�マスクトヒーロー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル

２００８．４．１８生 牡３黒鹿 母 ビハインドザマスク 母母 ヴアインゴールド １戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
地方デビュー ２０１１．９．１ 門別

〔発走状況〕 キングジャズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 トモロマイスター号
（非抽選馬） １頭 ショウナンガーデン号

３４０３２１２月１０日 晴 重 （２３中山５）第３日 第８競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０分 （ダート・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

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

２２ サクセスヒューゴー 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝�嶋 哲氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 ５２６－ ２２：３２．１ ３．８�

８１１ ア イ ノ カ ゼ 牡６鹿 ５７ 柴田 大知丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５０６± ０２：３３．０５ ４３．７�
３３ パ ク サ 牡３鹿 ５５ 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 ５４６＋ ４２：３３．５３ ３．２�
７１０� キャトルマン 牡６鹿 ５７ 丸山 元気 �キャロットファーム 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム B５６２＋ ４２：３４．１３� ９．６�
５６ � アルファオリオン 牡８鹿 ５７ 田中 勝春�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ３０．０�
１１ � ミウラリチャード 牡７鹿 ５７ 大庭 和弥佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５４２＋２０２：３４．２	 ２８３．６	
４４ トレジャーバトル 牡５栗 ５７ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４８２＋１０２：３４．４１ ８．３

８１２� ヘ リ オ ス 牡４栗 ５７ 津村 明秀新木 鈴子氏 高柳 瑞樹 日高 ナカノファーム B４７４＋ ４ 〃 アタマ ４．９�
７９ � エルドラゴン 牡３鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜ザ・チャンピオンズ 高木 登 新ひだか 田中 裕之 ５１０－ ４２：３４．５� ３７．９�
６７ ニシノスローン 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４９６＋ ４２：３４．６クビ １２．１
５５ セイカプレスト 牡５黒鹿５７ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４８０＋１２２：３５．２３� ３５．５�
６８ フジヤマワカムシャ 牡６黒鹿５７ 三浦 皇成藤本美也子氏 小崎 憲 静内 前田牧場 ４８０＋１２２：３５．５２ １９．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，９８２，４００円 複勝： ３５，０６５，９００円 枠連： １６，８４１，１００円

馬連： ６４，０５８，１００円 馬単： ３９，２５３，１００円 ワイド： ２４，７４０，１００円

３連複： ７２，３８６，１００円 ３連単： １２１，６９６，６００円 計： ３９６，０２３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � ８５０円 � １６０円 枠 連（２－８） １，２１０円

馬 連 �� ７，５３０円 馬 単 �� １５，０９０円

ワ イ ド �� ２，５１０円 �� ２２０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� ６，４２０円 ３ 連 単 ��� ６０，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２１９８２４ 的中 � ４６６１０（２番人気）
複勝票数 計 ３５０６５９ 的中 � ６２５５０（２番人気）� ７４８５（１１番人気）� ７０８６１（１番人気）
枠連票数 計 １６８４１１ 的中 （２－８） １０３３２（５番人気）
馬連票数 計 ６４０５８１ 的中 �� ６２８３（２７番人気）
馬単票数 計 ３９２５３１ 的中 �� １９２１（５０番人気）
ワイド票数 計 ２４７４０１ 的中 �� ２０９０（３７番人気）�� ３５４７６（１番人気）�� ３４９７（２２番人気）
３連複票数 計 ７２３８６１ 的中 ��� ８３３１（２２番人気）
３連単票数 計１２１６９６６ 的中 ��� １４８１（２１３番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．４―１２．１―１２．３―１３．５―１３．９―１３．６―１２．８―１２．５―１２．５―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２４．５―３６．６―４８．９―１：０２．４―１：１６．３―１：２９．９―１：４２．７―１：５５．２―２：０７．７―２：１９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→
」 上り４F４９．４―３F３６．９
１
�
４，１２（９，１１）＝８，２－１０－１＝７（５，６）－３・（４，１２，１１）９（８，２）－１０，１（７，６）３－５

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

勝馬の
紹 介

サクセスヒューゴー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００９．１．２５ 中京９着

２００６．５．２２生 牡５青鹿 母 アワーミスレッグス 母母 Colonial Waters ２５戦４勝 賞金 ５２，１００，０００円
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３４０３３１２月１０日 晴 稍重 （２３中山５）第３日 第９競走 ��
��１，２００�

く ろ ま つ

黒 松 賞
発走１４時１５分 （芝・右・外）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

６１２ ラフレーズカフェ 牝２青鹿５４ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６１：０９．５ ３．９�

８１６ ダイワミストレス 牝２黒鹿５４ 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４７６－ ４ 〃 ハナ ３．３�
７１３� サクラインザスカイ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 ４５４＋ ６１：０９．７１� ２１．７�
３５ マウントビスティー 牡２栗 ５５ 石橋 脩備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４５８± ０１：０９．８� ４．０�
３６ コスモユキシマキ 牝２芦 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新ひだか 秋田育成牧場 ４５０± ０１：０９．９� １１４．１�
１２ フィロパトール 牝２鹿 ５４ 嶋田 純次高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 ４５６＋ ４１：１０．０� ２５．７	
５１０ サルバドールピアス 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信則武 輝一氏 伊藤 大士 日高 松平牧場 ４２８＋ ４１：１０．１� ８０．１

１１ ジャーエスペランサ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ ７．０�
４７ バウンダリーワン 牡２鹿 ５５ 武士沢友治山口 真吾氏 木村 哲也 日高 日高大洋牧場 ４５６＋２０１：１０．２クビ ２２．６�
２３ ビッグプレゼンター 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 乾 皆雄 ４６６＋１８１：１０．３� ８２．９
４８ パ チ ャ マ マ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊岡 浩二氏 和田正一郎 新ひだか 嶋田牧場 ４７０－ ２１：１０．５１� ７８．９�
２４ � ロ ゼ オ 牡２栗 ５５ 松山 弘平栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 ４８２＋ ２１：１０．６� ３５４．２�
７１４ ラ リ エ ッ ト 牝２黒鹿５４ 中谷 雄太島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 ４２８－ ４１：１０．８１	 ６９．１�
８１５ スマイルゲート 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４３６－１４１：１０．９� ２３．９�
６１１� ウィズスマイル 牝２鹿 ５４ 高倉 稜小林 秀樹氏 大和田 成 新ひだか 加野牧場 ４６２－ ２１：１３．０大差 ３２４．８�
５９ アルベルトバローズ 牡２鹿 ５５ 丸山 元気猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４７４＋１０ （競走中止） １５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，７８２，３００円 複勝： ５０，３８３，２００円 枠連： ２８，５６２，４００円

馬連： １０９，０７７，６００円 馬単： ６３，７１３，２００円 ワイド： ３７，９９９，７００円

３連複： １０８，４９５，２００円 ３連単： ２０５，５４６，３００円 計： ６３８，５５９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ３４０円 枠 連（６－８） ６３０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １，１６０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ４，８８０円 ３ 連 単 ��� １８，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３４７８２３ 的中 � ７０９５１（２番人気）
複勝票数 計 ５０３８３２ 的中 � ９８０３７（２番人気）� ９８７７５（１番人気）� ２９４９０（６番人気）
枠連票数 計 ２８５６２４ 的中 （６－８） ３３８０５（１番人気）
馬連票数 計１０９０７７６ 的中 �� １２５１９９（１番人気）
馬単票数 計 ６３７１３２ 的中 �� ３２６７６（２番人気）
ワイド票数 計 ３７９９９７ 的中 �� ４３２５８（１番人気）�� ７３３９（１２番人気）�� ６０７３（１６番人気）
３連複票数 計１０８４９５２ 的中 ��� １６４２７（１３番人気）
３連単票数 計２０５５４６３ 的中 ��� ８３１４（３４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．５―１１．４―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．３―４５．７―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフレーズカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Trempolino デビュー ２０１１．７．１７ 新潟１着

２００９．５．５生 牝２青鹿 母 ロリポップガール 母母 Icy Pop ４戦２勝 賞金 １８，８３６，０００円
〔発走状況〕 アルベルトバローズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ダイワミストレス号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 アルベルトバローズ号は，競走中に異常歩様となったため４コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 アルベルトバローズ号は，発走調教再審査。

アルベルトバローズ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィズスマイル号は，平成２４年１月１０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エキゾチックバニラ号・ダイワカリエンテ号

３４０３４１２月１０日 晴 重 （２３中山５）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�

ほくそう

北総ステークス
発走１４時５０分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．１２．１１以降２３．１２．４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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１５ トーセンアドミラル 牡４鹿 ５７ 高倉 稜島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１０－ ６１：５１．３ ８．０�

３６ デンコウヤマト 牡５栗 ５７ 武 幸四郎田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４９２＋ ４１：５１．５１ １２．９�
３５ ド ッ ト コ ム 牡６鹿 ５５ 蛯名 正義青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８２± ０１：５１．７１ ２２．３�
２３ スギノブレイド �５栗 ５５ 武士沢友治杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B５０４± ０ 〃 アタマ ２６．４�
５９ ロンギングスター 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４７８＋ ４１：５１．８� ２２．７�
２４ インフィニットエア �５黒鹿５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ８１：５１．９� ５４．７	
７１４ ベルモントガリバー 牡５鹿 ５４ 田中 勝春 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ５２０＋ ２ 〃 ハナ ７９．０

１２ ダンシングマオ 牝４鹿 ５４ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：５２．１１ １１．２�
１１ タ ナ ト ス 牡３黒鹿５５ 石橋 脩榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ ５．１�
７１３ ウインマリアベール 牝４栗 ５４ 中谷 雄太ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５２＋ ８１：５２．３１ ３３．６�
４７ トーセンアレス 牡４鹿 ５７．５ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ８ 〃 ハナ ２．３�
６１２ ピエナポパイ 牡６栗 ５３ 岩部 純二本谷 兼三氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 ５１２－１２１：５２．４� ２３１．９�
８１６ アースマリン 牝６鹿 ５３ 田辺 裕信松山 増男氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム ４７２± ０１：５２．６１� ２３．１�
５１０ レ ッ ド ア イ �５栗 ５５ 津村 明秀 東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４６２－１４１：５３．１３ １８０．５�
６１１ オッキオディガット 牡５鹿 ５４ 嶋田 純次 �キャロットファーム 国枝 栄 浦河 有限会社

松田牧場 B４８０＋ ８１：５３．３１� １８８．８�
４８ シ ャ ガ ー ル 牡４栗 ５５ 丸山 元気山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２１：５４．１５ １２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，２２４，９００円 複勝： ６９，４９５，６００円 枠連： ３６，８７６，５００円

馬連： １４３，４００，９００円 馬単： ８５，１７１，２００円 ワイド： ５３，４１９，１００円

３連複： １６７，６３３，０００円 ３連単： ３１４，６７３，５００円 計： ９１１，８９４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ３９０円 � ３９０円 � ５８０円 枠 連（３－８） ２，６４０円

馬 連 �� ７，６２０円 馬 単 �� １５，７００円

ワ イ ド �� ２，２９０円 �� ３，１１０円 �� ３，４５０円

３ 連 複 ��� ５６，４２０円 ３ 連 単 ��� ２２０，１３０円

票 数

単勝票数 計 ４１２２４９ 的中 � ４０７８６（３番人気）
複勝票数 計 ６９４９５６ 的中 � ４８８７７（４番人気）� ４７９３３（５番人気）� ３０４７２（９番人気）
枠連票数 計 ３６８７６５ 的中 （３－８） １０３０９（１１番人気）
馬連票数 計１４３４００９ 的中 �� １３９０３（２４番人気）
馬単票数 計 ８５１７１２ 的中 �� ４００４（４６番人気）
ワイド票数 計 ５３４１９１ 的中 �� ５７７８（２２番人気）�� ４２２８（３５番人気）�� ３７９９（４０番人気）
３連複票数 計１６７６３３０ 的中 ��� ２１９３（１４１番人気）
３連単票数 計３１４６７３５ 的中 ��� １０５５（５５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３６．６―５０．２―１：０２．７―１：１４．９―１：２７．１―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンアドミラル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．５ 京都４着

２００７．５．２生 牡４鹿 母 サンデーピクニック 母母 ア ト ー ル １０戦５勝 賞金 ６３，４７６，０００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） ５頭 アンヴェイル号・ガンマーバースト号・マエストラーレ号・マリアージュ号・ミッキーチアフル号



３４０３５１２月１０日 晴 稍重 （２３中山５）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�ラピスラズリステークス

発走１５時２５分 （芝・右・外）
３歳以上；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬
は超過額１，１５０万円毎１�増

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

２２ ブルーミンバー 牝６鹿 ５５ 横山 典弘諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：０７．９ ４．９�

６９ グランプリエンゼル 牝５栃栗５５ 吉田 豊北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４５４－ ２ 〃 クビ ４．３�
７１１ スギノエンデバー 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４０－ ８１：０８．０クビ ８．３�
１１ ドリームバレンチノ 牡４青 ５５ 松山 弘平セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ４ 〃 クビ ５．６�
４５ アンシェルブルー 牝４黒鹿５３ 田中 勝春矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ ５．０�
５７ シャウトライン 牡７青鹿５７ 丸山 元気�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 B４９８＋ ２ 〃 アタマ ５７．６	
３３ アウトクラトール 牡６鹿 ５６ 高倉 稜 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４８２－１０１：０８．１クビ ５３．０

４６ メイビリーヴ 牝６栗 ５４ 後藤 浩輝千明牧場 松山 康久 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４ 〃 クビ １９．１�
８１４� 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 ４７８＋ ４１：０８．２クビ １４．２�
８１３ シセイカグヤ 牝５鹿 ５３ 三浦 皇成猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７０＋１０ 〃 クビ ４８．７
３４ � ダイワマックワン 牡６鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６ 〃 アタマ ４１．９�
５８ ショウナンカザン 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 B４８８＋ ２１：０８．３クビ ４７．９�
７１２ ベイリングボーイ 牡７栗 ５５ 津村 明秀冨沢 敦子氏 清水 久詞 浦河 浦河小林牧場 ４５８－ ２１：０８．４� ７３．１�
６１０ スカイノダン 牝５黒鹿５３ 田辺 裕信江 賦晨氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－１２１：０８．５	 １２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５１，０９０，４００円 複勝： ８９，０４２，４００円 枠連： ５７，９７２，４００円

馬連： ２６４，２４６，５００円 馬単： １３４，２７２，７００円 ワイド： ７７，１４８，０００円

３連複： ２９８，０２６，２００円 ３連単： ５５１，４９４，８００円 計： １，５２３，２９３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（２－６） ７５０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ９４０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，１８０円 ３ 連 単 ��� １５，２９０円

票 数

単勝票数 計 ５１０９０４ 的中 � ８３３５４（２番人気）
複勝票数 計 ８９０４２４ 的中 � １４２９１４（２番人気）� １６１９４８（１番人気）� ８２４４６（５番人気）
枠連票数 計 ５７９７２４ 的中 （２－６） ５７０８５（２番人気）
馬連票数 計２６４２４６５ 的中 �� １８１８０６（１番人気）
馬単票数 計１３４２７２７ 的中 �� ４３８８８（２番人気）
ワイド票数 計 ７７１４８０ 的中 �� ４７２５９（１番人気）�� １９４０１（１２番人気）�� ２７２６８（７番人気）
３連複票数 計２９８０２６２ 的中 ��� ６９３１５（６番人気）
３連単票数 計５５１４９４８ 的中 ��� ２６６３０（２６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１０．９―１１．２―１１．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３３．５―４４．７―５５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．３―３F３４．４
３ ６，７（２，１０）（４，１４）（１，９）（３，１１）（５，１２）８，１３ ４ ６，７（２，４，１０）（１，９，１４）（５，１１）３（１３，１２）８
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６鹿 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ ２９戦７勝 賞金 １３６，３４１，０００円

３４０３６１２月１０日 晴 稍重 （２３中山５）第３日 第１２競走 ��
��２，０００�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５６�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

１：５８．２
１：５６．１

良

良

７１１ ターゲットマシン 牡３青鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４８２－ ６２：０１．１ ２．６�

３３ サトノタイガー 牡３黒鹿５６ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６ 〃 クビ ３．７�
４５ � クラレットジャグ �６鹿 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４８６± ０２：０１．４１	 １７．２�
１１ サクセスパシュート 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 ４７６＋１２２：０１．５クビ １３．７�
６９ ビューティファイン 牝５栗 ５５ 三浦 皇成阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４９４＋ ６２：０１．７１ １１１．１�
５６ ア カ リ 牝５栗 ５５ 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４５８＋ ４ 〃 ハナ １１．６�
４４ サトノエンペラー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００＋２４ 〃 ハナ ２２．４	
７１０ バイタルスタイル 牝４栗 ５５

５２ ▲平野 優 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ ３１．３�

８１３ コスモセンシティブ 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４５４± ０ 〃 アタマ ５１．６�
８１２ ディアフロイデ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４３０＋ ４２：０１．８
 １５８．８
２２ ハイタッチクイーン 牝４栗 ５５ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４５０＋ ６２：０１．９
 １８．４�
５７ ラークキャロル 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４１４－ ２２：０２．１１� １４．１�
６８ マツリダガッツ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次�橋 文枝氏 国枝 栄 日高 賀張三浦牧場 ４９０＋ ４２：０２．２クビ ７．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３８，０８９，４００円 複勝： ５７，６６０，２００円 枠連： ２９，７５２，６００円

馬連： １２３，６０６，５００円 馬単： ７１，６１３，６００円 ワイド： ４４，６６９，６００円

３連複： １３３，７２５，４００円 ３連単： ２６４，２１２，０００円 計： ７６３，３２９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ３１０円 枠 連（３－７） ４７０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ６８０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� ８，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３８０８９４ 的中 � １１９６６４（１番人気）
複勝票数 計 ５７６６０２ 的中 � １５３８７３（１番人気）� １２３４５１（２番人気）� ３２５６６（７番人気）
枠連票数 計 ２９７５２６ 的中 （３－７） ４７３９０（１番人気）
馬連票数 計１２３６０６５ 的中 �� ２１３８３０（１番人気）
馬単票数 計 ７１６１３６ 的中 �� ７４５７９（１番人気）
ワイド票数 計 ４４６６９６ 的中 �� ７３８７２（１番人気）�� １４１０４（１１番人気）�� １４１０９（１０番人気）
３連複票数 計１３３７２５４ 的中 ��� ３９１０９（６番人気）
３連単票数 計２６４２１２０ 的中 ��� ２２４９３（１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１２．４―１２．８―１２．６―１２．４―１２．１―１１．８―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．１―３５．５―４８．３―１：００．９―１：１３．３―１：２５．４―１：３７．２―１：４８．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ターゲットマシン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Titus Livius デビュー ２０１０．１１．１３ 東京１着

２００８．３．１２生 牡３青鹿 母 ハンターズマーク 母母 Manfath ８戦３勝 賞金 ３７，４６５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。



（２３中山５）第３日 １２月１０日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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

２１３，２９０，０００円
４，０００，０００円
１，４９０，０００円
２０，１４０，０００円
６４，２５４，５００円
４，７５８，０００円
１，８２１，６００円

勝馬投票券売得金
３４１，８２６，３００円
５８１，１９２，４００円
２６９，４５８，１００円
１，０５３，５００，７００円
６５２，３６４，９００円
３８８，０００，８００円
１，２０２，８４０，５００円
２，２０９，１５６，３００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 ６，６９８，３４０，０００円

総入場人員 ２２，７１０名 （有料入場人員 １９，４７８名）


