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３４０３７１２月１１日 晴 重 （２３中山５）第４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

２４ カ ジ キ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４９０＋２８１：１１．６ １．５�

１２ � ホライゾンブルー 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成前田 幸治氏 田中 剛 米 William
Peeples ４６２－ ２１：１２．５５ １０．６�

１１ � ヒシラストレディ 牝２黒鹿５４ 武士沢友治阿部雅一郎氏 手塚 貴久 米 Masa-
ichiro Abe ４２４± ０１：１３．０３ １７．３�

６１１ コスモレイラ 牝２青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４５０－ ４ 〃 クビ ３５．３�
２３ ミ ル テ 牝２栗 ５４ 丸山 元気長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 モリナガファーム ４２４＋ ２１：１３．１� １０３．７�
８１５ エピクリオス �２鹿 ５５ 後藤 浩輝日下部勝�氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 ５０８－ ６ 〃 ハナ ４４．１�
４８ ガルディアン 牝２鹿 ５４ 幸 英明コウトミックレーシング 清水 英克 浦河 小島牧場 ４５８＋ ２１：１３．４２ １０６．５	
５１０ ナムラプラトーン 牡２栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４６８＋ ６ 〃 ハナ ９．４

４７ カシノレインボー 牝２芦 ５４ 坂井 英光柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 ４４８＋ ６１：１３．６	 ２５９．１�

（大井）

７１４ プレジデントハート 牡２黒鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 田島 俊明 日高 小西ファーム ４４２＋１６１：１３．８１� ２９８．８�
３５ ドラゴンネビュラ 牡２栗 ５５ 田中 勝春窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 大北牧場 ４８８＋１２１：１３．９� １４１．７
５９ ロングストライド 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 萩澤 俊雄 ５１６＋ ８１：１４．０� ６３．９�
７１３ ケージーアケボノ 牝２栗 ５４ 的場 勇人川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 ４１４－１０１：１４．１� １７８．５�
８１６ デルマエビス 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４６０＋ ６１：１４．２� ５．２�
３６ トウショウラダー 牡２鹿 ５５ 村田 一誠トウショウ産業� 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３４－ ２１：１４．３� ７６．３�
６１２ レヴァンタール 牡２鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 土井牧場 ４３８－１６１：１４．４クビ １６９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０１０，９００円 複勝： ４４，７４８，１００円 枠連： １４，０２１，３００円

馬連： ４８，６２７，３００円 馬単： ４１，７２２，２００円 ワイド： ２２，６９５，２００円

３連複： ６６，６７３，４００円 ３連単： １２８，７４５，５００円 計： ３９０，２４３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ３７０円 枠 連（１－２） ４４０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ６１０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ２，１００円 ３ 連 単 ��� ４，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２３０１０９ 的中 � １２４７８３（１番人気）
複勝票数 計 ４４７４８１ 的中 � ２２７３２９（１番人気）� ４２９６７（３番人気）� １６２７０（５番人気）
枠連票数 計 １４０２１３ 的中 （１－２） ２４００４（２番人気）
馬連票数 計 ４８６２７３ 的中 �� ５５２３５（２番人気）
馬単票数 計 ４１７２２２ 的中 �� ３３４３４（２番人気）
ワイド票数 計 ２２６９５２ 的中 �� １９１７９（２番人気）�� ８９１５（６番人気）�� ４８６４（１１番人気）
３連複票数 計 ６６６７３４ 的中 ��� ２３４９９（６番人気）
３連単票数 計１２８７４５５ 的中 ��� １９１５３（１０番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．２―１１．２―１２．４―１２．５―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２１．９―３３．１―４５．５―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ジ キ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．７．３１ 小倉２着

２００９．３．２６生 牡２鹿 母 エターナルハピネス 母母 サンクレール ５戦１勝 賞金 １２，４００，０００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 ミヤビリファイン号・リネンピーク号
※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。

３４０３８１２月１１日 晴 稍重 （２３中山５）第４日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時１５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

４８ ステージナーヴ 牡２黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４２０＋ ４１：３６．２ ３．８�

２３ ルミナススカイ 牡２黒鹿５５ 田中 勝春小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス
ファーム ４６０－ ８ 〃 クビ ８．３�

４７ コスモトゥルーラヴ 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 ４９４＋ ２１：３６．３クビ ４．４�
２４ ダイワズーム 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：３６．４� ３．８�
３６ アポロドーロス 牡２鹿 ５５ 坂井 英光アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４８８＋１２１：３６．５� ３９．０�

（大井）

１２ コスモアステリクス 牝２黒鹿５４ 津村 明秀 �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 ４１８－１２ 〃 クビ ９２．８�
３５ ロンギングトゥユー 牝２栗 ５４ 幸 英明坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４９０＋１０１：３６．６クビ ７．２	
５１０ シンジルキボウアイ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 ４２２－ ２ 〃 クビ １６．１

１１ ショウナンカプリス 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優�湘南 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム ４３０＋ ４１：３６．７クビ ７９．６�
８１５ ブライトボーイ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４８２＋ ８１：３６．８� ６０．７�
６１１ ディアイレイザー 牡２栗 ５５ 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 ４７４＋１０ 〃 クビ ３０．２
７１４ プラッキーエリーナ 牝２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B４５２＋２０１：３７．１１� ５５．２�
８１６ バルスピュール 牝２黒鹿５４ 丸山 元気ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４５４＋ ６ 〃 クビ ２９．０�
５９ シンデンアラタ 牡２黒鹿５５ 小林 淳一神田 通博氏 佐藤 全弘 新ひだか 落合 一巳 ４８２－ ４１：３７．２クビ １７２．９�
７１３ コスモサリュビア 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム ４３８＋１２１：３７．３� ２０７．７�
６１２ コンプトンジュエル 牡２芦 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 むかわ 上水牧場 ４４２＋ ６１：３７．６２ ４１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１２８，１００円 複勝： ３５，７６４，７００円 枠連： １６，６４４，９００円

馬連： ５０，５１６，３００円 馬単： ３３，７５５，４００円 ワイド： ２１，３６２，５００円

３連複： ６６，２２９，７００円 ３連単： １００，９９２，７００円 計： ３４２，３９４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（２－４） ２７０円

馬 連 �� ２，１４０円 馬 単 �� ３，５６０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ３９０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ２，７８０円 ３ 連 単 ��� １８，９３０円

票 数

単勝票数 計 １７１２８１ 的中 � ３５６５２（２番人気）
複勝票数 計 ３５７６４７ 的中 � ６２１００（３番人気）� ３７１５４（５番人気）� ６４０６７（２番人気）
枠連票数 計 １６６４４９ 的中 （２－４） ４６８５７（１番人気）
馬連票数 計 ５０５１６３ 的中 �� １７４２４（９番人気）
馬単票数 計 ３３７５５４ 的中 �� ６９９８（１３番人気）
ワイド票数 計 ２１３６２５ 的中 �� ６９９９（９番人気）�� １４７０８（３番人気）�� ８０４９（７番人気）
３連複票数 計 ６６２２９７ 的中 ��� １７５８８（７番人気）
３連単票数 計１００９９２７ 的中 ��� ３９３９（５２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．８―１２．３―１２．５―１２．４―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．３―３５．１―４７．４―５９．９―１：１２．３―１：２３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．３

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

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

ステージナーヴ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．９．１１ 中山２着

２００９．３．１１生 牡２黒鹿 母 プライムステージ 母母 ダイナアクトレス ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
※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。
（非抽選馬） ４頭 テイエムサイエンス号・フランチャイズ号・マイネルスパイス号・ミラクルムーン号
※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。

第５回　中山競馬　第４日



３４０３９１２月１１日 晴 稍重 （２３中山５）第４日 第３競走 ��１，８００�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

１：４８．２
１：４６．６

良

良

４７ サトノレオパード 牡２鹿 ５５ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：５１．１ ３．３�

８１６ ハ ー モ ニ ー 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２－ ４１：５１．２� ８．２�
６１１ ロジサンデー 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 ４７６＋ ４１：５１．３� ８．９�
６１２ マイネルピトレスク 牡２黒鹿５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋２２ 〃 クビ ７．１�
２３ クリールカイザー 牡２栗 ５５ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４５４± ０１：５１．４クビ １０．６�
７１３ パーフェクトミー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣木浪 巖氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 西川富岡牧場 ４２２＋ ２ 〃 クビ ３６．５�
５１０ ヘリオスフィア 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４６６＋ ２ 〃 ハナ ２６．５	
１２ ラ ス リ ー ズ 牝２栃栗５４ 幸 英明 
キャロットファーム 勢司 和浩 日高 待兼牧場 ４４８＋２４１：５１．５クビ ２２．５�
８１５ ビレッジオブベスト 牡２鹿 ５５ 村田 一誠村山 輝雄氏 矢野 照正 新ひだか 漆原 武男 ４９０＋ ６１：５１．７１� ９５．９�
２４ パルピテーション 牝２栗 ５４ 吉田 豊吉田 和美氏 菊沢 隆徳 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５２０± ０１：５１．８クビ ２０．２
１１ トーセンオーラ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド ４３６＋ ２１：５１．９� ３．８�
７１４ ローレルレーロ 牡２栗 ５５ 田中 勝春 �ローレルレーシング 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４６８＋１４ 〃 アタマ １６９．９�
５９ ドリーミングラヴ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 ４２０＋ ６１：５２．０クビ １５３．０�
４８ カワキタバルク 牡２青鹿 ５５

５２ ▲平野 優川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 ４５８＋ ２１：５２．３２ ３０１．２�
３５ クリノダイキンボシ 牡２鹿 ５５ 坂井 英光栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 筒井 征文 ４５６－ ２１：５２．４� ３５．１�

（大井）

３６ ベルウッドハピネス 牡２鹿 ５５
５２ ▲嶋田 純次鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 岡田スタツド ４６６＋２２１：５３．６７ ２３１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６８８，８００円 複勝： ３７，１１７，４００円 枠連： １６，８２０，９００円

馬連： ５９，５４０，６００円 馬単： ３９，９２１，６００円 ワイド： ２５，１９３，１００円

３連複： ７３，５６４，８００円 ３連単： １１８，００１，９００円 計： ３８８，８４９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � ２２０円 枠 連（４－８） １，３９０円

馬 連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ４８０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ３，５９０円 ３ 連 単 ��� １５，８６０円

票 数

単勝票数 計 １８６８８８ 的中 � ４５５９１（１番人気）
複勝票数 計 ３７１１７４ 的中 � ９０８６８（１番人気）� ３３４６０（５番人気）� ３９８２０（３番人気）
枠連票数 計 １６８２０９ 的中 （４－８） ８９５０（７番人気）
馬連票数 計 ５９５４０６ 的中 �� ２９５４８（４番人気）
馬単票数 計 ３９９２１６ 的中 �� １１３７７（６番人気）
ワイド票数 計 ２５１９３１ 的中 �� １０３２６（６番人気）�� １３６７２（３番人気）�� ５３７５（１２番人気）
３連複票数 計 ７３５６４８ 的中 ��� １５１２５（８番人気）
３連単票数 計１１８００１９ 的中 ��� ５４９２（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３６．７―４９．６―１：０２．４―１：１５．３―１：２７．６―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３５．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

サトノレオパード �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１０．１６ 東京７着

２００９．５．５生 牡２鹿 母 バトルエンプレス 母母 レディータイクーン ５戦１勝 賞金 ９，０５０，０００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） １頭 マイネパティ号
（非抽選馬） １頭 マイネルスパーブ号
※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。

３４０４０１２月１１日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２３中山５）第４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

３３ � エーシンマイトップ 牡５栗 ６０ 西谷 誠�栄進堂 中竹 和也 米 Winches-
ter Farm ４９４－ ８３：１５．３ ２．３�

３４ ミラクルオブレナ 牡３黒鹿５８ 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ５１２＋ ２３：１６．０４ ５．９�
７１２ マイネルパルティア 牡６鹿 ６０ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ５１０± ０３：１６．３２ ７．１�
５７ ヴィーヴァシャトル 牡５栗 ６０ 江田 勇亮芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ５０２＋ ２３：１６．４クビ １２．０�
８１３ ダイバーシティ �６鹿 ６０ 横山 義行 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ４３：１６．５� ４．５�
５８ トウシンボルト 牡４黒鹿６０ 中村 将之�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２３：１６．６� ４０．９	
６９ ブライティアアース 牝３栗 ５６ 蓑島 靖典小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 ５０２＋ ２３：１７．２３� １７．１

４６ ジュヌドラゴン 牡４黒鹿６０ 山本 康志林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８０＋ ８３：１７．８３� ３７．１�
７１１ シンボリルルド �４鹿 ６０ 平沢 健治シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４６０± ０３：１８．９７ １３５．９�
２２ トーセンヤッテキタ 牡４栗 ６０ 五十嵐雄祐島川 哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５２６＋１４３：１９．４３ ３０．６�
４５ 	 シャコームサシ 牡４鹿 ６０ 草野 太郎江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５３８－ ５３：１９．８２� ７８．６�
８１４ ネオポラリス �４栗 ６０ 石神 深一 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４８６＋１４３：２０．７５ ２９．９�
６１０ ハンセンロード 牡３黒鹿５８ 大江原 圭田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 ４９４－ ８３：２１．６５ ２５１．６�
１１ 	 ドクターブリーズ 牝３鹿 ５６ 鈴木 慶太松岡 悟氏 根本 康広 新冠 村上牧場 ４３０＋ ２３：２２．０２� ２０９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，２６０，７００円 複勝： ２２，４９５，６００円 枠連： １４，４９０，８００円

馬連： ３９，３８４，２００円 馬単： ３０，８４５，４００円 ワイド： １６，４０２，７００円

３連複： ５６，７０９，１００円 ３連単： ９７，０５４，８００円 計： ２９２，６４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（３－３） ５８０円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ３２０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，２６０円 ３ 連 単 ��� ３，９７０円

票 数

単勝票数 計 １５２６０７ 的中 � ５２７７５（１番人気）
複勝票数 計 ２２４９５６ 的中 � ７０１５１（１番人気）� ２９２５５（３番人気）� ２６２２０（４番人気）
枠連票数 計 １４４９０８ 的中 （３－３） １８４７７（２番人気）
馬連票数 計 ３９３８４２ 的中 �� ４７００８（２番人気）
馬単票数 計 ３０８４５４ 的中 �� ２４６５８（２番人気）
ワイド票数 計 １６４０２７ 的中 �� １６２１０（２番人気）�� １３０４１（３番人気）�� ５６２６（８番人気）
３連複票数 計 ５６７０９１ 的中 ��� ３３２２８（３番人気）
３連単票数 計 ９７０５４８ 的中 ��� １８０６２（４番人気）

上り １マイル １：４８．３ ４F ５３．２－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンマイトップ �
�
父 Mr. Greeley �

�
母父 Vice Regent デビュー ２００８．１２．１３ 中山６着

２００６．５．１０生 牡５栗 母 Eishin Tennessee 母母 Castle Royale 障害：５戦１勝 賞金 １３，１００，０００円
〔制裁〕 トウシンボルト号の騎手中村将之は，２周目４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１４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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ドリームライナー号・ムライチンタ号



３４０４１１２月１１日 晴 稍重 （２３中山５）第４日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時０５分 （芝・右・外）

牝，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

３６ エクセラントカーヴ 牝２黒鹿５４ 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４２０ ―１：３７．１ ２．２�

６１１ レットイットスノー 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：３７．３１� ３．９�
５９ シ ャ ド ウ 牝２黒鹿５４ 丸山 元気芹澤 精一氏 相沢 郁 新ひだか 田中 裕之 ４４６ ―１：３７．８３ １１．７�
１２ アズマガール 牝２鹿 ５４ 津村 明秀東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ４１０ ― 〃 アタマ ４８．２�
１１ ピュアダイヤモンド 牝２青鹿５４ 幸 英明 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４５４ ―１：３８．０１� １８．０�
８１６ エバーシャン 牝２鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太青柳征八郎氏 田村 康仁 新ひだか 由利 徳之 ４３８ ―１：３８．３１� ３４１．４�
４８ ハッピーメイカー 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣�三枝牧場 清水 久詞 浦河 三枝牧場 ４５８ ―１：３８．５１� １２．１	
７１４ マリーアルーア 牝２栗 ５４ 田辺 裕信伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 ４７０ ―１：３８．７１� ６０．１

２３ ヤマニンヘプタゴン 牝２黒鹿５４ 坂井 英光土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 ４７８ ―１：３８．８� ８８．３�

（大井）

２４ ブレイブレディ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７０ ― 〃 アタマ ７．１�
３５ デ ィ ア リ オ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 瑞樹 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４４６ ―１：３９．０１� １７５．９�

５１０ スイートネモフィラ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ４９８ ―１：３９．１クビ ９８．１�
８１５ ダイワエレガンス 牝２栗 ５４ 柴田 大知大城 敬三氏 嶋田 功 新ひだか 出羽牧場 ４３２ ―１：３９．２� １４２．７�
６１２ スカイジュエル 牝２青 ５４ 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４７６ ―１：３９．４１� ７０．９�
４７ メ イ ユ ー ル 牝２芦 ５４ 横山 典弘魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：３９．５� １３．１�

（アースアート）

７１３ ダーリンアイ 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥佐藤 明氏 柄崎 孝 新ひだか 神垣 道弘 ４９６ ―１：４１．０９ ３７３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３９２，０００円 複勝： ３５，９７９，２００円 枠連： １５，６１４，２００円

馬連： ５５，６２６，１００円 馬単： ４２，４８０，９００円 ワイド： ２２，５６３，３００円

３連複： ６７，７２２，５００円 ３連単： １１８，８２２，０００円 計： ３８２，２００，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（３－６） ４４０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ４７０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ３，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２３３９２０ 的中 � ８７３４６（１番人気）
複勝票数 計 ３５９７９２ 的中 � １２８１３３（１番人気）� ６０７７９（２番人気）� ２２４９３（５番人気）
枠連票数 計 １５６１４２ 的中 （３－６） ２６３０２（１番人気）
馬連票数 計 ５５６２６１ 的中 �� １０２１８８（１番人気）
馬単票数 計 ４２４８０９ 的中 �� ４７８１７（１番人気）
ワイド票数 計 ２２５６３３ 的中 �� ３３８６１（１番人気）�� １０９８０（３番人気）�� ７０９８（１０番人気）
３連複票数 計 ６７７２２５ 的中 ��� ３８０３７（２番人気）
３連単票数 計１１８８２２０ 的中 ��� ２４４４７（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．６―３７．０―４９．４―１：０２．２―１：１４．４―１：２５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３４．９

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

勝馬の
紹 介

エクセラントカーヴ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 A.P. Indy 初出走

２００９．４．２０生 牝２黒鹿 母 インディアナカーヴ 母母 Antique Auction 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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ゴートゥザスタート号・トーセンプリモ号・ピースオブアイ号・モエレマリーア号・ラヴフォーオール号
※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。

３４０４２１２月１１日 晴 稍重 （２３中山５）第４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）

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

２２ プーラヴィーダ 牡２栗 ５５ 柴田 善臣伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン
牧場 ４６８＋ ８１：５３．２ １２．７�

３４ ダノンゴールド 牡２黒鹿５５ 横山 典弘�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３６± ０１：５３．３� ２．５�
３３ ヴィンテージイヤー 牡２鹿 ５５ 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 ５０４＋ ４１：５３．８３ ３．２�
４５ ポ レ イ ア 牝２栗 ５４ 幸 英明�川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４８４－ ４１：５３．９� ４．１�
１１ ラブリースター 牝２栃栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム ４５０＋ ４１：５４．０� ４２．４�
５７ エーペックス 牡２青鹿５５ 武士沢友治魚住 啓市氏 畠山 吉宏 日高 川島 良一 ４８８± ０１：５４．２１� ５６．３�
５８ セイファート 牡２鹿 ５５ 石橋 脩 	サンデーレーシング 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４６８＋１２１：５４．４１� ７１．５

４６ ツクバヤマノオー 牡２青 ５５ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５２８＋ ６１：５４．５� ３９．４�
６１０ ブラックビーン 牡２黒鹿５５ 津村 明秀小山 豊氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田 猛 ４７８＋ ２ 〃 ハナ １４８．８�
６９ マイネルハーシェル 牡２栗 ５５ 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 コスモヴューファーム B４７２＋ ２１：５４．７１� ２２．２
７１１� クリーンチャンス 牡２芦 ５５ 後藤 浩輝石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４８０＋２２１：５４．９１� １２１．１�
８１４ ローマンエンブレム 牡２栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次	ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ５１２＋ ８１：５５．７５ １５．７�
８１３� フクノツール 牡２鹿 ５５

５２ ▲平野 優小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４８２－ ６１：５６．４４ １８９．６�
７１２	 テンカノケン 牡２鹿 ５５ 坂井 英光岡井 元憲氏 久保 与造 大樹 熱川 牧場 ４７８＋１８１：５８．２大差 ２１４．０�

（大井） （大井）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，９２１，１００円 複勝： ３６，９１０，０００円 枠連： １６，３５７，９００円

馬連： ６４，６１４，９００円 馬単： ４７，１００，６００円 ワイド： ２６，１９８，８００円

３連複： ８１，５４４，５００円 ３連単： １５５，１６０，５００円 計： ４５２，８０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（２－３） ８３０円

馬 連 �� １，８９０円 馬 単 �� ５，３５０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ５３０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 ��� １６，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２４９２１１ 的中 � １５４７８（４番人気）
複勝票数 計 ３６９１００ 的中 � ２９５４９（４番人気）� ９６８３２（１番人気）� ８４８７４（２番人気）
枠連票数 計 １６３５７９ 的中 （２－３） １４５９８（３番人気）
馬連票数 計 ６４６１４９ 的中 �� ２５３３５（５番人気）
馬単票数 計 ４７１００６ 的中 �� ６５０５（１６番人気）
ワイド票数 計 ２６１９８８ 的中 �� １０９３５（４番人気）�� １０６１５（５番人気）�� ４４８０４（１番人気）
３連複票数 計 ８１５４４５ 的中 ��� ４４７６５（２番人気）
３連単票数 計１５５１６０５ 的中 ��� ７１２５（４５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．３―１２．８―１２．９―１３．２―１２．７―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３６．２―４９．０―１：０１．９―１：１５．１―１：２７．８―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

プーラヴィーダ �
�
父 フ ィ ガ ロ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．７．１７ 新潟１２着

２００９．３．１７生 牡２栗 母 カレンダーガール 母母 パ ル ツ ェ ７戦２勝 賞金 １４，３００，０００円
※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。



３４０４３１２月１１日 晴 稍重 （２３中山５）第４日 第７競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ エイブルサクセス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ５５８＋ ４１：１０．８ ７．１�

１２ � ド ロ 牡４栗 ５７ 横山 典弘吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard
Winterrowd ４７４± ０１：１１．０１� ３．８�

３５ オリオンザポラリス 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４６０－ ４ 〃 ハナ ４．７�
５１０� セイウンアスラン 牡５栗 ５７ 石橋 脩西山 茂行氏 手塚 貴久 米

Diane Shashura, G.
David Shashura & and
Bridle Breezes, LLC.

５０８± ０１：１１．５３ ３．１�
７１４ リンガスクリフ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ５０４＋ ８ 〃 クビ ５．５�
６１１ ヒ シ ョ ウ 	３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４４６－ ２１：１１．９２
 ３０．６�
７１３ サクラベッシー 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 山田牧場 ４９６－１０１：１２．２１� ７３．４	
３６ � トレノソルーテ 	５鹿 ５７ 武士沢友治戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５３０＋２０ 〃 ハナ １９５．４

２３ � トルピドトウショウ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３０－２１１：１２．４１� １７１．６�
４８ � クリスタリン 牝３栗 ５４ 小林 淳一加藤 徹氏 清水 利章 新冠 大狩部牧場 ４５２－１１１：１２．５クビ ３５３．８�
６１２ カリズマアゲン 牡４鹿 ５７

５４ ▲平野 優浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B４９０＋１２１：１２．６� ２１０．１
２４ バトルレッド 牡４鹿 ５７ 幸 英明宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 西村 和夫 ４８０＋２４１：１２．７クビ ３７．６�
５９ � ワ カ タ ケ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 B４４６－ ４１：１２．８� １７５．０�
８１５ サンマルヘイロー 牡５鹿 ５７ C．オドノヒュー 相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４８６＋ ６１：１３．０１ ４２．５�
（愛）

４７ � フィッツナウ 牝４黒鹿５５ 柴田 大知下河�美智子氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ４８４＋１６１：１３．５３ １４７．６�
１１ � パ リ ー ジ ョ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 橋本牧場 ４４８－ ４１：１３．９２
 １２７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４４５，１００円 複勝： ４８，２２６，１００円 枠連： １７，６２７，９００円

馬連： ７９，８３２，９００円 馬単： ５０，５２２，７００円 ワイド： ２８，００８，５００円

３連複： ８６，８７０，９００円 ３連単： １６４，９２４，３００円 計： ５０２，４５８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（１－８） １，３２０円

馬 連 �� １，７４０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ５１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ２，１３０円 ３ 連 単 ��� １６，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２６４４５１ 的中 � ２９６３６（５番人気）
複勝票数 計 ４８２２６１ 的中 � ５１１７３（５番人気）� ８６７５２（３番人気）� ９０２７４（２番人気）
枠連票数 計 １７６２７９ 的中 （１－８） ９９１０（７番人気）
馬連票数 計 ７９８３２９ 的中 �� ３３９７８（９番人気）
馬単票数 計 ５０５２２７ 的中 �� １００７３（１９番人気）
ワイド票数 計 ２８００８５ 的中 �� １２４２５（９番人気）�� １３４１５（８番人気）�� ２０９３８（３番人気）
３連複票数 計 ８６８７０９ 的中 ��� ３０２１０（８番人気）
３連単票数 計１６４９２４３ 的中 ��� ７４９２（６０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．２―１２．１―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３３．９―４６．０―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイブルサクセス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１１．６．５ 東京９着

２００８．４．５生 牡３鹿 母 カネヤマシカダ 母母 ハローヘレン ５戦２勝 賞金 １３，７８０，０００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。
（非抽選馬） ７頭 ウネントリッヒ号・キングダムキング号・ケイオークラウン号・シャイニーグルーム号・トーアティアレ号・

パシオンルージュ号・プリティーマッハ号
※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。

３４０４４１２月１１日 晴 稍重 （２３中山５）第４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）

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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１４ コンフォーコ �６栗 ５７ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４７０± ０１：１０．０ １４．７�

５１０ タンジブルアセット 牡４鹿 ５７ 丸山 元気安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４８６＋ ８ 〃 アタマ ２．４�
８１６ トーホウブエナス 牝４栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４６２＋ ２１：１０．３２ ９．３�
５９ ガ ク ニ ホ シ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４９２－ ２ 〃 アタマ １２．３�
１２ ラヴリードリーム 牝５青鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４８８＋１０１：１０．４� ８６．６�
２３ ケンエンブレム 牡３鹿 ５６ 坂井 英光中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 ４６２＋ ２１：１０．５クビ ５３．１�

（大井）

６１１ スモールキング 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣	サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４４６－ ４ 〃 アタマ ８．５

４７ パワースポット 牝３鹿 ５４ 横山 典弘	グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４７０＋ ６１：１０．６� １２．２�
３５ タイキジャガー 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝	大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８８＋ ４ 〃 アタマ ３４．２�
８１５ リバーアゲイン 牡６栗 ５７ 三浦 皇成河越 武治氏 作田 誠二 三石 沖田 忠幸 ４７８＋ ２１：１０．８１� ９９．２
３６ ワンモアジョー 牡４鹿 ５７ 小林 淳一河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４５８－１０１：１０．９クビ ６．８�
４８ ウエスタンハピネス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ ８．３�
２４ テ ン ペ ス タ 牡３栗 ５６ 幸 英明コウトミックレーシング 高橋 裕 浦河 大道牧場 B５２４＋ ８１：１１．１１� １３２．４�
１１ スプリングルーシー 牝６鹿 ５５

５２ ▲平野 優加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 ４８４－ ８１：１１．４１� ３５．２�
６１２ オ ヤ シ オ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４９２＋１２ 〃 ハナ １５８．５�
７１３ コ ロ ナ 牝５栗 ５５ 秋山真一郎下河邉 博氏 中尾 秀正 静内 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４５８± ０１：１１．７２ ２０５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６３３，７００円 複勝： ４６，２１１，６００円 枠連： ２３，８７７，９００円

馬連： ８５，６０５，０００円 馬単： ５２，１５２，５００円 ワイド： ３５，０１０，５００円

３連複： １００，２８０，１００円 ３連単： １７０，９４７，５００円 計： ５３９，７１８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ２６０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（５－７） １，３８０円

馬 連 �� １，５２０円 馬 単 �� ４，６００円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ６７０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ５，２６０円 ３ 連 単 ��� ４５，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２５６３３７ 的中 � １３７６５（８番人気）
複勝票数 計 ４６２１１６ 的中 � ３８２７８（６番人気）� １２５７０２（１番人気）� ４０１５５（５番人気）
枠連票数 計 ２３８７７９ 的中 （５－７） １２８４２（７番人気）
馬連票数 計 ８５６０５０ 的中 �� ４１７９４（７番人気）
馬単票数 計 ５２１５２５ 的中 �� ８３８２（１４番人気）
ワイド票数 計 ３５０１０５ 的中 �� ２３０４０（２番人気）�� １２３８５（８番人気）�� １８８０８（４番人気）
３連複票数 計１００２８０１ 的中 ��� １４０８４（２０番人気）
３連単票数 計１７０９４７５ 的中 ��� ２７７７（１３２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．０―１１．８―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．５―４５．３―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンフォーコ �
�
父 トワイニング �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．７．１４ 函館２着

２００５．４．２９生 �６栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ ２３戦４勝 賞金 ４７，７９６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。



３４０４５１２月１１日 晴 稍重 （２３中山５）第４日 第９競走 ��１，８００�
ま い は ま

舞 浜 特 別
発走１４時０５分 （ダート・右）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１１ リ コ リ ス 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ５１４± ０１：５２．１ ７．９�

５９ ヒラボクビジン 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４６２－ ４１：５２．２� ３．３�
７１３ テクニカルラン 牝５鹿 ５５ 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４３０－ ４１：５２．４１� １４．３�
５１０ トウカイライフ 牝４黒鹿５５ 秋山真一郎内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３４＋ ２１：５２．６１� ４３．５�
１１ アオゾラペダル 牝５黒鹿５５ 横山 典弘小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：５２．９１� ２．７�
２３ ル イ ー ズ 牝３青鹿５４ 吉田 豊大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B４８４＋ ４ 〃 クビ １０３．６�
３６ イイデステップ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B４８２－ ８１：５３．１１� １３．０	
７１４ ウッドシップ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４８４± ０１：５３．３１� ７０．４

８１６ パルクエスト 牝５鹿 ５５ 丸山 元気木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 B５０４－１８１：５３．６１� ２９０．７�
１２ カンマビード 牝４栗 ５５ 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム B４９８＋１６ 〃 クビ ４０．１�
６１２ ハーマジェスティ 牝６鹿 ５５ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 B５０２－ ６１：５３．８１� ６９．６
３５ マイネルナロッサ 牝４黒鹿５５ 柴田 大知 �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 ４６２－ ４ 〃 ハナ ２７６．２�
４８ ブラックジョーク 牝４鹿 ５５ 坂井 英光山上 和良氏 和田正一郎 浦河 一珍棒牧場 ４８６＋１０１：５４．４３� １７９．６�

（大井）

８１５ ケイジーシオン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春鹿倉 勝�氏 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 ４７６－ ２１：５５．８９ ８３．２�
２４ 	 ペンテシレイア 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ６１：５７．８大差 ７．３�
４７ エーシンメンフィス 牝３鹿 ５４ 幸 英明�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 ４９０＋ ２ （競走中止） １８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，８７７，０００円 複勝： ５３，１８５，２００円 枠連： ２４，７１２，５００円

馬連： １１７，９２４，８００円 馬単： ６６，３４１，０００円 ワイド： ３６，７６４，３００円

３連複： １２７，２９２，４００円 ３連単： ２３７，３１２，０００円 計： ６９４，４０９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２４０円 � １６０円 � ２９０円 枠 連（５－６） １，０５０円

馬 連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，８７０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� １，１７０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ３，４５０円 ３ 連 単 ��� ２１，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３０８７７０ 的中 � ３０８９９（４番人気）
複勝票数 計 ５３１８５２ 的中 � ５３８０３（４番人気）� １０８９８９（２番人気）� ４２５５４（５番人気）
枠連票数 計 ２４７１２５ 的中 （５－６） １７５２２（４番人気）
馬連票数 計１１７９２４８ 的中 �� ７２４７６（４番人気）
馬単票数 計 ６６３４１０ 的中 �� １７０８４（１２番人気）
ワイド票数 計 ３６７６４３ 的中 �� １９７００（４番人気）�� ７３９５（１３番人気）�� １２９２２（８番人気）
３連複票数 計１２７２９２４ 的中 ��� ２７３０４（１０番人気）
３連単票数 計２３７３１２０ 的中 ��� ８０９４（６２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．６―１２．５―１２．２―１２．５―１３．０―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．２―３５．８―４８．３―１：００．５―１：１３．０―１：２６．０―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．１
１
３
１４－４，６，２－（１，８）－（３，１５，１６）１０，１１，１２（５，１３）９
１４－（４，６）２（１，１６）８（３，１０，１１）－１３，９（１５，１２）５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

リ コ リ ス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．２８ 中山１着

２００６．４．１７生 牝５鹿 母 ジューンアナガリス 母母 カフェロワイヤル ２０戦４勝 賞金 ７８，４４４，０００円
〔競走中止〕 エーシンメンフィス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペンテシレイア号は，平成２４年１月１１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 クリアザウェイ号・リュシオル号
※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。

３４０４６１２月１１日 晴 良 （２３中山５）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

み ほ

美浦ステークス
発走１４時４０分 （芝・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
美浦村長賞（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 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

８１１ ネオサクセス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 B４６２－ ６１：４８．１ １５．２�

６７ ア カ ン サ ス 牝３青 ５４ 後藤 浩輝魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３８＋ ２１：４８．３１ ３．０�
１１ プ レ イ 牡３青鹿５６ 田辺 裕信岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ５０４－ ２１：４８．５１� ３．５�
７９ アキノカウンター 牡５栗 ５７ 木幡 初広穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４５４± ０１：４８．６� １６７．０�
５６ ニシノメイゲツ 牡４青鹿５７ 坂井 英光西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４５２＋ ６ 〃 アタマ １３．４�

（大井）

５５ シルクアーネスト 牡４栗 ５７ 幸 英明有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４８８－ ２１：４８．７	 ４．４�
８１２ デンコウオクトパス 牡４鹿 ５７ 石橋 脩田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４４４－１４ 〃 クビ ２３．８	
７１０ モ ズ 牡４青 ５７ 田中 勝春
グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４８４－ ２ 〃 ハナ ２０．６�
２２ ビンテージチャート 牡５栗 ５７ 柴田 善臣 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５３０－ ６１：４８．８クビ ９．２
４４ ハッピーパレード 牝５黒鹿５５ 丸山 元気馬場 幸夫氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４６０± ０ 〃 クビ １９．２�
３３ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡６黒鹿５７ 武士沢友治村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４６８＋１０１：４９．５４ ２８６．４�
６８ 
 エックスダンス 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５３４＋１６１：５０．２４ ８６．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４０，４４６，９００円 複勝： ６２，９４８，９００円 枠連： ２９，０３５，５００円

馬連： １４３，５２５，６００円 馬単： ８８，２４９，５００円 ワイド： ４６，３４５，６００円

３連複： １５８，１２１，８００円 ３連単： ３２７，６７４，０００円 計： ８９６，３４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（６－８） １，１９０円

馬 連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ５，９６０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ６４０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ２，１００円 ３ 連 単 ��� ２０，１６０円

票 数

単勝票数 計 ４０４４６９ 的中 � ２１０２９（６番人気）
複勝票数 計 ６２９４８９ 的中 � ４４２２６（５番人気）� １３５１７２（２番人気）� １３８６０９（１番人気）
枠連票数 計 ２９０３５５ 的中 （６－８） １８１１６（５番人気）
馬連票数 計１４３５２５６ 的中 �� ４９４６８（８番人気）
馬単票数 計 ８８２４９５ 的中 �� １０９３１（２６番人気）
ワイド票数 計 ４６３４５６ 的中 �� １６２３７（７番人気）�� １６１８５（８番人気）�� ６０４０３（１番人気）
３連複票数 計１５８１２１８ 的中 ��� ５５８２４（５番人気）
３連単票数 計３２７６７４０ 的中 ��� １１９９６（６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３７．２―４９．４―１：０１．３―１：１３．４―１：２５．１―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．７
１
３
９（１，１０）（７，８）５（２，６）（４，１２）３－１１
９，１０（１，８）（７，５）２（４，６，１２）３－１１

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

勝馬の
紹 介

ネオサクセス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１２．１３ 中山３着

２００７．４．３生 牡４鹿 母 ラークスマイル 母母 ラークサンシー １９戦４勝 賞金 ６０，５９８，０００円
〔制裁〕 プレイ号の騎手田辺裕信は，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１０，０００円。（８番への進路影響）
※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。

１レース目



３４０４７１２月１１日 晴 稍重 （２３中山５）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�第４回カペラステークス（ＧⅢ）

発走１５時２０分 （ダート・右）
３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，２２．１２．１１以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２２．１２．１０以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６３０，０００円 １８０，０００円 ９０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５ ケイアイガーベラ 牝５栗 ５４ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 平田 修 新冠 隆栄牧場 ４７８－１２１：０９．１ ３．９�

１１ ティアップワイルド 牡５栗 ５６ 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５３４＋ ８１：０９．５２� ５．９�
６１１ タイセイレジェンド 牡４栗 ５６ 坂井 英光田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B５３０－１０ 〃 クビ ２４．３�

（大井）

５９ レディルージュ 牝５青鹿５４ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム B４５０± ０１：０９．７１ １４．５�
２２ セイクリムズン 牡５黒鹿５７ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ５１６＋ ３１：０９．８� ２．４�
２３ トーホウチェイサー 牡４栗 ５６ 田中 勝春東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４８０＋ ２１：１０．０１	 ３４．０�
７１２ クリスタルボーイ 牡４芦 ５６ 吉田 豊ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４９６＋ ８ 〃 クビ １９．８	
８１４ セレスハント 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４８２＋ ４ 〃 ハナ １５．８

６１０ スリーアベニュー 牡９栗 ５６ 的場 勇人永井商事� 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ５１２－１４１：１０．２１ ３７４．８�
３４ 
 ビクトリーテツニー 牡７栗 ５６ 丸山 元気榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４９８＋１６ 〃 クビ ２５５．５�
４６ デュアルスウォード 牡３黒鹿５５ 横山 典弘 サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４７６＋１６ 〃 ハナ １４．５�
５８ 
 フェラーリピサ 牡７鹿 ５７ 三浦 皇成市川 義美氏 白井 寿昭 米 Sarum Farm ５２４＋２７１：１０．４１	 ８６．７�
３５ 
 ド ス ラ イ ス 牡５栗 ５７ 柴田 善臣小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar

Farm, LLC ５２６－ ４ 〃 アタマ ２４．５�
７１３
 アースサウンド 牝４栗 ５４ C．オドノヒュー �グリーンファーム 和田 正道 米 Fair Way

Equine, LLC ４８４－ ６１：１１．０３� ４７．５�
（愛）

４７ 
 ガ ブ リ ン 牡９鹿 ５６ 村田 一誠榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR
Fleming ４６４± ０１：１１．２１	 ４２５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９３，８７３，９００円 複勝： １４４，０７３，８００円 枠連： ７７，６５０，６００円

馬連： ３９８，９４９，２００円 馬単： ２３１，８２５，１００円 ワイド： １２２，２２８，８００円

３連複： ４９２，４９６，２００円 ３連単： ９９２，２４６，２００円 計： ２，５５３，３４３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � ５６０円 枠 連（１－８） ９７０円

馬 連 �� １，５６０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� １，８１０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� １１，５４０円 ３ 連 単 ��� ４７，９９０円

票 数

単勝票数 計 ９３８７３９ 的中 � １９１９７６（２番人気）
複勝票数 計１４４０７３８ 的中 � ２３７３１５（２番人気）� ２３３７１９（３番人気）� ５２３０７（９番人気）
枠連票数 計 ７７６５０６ 的中 （１－８） ５９２０５（３番人気）
馬連票数 計３９８９４９２ 的中 �� １８９７５６（６番人気）
馬単票数 計２３１８２５１ 的中 �� ６７３９１（８番人気）
ワイド票数 計１２２２２８８ 的中 �� ５１５５８（４番人気）�� １６２１２（２４番人気）�� １６４６５（２３番人気）
３連複票数 計４９２４９６２ 的中 ��� ３１５２３（３６番人気）
３連単票数 計９９２２４６２ 的中 ��� １５２６０（１４４番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．４―１２．０―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．７―４５．７―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイガーベラ �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Danzig デビュー ２００８．１１．８ 京都１着

２００６．４．２７生 牝５栗 母 アンナステルツ 母母 Edge １７戦９勝 賞金 ２０７，３１５，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出走取消馬 クリーン号（疾病〔感冒〕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１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１５頭 アドバンスウェイ号・エアマックール号・グランドラッチ号・コンティネント号・シャイニングアワー号・

ストロングガルーダ号・スリーアリスト号・セイカアレグロ号・タマモクリエイト号・ツクバホクトオー号・
ピースオブパワー号・ファイナルスコアー号・フライングアップル号・ブラウンワイルド号・ブラックシェル号

※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。

３４０４８１２月１１日 晴 良 （２３中山５）第４日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

１１ ミヤビファルネーゼ 牡３黒鹿５６ 幸 英明村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４６８± ０１：３４．１ ６．９�

２４ � セイウンジャガーズ 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge
Park Stud ４７０－ ４ 〃 クビ ３．８�

７１４ ハングリージャック 牡４黒鹿５７ 津村 明秀吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２ 〃 ハナ ３．６�
３６ ディープサウンド 牡３鹿 ５６ C．オドノヒュー 増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４９２＋１０１：３４．４１� ９．６�

（愛）

５９ オメガブレイン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成原 	子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：３４．７２ ８．０�
４７ マ イ ヨ ー ル 牡５芦 ５７ 柴田 大知岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ５０８＋ ８１：３４．９１
 ２１．０�
６１１ ミエノゴーゴー 牡３黒鹿５６ 石橋 脩里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６ 〃 ハナ １５．９�
１２ � バンダムレクス 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４５２＋ ６１：３５．０� １１８．２	
６１２ ダイワモービル 牡３黒鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５１８＋１２１：３５．２１ ３２．７

２３ � ト ム ト ム ６栗 ５７ 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５０２－ ２ 〃 クビ ７１．８�
３５ アマミスウィフト 牡７鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４５６＋ ２１：３５．４１
 １９２．３
５１０ ネオスピリッツ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 木村 哲也 早来 ノーザンファーム ４８０－ ６ 〃 ハナ １６７．９�
７１３ サ ト ノ オ ー 牡３芦 ５６ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６２＋ ６１：３５．５クビ ６．５�
４８ ウインキングストン 牡６栗 ５７ 吉田 豊�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 村上 欽哉 ４９０－１２ 〃 クビ １７２．７�
８１５ ストロングロビン 牡５鹿 ５７ 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４８８＋ ８１：３５．６クビ １７７．６�
８１６ ウイニングタワー 牡４鹿 ５７ 小林 淳一田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４６２＋１２１：３６．３４ ４０８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，８５２，８００円 複勝： ７７，７８３，８００円 枠連： ３９，８８５，３００円

馬連： １５６，５６４，１００円 馬単： ８７，１２５，５００円 ワイド： ５３，３７６，２００円

３連複： １７３，４７４，４００円 ３連単： ３４９，００５，０００円 計： ９８６，０６７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（１－２） １，１００円

馬 連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ４９０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 ��� １０，５７０円

票 数

単勝票数 計 ４８８５２８ 的中 � ５６３１３（４番人気）
複勝票数 計 ７７７８３８ 的中 � ９０６６４（３番人気）� １７６８１０（１番人気）� １５７０９７（２番人気）
枠連票数 計 ３９８８５３ 的中 （１－２） ２６８５５（４番人気）
馬連票数 計１５６５６４１ 的中 �� １００２０９（２番人気）
馬単票数 計 ８７１２５５ 的中 �� ２２８５０（７番人気）
ワイド票数 計 ５３３７６２ 的中 �� ３２２２０（２番人気）�� ２５１７７（４番人気）�� ５７１９５（１番人気）
３連複票数 計１７３４７４４ 的中 ��� ８４８４１（２番人気）
３連単票数 計３４９００５０ 的中 ��� ２４３７４（１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３４．４―４５．５―５６．７―１：０８．６―１：２１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３７．４

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

勝馬の
紹 介

ミヤビファルネーゼ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１２．５ 中山１着

２００８．３．２８生 牡３黒鹿 母 タフグレイス 母母 システィーナ １１戦３勝 賞金 ３３，４５５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※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４日 １２月１１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

２５６，７４０，０００円
２，１３０，０００円
１３，１７０，０００円
１，８４０，０００円
２４，２９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，３７５，０００円
５，６８７，８００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
３８８，５３１，０００円
６４５，４４４，４００円
３０６，７３９，７００円
１，３００，７１１，０００円
８１２，０４２，４００円
４５６，１４９，５００円
１，５５０，９７９，８００円
２，９６０，８８６，４００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 ８，４２１，４８４，２００円

総入場人員 ３３，１００名 （有料入場人員 ２８，１４４名）


