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３４０７３１２月２４日 晴 良 （２３中山５）第７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 ドリームコメット 牡２栗 ５５ 北村 宏司セゾンレースホース� 尾関 知人 新冠 パカパカ
ファーム ４７２＋ ４１：１２．２ ２．８�

８１５ タマブラックホール 牡２黒鹿５５ 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ５００＋ ８１：１２．４１� ３．９�
４７ フェアリーガーデン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 ４３６－ ６ 〃 クビ ９．６�
５１０ ディアワイズマン 牡２鹿 ５５ 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 長浜牧場 B５００＋ ６１：１３．０３� ９．５�
４８ ミラクルミイクン 牡２鹿 ５５ 柴田 大知内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５３４＋１２１：１３．１� ２０．５�
７１３ 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 B４７６＋ ２１：１３．２クビ ８．１�
３５ ゾ ク ゾ ク �２鹿 ５５ 田辺 裕信中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 中村 和夫 ４４２＋１４１：１３．４１� １３．０	
６１２ デジタルデータ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０２－ ２１：１３．５� ７．５

５９ レガシーゴールド 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６８± ０１：１４．１３� ４３．４�
６１１ ビッグフット 牡２鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 ４９２＋１２１：１４．４１	 １７０．９
１２ トートモデルニスモ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一苅部康太郎氏 佐藤 全弘 新ひだか 原口牧場 B４６８－ ８１：１４．５� ３３３．２�
３６ ラ ヴ ェ ン ナ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優�ターフ・スポート伊藤 圭三 浦河 大北牧場 ４８４＋１２１：１４．８２ １０３．３�
８１６ サ ホ ツ バ キ 牝２鹿 ５４ 横山 義行楠本 勝美氏 尾関 知人 新冠 競優牧場 ４１０＋ ２ 〃 クビ ４２８．５�
１１ トライスター 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 三木田 尚大 ４５０＋ ４１：１５．６５ １９１．９�
７１４ カ ン ダ ガ ワ 牝２芦 ５４ 武士沢友治吉田喜代司氏 菅原 泰夫 日高 湯浅 一夫 ４００＋ ８１：１５．９１	 ２８２．１�
２３ エ ネ ル ジ コ 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 ４２８＋ ４１：１６．４３ ３４９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４３１，６００円 複勝： ４１，８３２，２００円 枠連： １３，３７７，２００円

馬連： ５６，５８９，２００円 馬単： ３８，００４，５００円 ワイド： ２３，２３１，６００円

３連複： ７１，７２５，０００円 ３連単： １１３，２８８，４００円 計： ３７６，４７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（２－８） ６１０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ４３０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� ６，０４０円

票 数

単勝票数 計 １８４３１６ 的中 � ５２００９（１番人気）
複勝票数 計 ４１８３２２ 的中 � １２１３３８（１番人気）� ７８０３２（２番人気）� ３９５４３（５番人気）
枠連票数 計 １３３７７２ 的中 （２－８） １６３３８（１番人気）
馬連票数 計 ５６５８９２ 的中 �� ７２２０３（１番人気）
馬単票数 計 ３８００４５ 的中 �� ２３９５５（２番人気）
ワイド票数 計 ２３２３１６ 的中 �� ２４７５６（１番人気）�� １２９４１（４番人気）�� ７３５７（１０番人気）
３連複票数 計 ７１７２５０ 的中 ��� ３２８５５（４番人気）
３連単票数 計１１３２８８４ 的中 ��� １３８４４（６番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．５―１１．４―１２．０―１２．５―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．２―３３．６―４５．６―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．６
３ ４（１３，７）（６，１５）（５，１２）（１，８，１０）－（２，１６）－（９，１１）３，１４ ４ ・（４，１３）－７（５，１５）６（１，８，１２，１０）２，１６（９，１１）－３，１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームコメット �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー ２０１１．９．１８ 中山２着

２００９．４．２生 牡２栗 母 ゲイロレンヌ 母母 Gay Spring ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エネルジコ号は，平成２４年２月２４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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 エースドライバー号・オテンバレディ号・ヒカリレーザー号・ピットシール号・フロムクローバーズ号

３４０７４１２月２４日 晴 良 （２３中山５）第７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

６１２ ダイワフェリス 牝２栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ５１８－ ６１：５７．８ ４．７�

８１５ 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± ０１：５８．４３� ５．８�
２４ フジキラメキ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 前川 正美 ４７４＋ ２ 〃 クビ ８．８�
４８ ストラスペイ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４７０＋１４１：５８．５クビ ２．６�
３６ コスモディクタット 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 庄野牧場 ４２８＋ ４１：５８．７１� ７５．６�
７１４ トゥルーマートル 牝２黒鹿５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３２－ ２１：５８．８� ２０．４�
８１６ ヴェラカスターニャ 牝２栗 ５４ 武士沢友治 �サンデーレーシング 栗田 徹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６± ０１：５８．９� ９３．１	
１２ エーデルシュタイン 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 大竹 正博 豊浦 飯原牧場 ４９０＋１０１：５９．０クビ ５．６

５９ ブ リ ッ サ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 ４７０＋ ４１：５９．５３ ２５７．２�
７１３ クールサファイヤ 牝２芦 ５４

５１ ▲嶋田 純次川上 哲司氏 矢野 英一 様似 ホウセイ牧場 ４７４＋ ６２：００．１３� ２２２．８�
３５ スリリングレディ 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優久保 敏文氏 大江原 哲 日高 大沢育成牧場 ４４０＋ ２２：００．４２ ２７２．８
５１０ ヤマニンネレイス 牝２栗 ５４ 柴田 善臣土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４５８－ ２２：００．７２ １７．１�
１１ ホクセツローズ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一平島 尚武氏 保田 一隆 新冠 ムラカミファーム ４４０＋ ６２：０１．０１� ４２８．０�
６１１ シ ブ リ ン 牝２芦 ５４ 大庭 和弥コウトミックレーシング 清水 英克 青森 谷川 博勝 ４４８－ ８ 〃 ハナ ３７２．５�
２３ マリンブラスト 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義西野 晴夫氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４６２± ０２：０１．１クビ ４５．２�
４７ ボーナラテルツァ 牝２芦 ５４ 田辺 裕信飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 ４５０－１０２：０１．３� ５１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０３８，５００円 複勝： ３４，９８１，０００円 枠連： １２，１６６，２００円

馬連： ５１，５１４，４００円 馬単： ３４，３１７，４００円 ワイド： ２１，２１９，８００円

３連複： ５９，４６１，４００円 ３連単： ９６，９５９，１００円 計： ３３０，６５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ２２０円 枠 連（６－８） １，１５０円

馬 連 �� １，２４０円 馬 単 �� ２，６５０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ５００円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，４４０円 ３ 連 単 ��� １２，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２００３８５ 的中 � ３３９５６（２番人気）
複勝票数 計 ３４９８１０ 的中 � ６５１７４（２番人気）� ５０４４３（３番人気）� ３７６４７（５番人気）
枠連票数 計 １２１６６２ 的中 （６－８） ７８２１（５番人気）
馬連票数 計 ５１５１４４ 的中 �� ３０８５６（５番人気）
馬単票数 計 ３４３１７４ 的中 �� ９５６６（９番人気）
ワイド票数 計 ２１２１９８ 的中 �� １２０６０（４番人気）�� １０６８２（６番人気）�� ８０６１（８番人気）
３連複票数 計 ５９４６１４ 的中 ��� １７９９７（７番人気）
３連単票数 計 ９６９５９１ 的中 ��� ５５３３（３３番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．０―１３．１―１３．６―１３．５―１２．９―１２．８―１３．３―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．９―３８．０―５１．６―１：０５．１―１：１８．０―１：３０．８―１：４４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．７―３F３９．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

ダイワフェリス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１１．１１．５ 東京４着

２００９．３．１２生 牝２栗 母 ダイワベルタ 母母 サンシャワーキッス ３戦１勝 賞金 ６，８５０，０００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。
（非当選馬） １頭 スカイアート号

第５回　中山競馬　第７日



３４０７５１２月２４日 晴 良 （２３中山５）第７日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０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

１２ ア ロ ヒ ラ ニ 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ２２：０２．６ ２．５�

２３ 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 ４９４－ ４２：０２．８１� ５．４�
７１５ ベルウッドホルン 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド ４８０＋ ２ 〃 クビ ５．１�
８１６ 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 ４９６－ ２ 〃 ハナ ８．２�
５１０ コスモミレネール 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４３０＋ ２２：０３．１１� １１．４�
２４ ヴィンドランダ 牡２青鹿５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 平取 坂東牧場 ４８４－ ４２：０３．４２ ９６．９	
４８ ルーマードダイヤ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４４０－１２２：０３．９３ １９４．３

１１ ディアエボニー 牝２青鹿 ５４

５１ ▲平野 優ディアレスト 石栗 龍彦 新ひだか 八田ファーム ４２０－ ６２：０４．２２ ４６１．９�
６１１ キョウワアマテラス 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ４７４．０�
５９ 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 ４６６＋ ２２：０４．３クビ ２０．３
８１７ コスモアマルフィ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新ひだか 中田 英樹 ４４２－ ２ 〃 アタマ ４６．０�
４７ トウカイマジカル 牡２鹿 ５５ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４６６＋ ２２：０４．６１� ３５７．４�
３６ フレンドフィーバー 牡２栗 ５５ 大庭 和弥横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 南部 功 ４４４＋ ６ 〃 クビ ４４．５�
３５ コノハチャン 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次瀬谷 �雄氏 武市 康男 日高 メイプルファーム ４０８－ ２２：０５．２３� ２９．０�
７１３ ダーレームーン 牝２鹿 ５４ 石橋 脩守内 満氏 堀井 雅広 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４１６－ ６２：０５．８３� １５．６�
６１２	 プリモスズカ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司永井 啓弍氏 伊藤 圭三 米 Yoshiyuki Ito ５１２＋１０２：０５．９� ７９．３�
８１８ カレイメモワール 牝２栗 ５４ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４４６－１０２：０６．１１� ２３．４�
７１４ シンボリカレント 牡２鹿 ５５ 津村 明秀シンボリ牧場 鈴木 伸尋 新ひだか シンボリ牧場 ４５８＋ ２２：０６．５２� ４０３．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，８５７，０００円 複勝： ３９，１３８，５００円 枠連： １９，２２６，４００円

馬連： ６３，３９９，７００円 馬単： ４０，４０８，７００円 ワイド： ２５，２１４，２００円

３連複： ７０，８０５，２００円 ３連単： １０９，５５３，８００円 計： ３９０，６０３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（１－２） ７７０円

馬 連 �� ７１０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ３４０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� ４，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２２８５７０ 的中 � ７２２７２（１番人気）
複勝票数 計 ３９１３８５ 的中 � ９０７８０（１番人気）� ５３２７０（３番人気）� ６３６７２（２番人気）
枠連票数 計 １９２２６４ 的中 （１－２） １８５９８（２番人気）
馬連票数 計 ６３３９９７ 的中 �� ６６７９７（１番人気）
馬単票数 計 ４０４０８７ 的中 �� ２４２５６（１番人気）
ワイド票数 計 ２５２１４２ 的中 �� ２３７０８（１番人気）�� １８９７８（２番人気）�� １１２４３（３番人気）
３連複票数 計 ７０８０５２ 的中 ��� ３８２８９（１番人気）
３連単票数 計１０９５５３８ 的中 ��� １７２９５（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．９―３６．２―４９．３―１：０２．３―１：１４．２―１：２６．７―１：３８．８―１：５０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．９
１
３
１０（１３，１８）３，５，１１，２，７，１６，１，１５（４，６）１４（８，１２）－１７－９
１０，１８，１３（３，５，１６，１１）２（７，１５）（１，４）８，１４（１２，６）１７－９

２
４

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

勝馬の
紹 介

ア ロ ヒ ラ ニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１２．３ 中山３着

２００９．４．２０生 牡２黒鹿 母 ファインセラ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 キンラン号・マホウノランプ号・ミスターナインワン号
（非抽選馬） １頭 ナンヨーガンバロー号

３４０７６１２月２４日 晴 良 （２３中山５）第７日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時１０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

１１ 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± ０１：５７．６ ６．０�

３５ アポロマーベリック 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 ５１６＋ ６１：５７．７� ４．５�
６１２ ツクババンドーオー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 ４７４＋ ８１：５７．９１� １１．５�
５１０ コスモメルハバ 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 ４８８＋ ２１：５８．１１� ４．８�
４８ ミヤビエスペランサ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ４９２＋ ２１：５８．５２� １０．０�
８１６ 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± ０ 〃 アタマ ２１．５�
３６ シルクダヴィンチ 牡２栗 ５５

５２ ▲平野 優有限会社シルク二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００－ ２１：５９．０３ １８．６	

２３ コスモガラサ 牡２黒鹿５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 日高 加藤牧場 ４４２＋ ８ 〃 ハナ ６７．８

８１５ ビロードボイス 牡２芦 ５５ 吉田 豊松田 整二氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 ４８２－ ２１：５９．４２� ６０．９�
７１３ カフェボリンジャー 牡２青鹿５５ 横山 義行西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４９８＋ ６１：５９．８２� ２６．３�
２４ エーブゴードン 牡２青 ５５

５２ ▲嶋田 純次 レーシングホース
ジャパン 清水 利章 新ひだか 静内酒井牧場 ４４２＋ ４１：５９．９� ９２．４�

５９ アマクサハイヤ 牡２青鹿５５ 田中 勝春奈良�孝一郎氏 古賀 慎明 浦河 大柳ファーム ４９４＋ ８２：００．５３� １１１．２�
７１４ ウエスタンバロン 牡２青鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか ウエスタンファーム ４９２＋ ２２：０１．２４ ４４０．２�
６１１ シ ャ ー ク �２栗 ５５ 三浦 皇成西村 憲人氏 和田正一郎 新ひだか カタオカフアーム ４４０＋ ６２：０１．４１� ７９．６�
１２ キャラメリゼ 牝２栗 ５４ 鈴来 直人有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４８－ ２２：０２．３５ ３６８．０�
４７ コスモフルハート 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 浦河 山下 恭茂 ５０２± ０２：０２．７２� ３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５００，５００円 複勝： ３７，８４２，５００円 枠連： １８，３６６，９００円

馬連： ５９，５４３，８００円 馬単： ３８，９０１，１００円 ワイド： ２３，８０８，９００円

３連複： ７１，０９６，８００円 ３連単： １１２，５６５，６００円 計： ３８２，６２６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � ２８０円 枠 連（１－３） １，０１０円

馬 連 �� １，２４０円 馬 単 �� ２，５３０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� １，０００円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ５，５１０円 ３ 連 単 ��� ２８，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２０５００５ 的中 � ２７３６７（４番人気）
複勝票数 計 ３７８４２５ 的中 � ５９０３２（２番人気）� ５５８３７（４番人気）� ３２０６３（５番人気）
枠連票数 計 １８３６６９ 的中 （１－３） １３４３７（５番人気）
馬連票数 計 ５９５４３８ 的中 �� ３５７０９（５番人気）
馬単票数 計 ３８９０１１ 的中 �� １１３５３（１０番人気）
ワイド票数 計 ２３８０８９ 的中 �� １１４３８（６番人気）�� ５７２６（１０番人気）�� ５８０８（９番人気）
３連複票数 計 ７１０９６８ 的中 ��� ９５２４（１８番人気）
３連単票数 計１１２５６５６ 的中 ��� ２９１８（６８番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．９―１３．４―１４．０―１２．８―１２．８―１３．３―１３．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．０―３８．４―５２．４―１：０５．２―１：１８．０―１：３１．３―１：４４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．６
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

テイエムデジタル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 オペラハウス デビュー ２０１１．６．２５ 中山１１着

２００９．３．１３生 牡２鹿 母 ステラアクトレス 母母 カムイイットー ９戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモフルハート号は，平成２４年１月２４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。
（非当選馬） １頭 セイカフォルトゥナ号
（非抽選馬） ２頭 スズカヴィグラス号・トーセンオウジ号



３４０７７１２月２４日 晴 良 （２３中山５）第７日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時００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

７１４ サウスビクトル 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 ４３６ ―１：３７．２ ４．５�

１２ コスモリトス 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 坂本 勝美 浦河 栄進牧場 ４５０ ―１：３７．４１� ４．６�
５９ ラウンドロビン 牡２黒鹿５５ 田中 勝春諸江 幸祐氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４３２ ―１：３７．６１� ６．６�
５１０ ダイメイカフェ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一宮本 孝一氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド ４４８ ―１：３７．８１� ５５．４�
３５ ダイワスパーク 牝２鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新冠 パカパカ

ファーム ４０８ ― 〃 アタマ １９．５�
１１ ジョウノアラン 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４２２ ― 〃 ハナ ９．１�
３６ パワーオブプレイ 牡２栗 ５５ 三浦 皇成�日東牧場 伊藤 大士 浦河 日東牧場 ４６４ ― 〃 ハナ ６．１	
８１６ シルクハーデスト 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信有限会社シルク松山 康久 日高 シンコーファーム ４９６ ―１：３７．９クビ １４．２

６１２ サウザンドサニー 牡２栗 ５５ 蛯名 正義伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ５１４ ―１：３８．０� ７．９�
４７ ペリートウショウ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀トウショウ産業� 小笠 倫弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３２ ―１：３８．１� ８２．８
６１１ フィールザラブ 牝２栗 ５４ 吉田 豊櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４２４ ―１：３８．３１� ９４．５�
４８ スノービアンコ 牡２芦 ５５ 武士沢友治山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 友田牧場 ４７４ ― 〃 クビ １５１．５�
２４ アルパインスタイル 牝２鹿 ５４ 横山 義行�村田牧場 田中 剛 新冠 村田牧場 ４３６ ―１：３８．４クビ ３９．５�
８１５ ダ イ ア ン 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝西村 專次氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 ４５８ ―１：３８．７２ １７．４�
７１３ デンジャーゾーン 牡２栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太山上 和良氏 和田正一郎 新冠 長浜 秀昭 ４５４ ―１：３８．９１� ２３１．６�
２３ ドリームポルカ 牡２青鹿 ５５

５２ ▲平野 優セゾンレースホース� 根本 康広 日高 細川牧場 ４９６ ―１：４０．９大差 ９５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３３５，９００円 複勝： ３４，１０９，１００円 枠連： ２３，６５２，５００円

馬連： ５８，０６２，９００円 馬単： ３８，５１４，７００円 ワイド： ２３，２４８，３００円

３連複： ６９，５３０，９００円 ３連単： １０５，２６３，８００円 計： ３７２，７１８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（１－７） ６５０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ５７０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，４４０円 ３ 連 単 ��� １０，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２０３３５９ 的中 � ３６４１２（１番人気）
複勝票数 計 ３４１０９１ 的中 � ６１９８２（１番人気）� ６０９９１（２番人気）� ３６８５０（４番人気）
枠連票数 計 ２３６５２５ 的中 （１－７） ２７２３０（１番人気）
馬連票数 計 ５８０６２９ 的中 �� ４４３９４（１番人気）
馬単票数 計 ３８５１４７ 的中 �� １４５６２（２番人気）
ワイド票数 計 ２３２４８３ 的中 �� １３８３４（１番人気）�� １００５０（４番人気）�� ７７７９（８番人気）
３連複票数 計 ６９５３０９ 的中 ��� ２１１０３（３番人気）
３連単票数 計１０５２６３８ 的中 ��� ７３７５（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．８―３６．１―４８．７―１：０１．５―１：１３．７―１：２５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．７

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

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

サウスビクトル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００９．３．５生 牡２黒鹿 母 サラトガヴィーナス 母母 レディダンジグ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アストライオス号・コスモテイクハート号・ピクチャークレア号

３４０７８１２月２４日 晴 良 （２３中山５）第７日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０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

７１４ クレバーカイザー 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４８８ ―１：５８．５ ４．２�

５１０ ファーマジェンヌ 牝２黒鹿５４ 大庭 和弥中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ５００ ―１：５８．８１� １２１．１�
４７ セイウンブラボー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 ４９４ ―１：５８．９� ６．８�
１２ レッドアヴァロン 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 浜本牧場 ４９６ ―１：５９．０� ３．９�
８１６ ヘアーオブザドッグ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣佐々木 勇氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５０８ ―１：５９．４２� ３．９�
６１２ ブライテストソード 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 	社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４ ―１：５９．６１� ９．８

６１１ ビューティダイヤ 牡２栗 ５５ 津村 明秀	中山牧場 小野 次郎 浦河 中山牧場 ４５８ ―１：５９．７� ４８．６�
８１５ キーエキスパート 牡２栗 ５５ 的場 勇人北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 ４６４ ―１：５９．９� １６．６�
４８ フジノフラワー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 ４８０ ―２：００．５３� ８７．６
７１３ アキノセイレン 牡２栗 ５５ 石橋 脩穐吉 正孝氏 菊沢 隆徳 浦河 大西ファーム ４６８ ―２：００．６� ２１１．３�
５９ トーアタマテバコ 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次高山ランド� 水野 貴広 豊浦トーア牧場 ４５６ ―２：０１．４５ ９０．４�
３６ オリオンザホワイト 牡２栗 ５５

５２ ▲平野 優平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４６４ ―２：０１．７２ １７１．４�
３５ コスモマッハ 牡２栗 ５５ 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 松山 将樹 日高 中川 欽一 ４６２ ―２：０１．８� ９１．８�
１１ シ ュ ク ハ イ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 	高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 坂本 智広 ４８６ ―２：０２．０１� １３．２�
２４ エドノボルト 牡２青 ５５ 武士沢友治遠藤 喜松氏 尾関 知人 日高 エンドレス

ファーム ４７６ ―２：０２．２１� ３０．９�
２３ ハナズフォーティ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝M．タバート氏 加藤 和宏 平取 協栄組合 ４５８ ―２：０２．８３� ４３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７６５，０００円 複勝： ２９，５７１，７００円 枠連： ２０，１０９，５００円

馬連： ５３，９３５，３００円 馬単： ３６，１７３，２００円 ワイド： ２０，６５６，６００円

３連複： ６２，６４６，１００円 ３連単： ９９，０６４，５００円 計： ３４０，９２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � ２，４７０円 � ２３０円 枠 連（５－７） ９，６２０円

馬 連 �� ４１，３８０円 馬 単 �� ６４，９６０円

ワ イ ド �� ９，５００円 �� ４９０円 �� ９，５１０円

３ 連 複 ��� ７１，８００円 ３ 連 単 ��� ５００，７６０円

票 数

単勝票数 計 １８７６５０ 的中 � ３５２６３（３番人気）
複勝票数 計 ２９５７１７ 的中 � ５００５５（３番人気）� ２３３２（１４番人気）� ３６７３５（４番人気）
枠連票数 計 ２０１０９５ 的中 （５－７） １５４３（２２番人気）
馬連票数 計 ５３９３５３ 的中 �� ９６２（６５番人気）
馬単票数 計 ３６１７３２ 的中 �� ４１１（１１９番人気）
ワイド票数 計 ２０６５６６ 的中 �� ５０７（７０番人気）�� １１４８１（４番人気）�� ５０６（７１番人気）
３連複票数 計 ６２６４６１ 的中 ��� ６４４（１５２番人気）
３連単票数 計 ９９０６４５ 的中 ��� １４６（９１９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１３．３―１４．０―１３．２―１２．９―１３．３―１３．２―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．６―３７．９―５１．９―１：０５．１―１：１８．０―１：３１．３―１：４４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．４―３F４０．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クレバーカイザー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００９．４．２８生 牡２鹿 母 マイバレンタイン 母母 ダイナアルカデイア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 クレバーカイザー号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースでの御法（不適切な鞭の使用により外側に逃避された）につい

て戒告。



３４０７９１２月２４日 晴 良 （２３中山５）第７日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３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

３４ ミステリートレイン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５１４＋１６１：３５．７ ５．２�

５７ アドバンスヘイロー 牡５青鹿５７ 田中 勝春西川 隆士氏 武藤 善則 新冠 佐藤 信広 ４７４± ０１：３５．８� ７．３�
６９ サ ト ノ オ ー 牡３芦 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２ 〃 アタマ ９．４�
７１１ ジャズピアノ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６１：３６．０１� ４．９�
５８ トウショウフォアゴ 牡４黒鹿５７ 熊沢 重文トウショウ産業� 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 ４８６＋２０ 〃 クビ ２９．４�
６１０ ア カ リ 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４６２＋ ４１：３６．２１� ９．２�
１１ アルマトゥーラ 牡４芦 ５７ 田辺 裕信コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４６２± ０ 〃 ハナ １６．９	
２２ ハリウッドスター 牡４鹿 ５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ５２６＋１０ 〃 クビ １９．９

３３ ウエスタンディオ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ ２６．９�
７１２ サトノフローラ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ４１：３６．３� ３．２�
４６ ビッグギャンブラー 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５３８＋１５１：３６．４� ２０７．３
４５ 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 ４６６＋ ４１：３６．９３ ２７０．１�
８１４ ウインキングストン 牡６栗 ５７ 津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 村上 欽哉 ５００＋１０１：３７．１１ １７６．６�
８１３ リサーチアゲン 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 ４９０－ ２１：３７．２� ３６７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，４５５，０００円 複勝： ４６，１９１，６００円 枠連： ２５，６４４，３００円

馬連： ７８，８０６，８００円 馬単： ４７，９４８，３００円 ワイド： ２９，３５０，７００円

３連複： ８４，５６９，７００円 ３連単： １４４，４１６，４００円 計： ４８３，３８２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２３０円 � ２１０円 � ３００円 枠 連（３－５） １，４７０円

馬 連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ３，７８０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ９８０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ６，１３０円 ３ 連 単 ��� ２９，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２６４５５０ 的中 � ４０５９０（３番人気）
複勝票数 計 ４６１９１６ 的中 � ５６０１０（３番人気）� ６２２７８（２番人気）� ３６８９１（６番人気）
枠連票数 計 ２５６４４３ 的中 （３－５） １２９５３（７番人気）
馬連票数 計 ７８８０６８ 的中 �� ２７９１６（８番人気）
馬単票数 計 ４７９４８３ 的中 �� ９３７４（１３番人気）
ワイド票数 計 ２９３５０７ 的中 �� ９１０１（９番人気）�� ７３６９（１３番人気）�� ６５３４（１５番人気）
３連複票数 計 ８４５６９７ 的中 ��� １０１９０（２２番人気）
３連単票数 計１４４４１６４ 的中 ��� ３５５８（９５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．３―１２．２―１２．４―１１．９―１１．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３６．６―４８．８―１：０１．２―１：１３．１―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミステリートレイン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フラツシユオブステイール デビュー ２０１１．５．１ 東京４着

２００８．４．４生 牡３鹿 母 ハレアカラミスト 母母 ロランジエリー ５戦３勝 賞金 ２５，２５０，０００円
※トウショウフォアゴ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３４０８０１２月２４日 晴 良 （２３中山５）第７日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１６ コルポディヴェント 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１８＋１０１：５３．６ １３．６�

６１１� エアイグアス 牡５黒鹿５７ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-
ter Farm ４９０＋ ２１：５３．７� １０７．４�

７１３	 エルヘイロー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲平野 優黒岩 晴男氏 二ノ宮敬宇 日高 �橋 耀代 ４９０＋１２１：５４．８７ １９６．４�

８１５	 クラシックセンス 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ８ 〃 ハナ ９．３�
１１ ドリームアライブ 
５黒鹿５７ 大庭 和弥前田 晋二氏 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３８－ ２ 〃 ハナ ３６．０�
３６ ヤマタケディガー 牡５栗 ５７ 小林 淳一山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４７６＋ ８１：５４．９クビ １６５．５	
５１０ ル ロ ワ 牡４青鹿５７ 柴田 善臣栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４６８－ ２１：５５．０� １０９．０

２４ ツクバコガネオー 
３栗 ５６ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５２２＋ ８１：５５．２１� １６．１�
６１２	 マスクトヒーロー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２１：５５．３� １．５�
４８ 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 ４８６－ ２１：５５．４� １５．１
５９ 	 ローレルカンタータ 牡５栗 ５７ 津村 明秀 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム B５１６＋ ４１：５５．７１� ３７１．８�
１２ マイネルウィット 牡４青鹿５７ 中谷 雄太 �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 ５０８＋１２１：５５．８� ５８９．９�
７１４ ブレイクチャンス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４１：５５．９� ４４．０�
２３ タケルハヤテ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６０＋ ４ 〃 ハナ １１９．０�
４７ シルクグラサージュ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０＋ ２１：５６．１１� ６．３�
３５ ヤマニンミミック 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４８８＋ ８１：５６．６３ １３５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，９０９，７００円 複勝： ６６，８３７，５００円 枠連： ３０，４９４，０００円

馬連： １０５，４５８，６００円 馬単： ７１，７６０，８００円 ワイド： ３７，１０７，７００円

３連複： １１５，２１０，５００円 ３連単： ２２１，３８３，９００円 計： ６９３，１６２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ５２０円 � ２，２９０円 � ４，１５０円 枠 連（６－８） ４３０円

馬 連 �� ４５，２３０円 馬 単 �� ６７，９９０円

ワ イ ド �� １０，５６０円 �� ２１，１７０円 �� ３３，６２０円

３ 連 複 ��� ７７２，９６０円 ３ 連 単 ��� ３，４７６，２００円

票 数

単勝票数 計 ４４９０９７ 的中 � ２６１７０（４番人気）
複勝票数 計 ６６８３７５ 的中 � ３７３１６（６番人気）� ７４０４（１０番人気）� ４０１８（１４番人気）
枠連票数 計 ３０４９４０ 的中 （６－８） ５２５１７（２番人気）
馬連票数 計１０５４５８６ 的中 �� １７２１（５７番人気）
馬単票数 計 ７１７６０８ 的中 �� ７７９（８７番人気）
ワイド票数 計 ３７１０７７ 的中 �� ８６７（５９番人気）�� ４３１（７８番人気）�� ２７１（９６番人気）
３連複票数 計１１５２１０５ 的中 ��� １１０（３７５番人気）
３連単票数 計２２１３８３９ 的中 ��� ４７（１８２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．９―３８．１―５１．３―１：０３．９―１：１６．５―１：２８．７―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コルポディヴェント �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１１．１．２３ 中山１着

２００８．４．６生 牡３栗 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング ６戦３勝 賞金 ２６，６００，０００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 コスモイーチタイム号・ジャンナ号



３４０８１１２月２４日 晴 良 （２３中山５）第７日 第９競走 ��
��１，２００�クリスマスローズステークス

発走１４時００分 （芝・右・外）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

４４ レオンビスティー 牡２鹿 ５５ 石橋 脩備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４７８－ ２１：０８．３ １５．９�

７８ ラフレーズカフェ 牝２青鹿５５ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：０８．４� ４．８�
３３ ビウイッチアス 牝２黒鹿５５ 吉田 豊井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４４４＋１２ 〃 クビ ５．０�
７７ 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± ０１：０８．６１� ７９．０�
５５ 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± ０ 〃 ハナ １６．７�
２２ エクセルシオール 牡２栗 ５６ 後藤 浩輝 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０± ０ 〃 クビ １．８�
６６ ダイワカリエンテ 牝２栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２１：０８．７クビ ２８．１	
１１ グラントリノ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３０－ ２１：０８．９１� ４１．２

８９ マイネルアダマス 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B４０６± ０１：０９．０� ６６．０�
８１０ マ ロ ン ク ン 牡２栗 ５５ 蛯名 正義ケンレーシング組合 牧 光二 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４８０＋ ４１：０９．６３� １６．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４１，７４１，５００円 複勝： ６７，９６３，３００円 枠連： ２３，５１２，１００円

馬連： １０９，４１８，９００円 馬単： ８０，８４１，３００円 ワイド： ３９，２４８，９００円

３連複： １１６，３７９，２００円 ３連単： ２８６，４６６，４００円 計： ７６５，５７１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ３５０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（４－７） ３，４２０円

馬 連 �� ３，４１０円 馬 単 �� ９，１３０円

ワ イ ド �� １，０４０円 �� ９６０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ４，３００円 ３ 連 単 ��� ４１，７００円

票 数

単勝票数 計 ４１７４１５ 的中 � ２０７４９（４番人気）
複勝票数 計 ６７９６３３ 的中 � ４１６５１（４番人気）� １２０１７９（２番人気）� １０９１１７（３番人気）
枠連票数 計 ２３５１２１ 的中 （４－７） ５０８６（１２番人気）
馬連票数 計１０９４１８９ 的中 �� ２３６８４（１３番人気）
馬単票数 計 ８０８４１３ 的中 �� ６５３８（３０番人気）
ワイド票数 計 ３９２４８９ 的中 �� ８８３１（１４番人気）�� ９５４９（１０番人気）�� ３０２１５（３番人気）
３連複票数 計１１６３７９２ 的中 ��� １９９７７（１４番人気）
３連単票数 計２８６４６６４ 的中 ��� ５０７０（１１９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．１―１１．２―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．５―４４．７―５６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．８
３ ・（２，１０）５，４（６，７）１（３，８，９） ４ ２，１０－（４，５）（６，７）（１，３，８）９

勝馬の
紹 介

レオンビスティー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Tabasco Cat デビュー ２０１１．９．１９ 阪神３着

２００９．３．２１生 牡２鹿 母 スパイシークラウン 母母 ウエストバイノースウエスト ６戦２勝 賞金 ２９，０１７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。

３４０８２１２月２４日 晴 良 （２３中山５）第７日 第１０競走
第１３４回農林水産省賞典

��４，１００�中 山 大 障 害（Ｊ・ＧⅠ）
発走１４時４０分 （ 芝 ）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳６１�４歳以上６３�，牝馬２�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００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４：３７．２良

７８ マジェスティバイオ 牡４鹿 ６３ 山本 康志バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 ５０６－ ６４：４４．２ ２．９�

８１０ ディアマジェスティ 牡５黒鹿６３ 高田 潤寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６４± ０４：４４．３� ３．５�
２２ ドングラシアス 牡７黒鹿６３ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５１２－１４４：４４．６２ １１．６�
３３ マイネルネオス 牡８鹿 ６３ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ４４：４５．０２� ３．４�
４４ スプリングゲント 牡１１鹿 ６３ 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５１６＋ ２４：４５．４２� １４．２�
５５ ディアマイホース 牡５黒鹿６３ 横山 義行吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５１８＋ ４４：４５．８２� ２４．０�
６６ ジャストルーラー 牡５鹿 ６３ 穂苅 寿彦吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２４：４８．６大差 ２３．８	
７７ コアレスアルダン �５鹿 ６３ 大江原 圭小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 広川 忠久 ４７４＋ ４４：５１．５大差 １２４．４

８９ � トップモンジュー 牡７鹿 ６３ 金子 光希横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park

Stud Ltd ４３８± ０４：５１．７１� ７３．７�
１１ メジロクリントン 牡４栗 ６３ 江田 勇亮岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５４２＋１４４：５４．２大差 １４．７�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ５５，５２０，８００円 複勝： ６０，２６３，９００円 枠連： ３７，３９９，３００円

馬連： １９４，３４７，１００円 馬単： １３０，２２２，１００円 ワイド： ５２，５９４，８００円

３連複： ２２０，３９３，６００円 ３連単： ５１０，４１６，４００円 計： １，２６１，１５８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（７－８） ４４０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ４６０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 ��� ４，８９０円

票 数

単勝票数 計 ５５５２０８ 的中 � １５２３８２（１番人気）
複勝票数 計 ６０２６３９ 的中 � １５６７１５（１番人気）� １０６９１３（３番人気）� ５１１４９（４番人気）
枠連票数 計 ３７３９９３ 的中 （７－８） ６２９６８（１番人気）
馬連票数 計１９４３４７１ 的中 �� ３１８０４２（２番人気）
馬単票数 計１３０２２２１ 的中 �� １１２１７０（１番人気）
ワイド票数 計 ５２５９４８ 的中 �� ７０６６１（２番人気）�� ２６３４５（４番人気）�� ２０６９８（６番人気）
３連複票数 計２２０３９３６ 的中 ��� １０６７６８（３番人気）
３連単票数 計５１０４１６４ 的中 ��� ７７１７８（７番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５１．３－３F ３８．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジェスティバイオ 
�
父 オペラハウス 

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．８．９ 札幌６着

２００７．３．９生 牡４鹿 母 ハイグレードバイオ 母母 ディシイペイティング 障害：９戦４勝 賞金 １７７，６９６，０００円



３４０８３１２月２４日 晴 良 （２３中山５）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�

し わ す

師走ステークス
発走１５時２５分 （ダート・右）

３歳以上，２２．１２．２５以降２３．１２．１８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 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３５ タガノロックオン 牡３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 ５１４＋１０１：５３．１ ７．４�

７１４ スタッドジェルラン 牡５栗 ５５ 松岡 正海久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４９２－ ６ 〃 クビ ２１．０�
８１５ トーセンアドミラル 牡４鹿 ５５ 北村 宏司島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０８－ ２１：５３．２クビ １４．７�
２３ タマモクリエイト 牡６鹿 ５３ 大庭 和弥タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５０８－ ６ 〃 ハナ ４２．１�
６１１� イ ン バ ル コ 牡５鹿 ５８．５ 後藤 浩輝藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita B５２２－ ６１：５３．３� ４．３�
１１ � エアマックール 牡６黒鹿５４ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４９０＋ ２１：５３．５１� １７．０	
８１６ ツクバホクトオー 牡５黒鹿５５ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４８４＋ ６１：５３．６� ８７．１

２４ レーザーバレット 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ２ 〃 ハナ ２．９�
５１０ シ ャ ア 牡５栗 ５４ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４７０－ ６１：５３．７クビ １８．２�
４７ サイレントメロディ 牡４青 ５５ 三浦 皇成 社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：５３．９１� ７．４�
５９ プリンセスペスカ 牝５栗 ５２ 津村 明秀山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４５４－１４１：５４．３２	 ３２．０�
４８ ピイラニハイウェイ 牡６黒鹿５５ 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ３ 〃 クビ １２９．３�
６１２ プレシャスジェムズ 牝４黒鹿５３ 蛯名 正義 �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 ５１０± ０ 〃 ハナ １３．４�
３６ ケイアイドウソジン 牡５鹿 ５６ 的場 勇人 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ５０６＋１０１：５４．４クビ １４５．１�
７１３ ビッグロマンス 牡３黒鹿５４ 田中 勝春西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 ヒカル牧場 ５２２＋１２１：５４．８２	 １２７．４�
１２ パワーストラグル 牡５黒鹿５６ 中谷 雄太 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４８０＋ ９１：５５．５４ ５０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６８，７６７，０００円 複勝： １２０，３２２，４００円 枠連： ７４，３８３，５００円

馬連： ３５２，８２７，３００円 馬単： １７７，９１９，５００円 ワイド： １０７，３６２，７００円

３連複： ４０８，０８１，２００円 ３連単： ７２７，９９６，１００円 計： ２，０３７，６５９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ３１０円 � ５６０円 � ５５０円 枠 連（３－７） ４，１４０円

馬 連 �� ６，２００円 馬 単 �� １０，３４０円

ワ イ ド �� ２，１２０円 �� １，８６０円 �� ３，１６０円

３ 連 複 ��� ２９，１３０円 ３ 連 単 ��� １４４，７８０円

票 数

単勝票数 計 ６８７６７０ 的中 � ７４１１８（３番人気）
複勝票数 計１２０３２２４ 的中 � １１４７７２（４番人気）� ５３７１３（９番人気）� ５５１６２（８番人気）
枠連票数 計 ７４３８３５ 的中 （３－７） １３２８６（１８番人気）
馬連票数 計３５２８２７３ 的中 �� ４２０５６（２３番人気）
馬単票数 計１７７９１９５ 的中 �� １２７０６（４１番人気）
ワイド票数 計１０７３６２７ 的中 �� １２５２４（２５番人気）�� １４３１３（２１番人気）�� ８２９３（３９番人気）
３連複票数 計４０８０８１２ 的中 ��� １０３４０（９７番人気）
３連単票数 計７２７９９６１ 的中 ��� ３７１１（４５２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１３．３―１３．２―１２．８―１２．４―１２．３―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３７．６―５０．８―１：０３．６―１：１６．０―１：２８．３―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノロックオン �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２０１０．７．２５ 小倉１２着

２００８．５．４生 牡３栗 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise １２戦５勝 賞金 ８１，０３１，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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） ２頭 ダノンエリモトップ号・ピースキーパー号
（非抽選馬） ６頭 エプソムアーロン号・クリーン号・シャインモーメント号・ヒラボクロイヤル号・マカニビスティー号・メンデル号

３４０８４１２月２４日 晴 良 （２３中山５）第７日 第１２競走 ��
��２，２００�グレイトフルステークス

発走１６時００分 （芝・右・外）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

２２ エーブチェアマン 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４５０＋１２２：１３．７ ７．２�

３３ メイショウドンタク 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 ５０２－ ２２：１３．９１� ８．１�
６８ デルマドゥルガー 牝３鹿 ５３ 後藤 浩輝浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４９４－ ２ 〃 ハナ ３．６�
７９ ビンテージチャート 牡５栗 ５７ 北村 宏司 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５３０± ０２：１４．２２ １４．４�
５６ マイネソルシエール 牝３栗 ５３ 津村 明秀 �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 ４６０＋ ４ 〃 ハナ １０８．２�
１１ � エドノヤマト 牡４青 ５７ 吉田 豊遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス

ファーム ４７２－ ６ 〃 クビ １２．０	
６７ ターゲットマシン 牡３青鹿５５ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６２：１４．３クビ ３．８

４４ フェニコーン 牡７黒鹿５７ 小坂 忠士齊藤四方司氏 小桧山 悟 門別 下河辺牧場 ５０６＋ ４ 〃 クビ ２７．５�
７１０ コスモラピュタ 牡４鹿 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋ ６ 〃 ハナ ５．８�
８１２	 リリエンタール 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４４０＋ ８２：１４．４
 １４．８
５５ マイネルギブソン 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４４８－ ２ 〃 アタマ ７７．８�
８１１ 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 ４６６－ ２２：１５．４６ ２３９．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４６，０５６，９００円 複勝： ７１，５３８，４００円 枠連： ３９，７５６，４００円

馬連： １５０，０１０，５００円 馬単： ８０，５７４，１００円 ワイド： ４９，４２２，４００円

３連複： １６５，９２４，９００円 ３連単： ３２３，０５０，２００円 計： ９２６，３３３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２２０円 � ２２０円 � １５０円 枠 連（２－３） ２，５９０円

馬 連 �� ２，３００円 馬 単 �� ４，７４０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ４９０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ２，９００円 ３ 連 単 ��� ２０，８７０円

票 数

単勝票数 計 ４６０５６９ 的中 � ５０８１６（４番人気）
複勝票数 計 ７１５３８４ 的中 � ７９７４３（４番人気）� ７７９４５（５番人気）� １４９３３６（１番人気）
枠連票数 計 ３９７５６４ 的中 （２－３） １１３６４（１１番人気）
馬連票数 計１５００１０５ 的中 �� ４８３１６（１０番人気）
馬単票数 計 ８０５７４１ 的中 �� １２５４７（２２番人気）
ワイド票数 計 ４９４２２４ 的中 �� １４４７７（１０番人気）�� ２５５８３（５番人気）�� ２６６０１（２番人気）
３連複票数 計１６５９２４９ 的中 ��� ４２３２４（７番人気）
３連単票数 計３２３０５０２ 的中 ��� １１４２４（５８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．６―１２．６―１２．６―１２．０―１２．０―１２．２―１２．２―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２４．３―３６．９―４９．５―１：０２．１―１：１４．１―１：２６．１―１：３８．３―１：５０．５―２：０１．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーブチェアマン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２２ 東京４着

２００７．３．２５生 牡４黒鹿 母 ビックリバコ 母母 サマニベッピン ２１戦５勝 賞金 １０６，１８９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。



（２３中山５）第７日 １２月２４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

３４２，７５０，０００円
６，３９０，０００円
１３，９３０，０００円
１，７３０，０００円
３２，３１０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６２，１２２，０００円
５，７５８，０００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
４０４，３７９，４００円
６５０，５９２，１００円
３３８，０８８，３００円
１，３３３，９１４，５００円
８１５，５８５，７００円
４５２，４６６，６００円
１，５１５，８２４，５００円
２，８５０，４２４，６００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 ８，３６１，２７５，７００円

総入場人員 ３８，９３１名 （有料入場人員 ３３，６２９名）


