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３４０８５１２月２５日 晴 良 （２３中山５）第８日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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 ドラゴンフォルテ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ２１：５７．２ ６．６�

２３ 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 ４９２＋ ８１：５７．４１� ４．２�
６１２ スーパーボルト 牡２栗 ５５ 田辺 裕信浜野順之助氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 ５２４± ０１：５８．３５ ３．６�
５１０ フラッシュパッカー 牡２栗 ５５ C．ルメール 魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４８０＋ ４ 〃 ハナ ６．５�

（仏）

２４ ダイメイサンデー 牡２青鹿５５ 大庭 和弥宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ ８．８�
４８ 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 ４６２＋ ２１：５８．６１� １１．１�
４７ サラガドゥーラ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 牧 光二 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４＋ ２１：５８．９２ ３４．２	
８１５ シベリアンブラック 牡２黒鹿５５ 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 ５１８－ ６１：５９．１１ ２０４．１

７１３ ス コ ー ル 牡２鹿 ５５ 田中 勝春吉田 喬氏 鹿戸 雄一 日高 白井牧場 B４８２＋ ８１：５９．３１ １６８．７�
６１１ ディアコンコルド 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル 寺田千代乃氏 加藤 征弘 安平 追分ファーム ５０２＋ ４１：５９．７２� １１．１�

（仏）

３５ ブラウシュタイン 牡２黒鹿 ５５
５２ ▲嶋田 純次吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４１８＋ ４２：００．１２� ８６．３

１２ ドリームオーシャン 牡２芦 ５５ 吉田 豊セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 武田 修一 ５２４－ ６ 〃 クビ １６．４�
３６ ウィッシュガバナー 牝２鹿 ５４ 池添 謙一中谷 初子氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 尚大 ４４８＋ ４２：００．３１� １３９．８�
１１ 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± ０２：００．５� １４３．１�
７１４ ヴィレビスティー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 ５１２＋３０２：００．６� ８０．３�
５９ アールフィリア 牡２鹿 ５５ 小林 淳一星野 良二氏 小西 一男 新ひだか 城地 清満 B４７４－ ６２：００．７� ４２５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２４９，４００円 複勝： ３８，９３６，７００円 枠連： １９，９３３，４００円

馬連： ７２，０１９，８００円 馬単： ４４，５０３，４００円 ワイド： ２６，７７５，９００円

３連複： ８９，４８５，４００円 ３連単： １３２，０３７，１００円 計： ４４６，９４１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（２－８） １，５２０円

馬 連 �� ２，３２０円 馬 単 �� ３，７９０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ８３０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� １６，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２３２４９４ 的中 � ２７７９８（４番人気）
複勝票数 計 ３８９３６７ 的中 � ２７９７１（６番人気）� ９１３６１（１番人気）� ７３６１２（２番人気）
枠連票数 計 １９９３３４ 的中 （２－８） ９７３４（７番人気）
馬連票数 計 ７２０１９８ 的中 �� ２２９１９（９番人気）
馬単票数 計 ４４５０３４ 的中 �� ８６６８（１４番人気）
ワイド票数 計 ２６７７５９ 的中 �� ７０２２（１１番人気）�� ７４４２（８番人気）�� ２４９１３（１番人気）
３連複票数 計 ８９４８５４ 的中 ��� ２７３４１（５番人気）
３連単票数 計１３２０３７１ 的中 ��� ６００９（３５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．９―１３．５―１４．１―１３．２―１２．４―１３．３―１３．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３８．０―５２．１―１：０５．３―１：１７．７―１：３１．０―１：４４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．５
１
３
１５，１０，１４（７，１２）（３，１３）１６，１１，２－（４，８）９，６－５＝１
１５，８，１０（７，１２）（１６，１４，１３）（３，１１）－（２，６）－４，９－５－１

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンフォルテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１１．１１．１９ 東京１１着

２００９．３．１４生 牡２鹿 母 ヴィフォルテ 母母 ロマンスプレゼント ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 アールフィリア号は，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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 エフケーゴッド号・カシノモンスター号・ショウナンアタック号・センキ号・マイネルカブト号・

マイネルバルドル号
（非抽選馬） １頭 コトノクリチャン号
※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。

３４０８６１２月２５日 晴 良 （２３中山５）第８日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

３６ カフェコンセール 牡２青 ５５ 蛯名 正義吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：３５．３ １２．９�

８１５� コスモグランデール 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル �ビッグレッドファーム 国枝 栄 米
Flaxman Holdings
Limited, EDY SRL
and GEM SRL

４７０＋ ８１：３５．５１� ４．２�
（仏）

６１２� ダークマレイン 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-
ter Farm ４５４＋ ８ 〃 アタマ ２３．８�

５１０ ダノンエレガント 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４５０＋ ２１：３５．６クビ ７．５�
１２ 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 ４９２－ ２１：３５．７� ５．４�
５９ モエレマリーア 牝２黒鹿５４ C．ウィリアムズ 中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４４４＋ ２ 〃 アタマ ２４．０	

（豪）

４８ サンリットレイク 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ４１：３５．８クビ ２６．５

１１ マイネルリヒト 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 ４５４＋ ８１：３５．９	 ２３０．７�
７１３ ナカヤマアンジュ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４３０－ ２ 〃 クビ １７．８�
８１６� アントゥワード 牝２栗 ５４ M．デムーロ�大樹ファーム 古賀 慎明 愛 Strategy

Bloodstock ４１４－１４１：３６．１１	 ４４．５
（伊）

４７ コスモラヴバニー 牡２鹿 ５５ C．ルメール �ビッグレッドファーム 松山 将樹 浦河 不二牧場 ４６０＋１８１：３６．４１� ２７．８�
（仏）

７１４ シ ャ ド ウ 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠芹澤 精一氏 相沢 郁 新ひだか 田中 裕之 ４５２＋ ６１：３６．５� ２６．６�
６１１ ミラクルムーン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次阿部 紀子氏 手塚 貴久 浦河 大北牧場 ４３０－１２ 〃 ハナ ６５．３�
２４ ゼロレイテンシ 牡２栗 ５５ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 駿河牧場 ４６４＋ ２１：３６．６	 １３．３�
３５ 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 ４７２－ ８１：３６．７	 ３．９�

（１５頭）
２３ ア パ ッ チ 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥村田 哲朗氏 坂本 勝美 日高 小屋畑 和久 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２７，３９７，６００円 複勝： ５１，４６７，２００円 枠連： ２３，９２８，０００円

馬連： ８６，３７１，５００円 馬単： ５１，１６６，４００円 ワイド： ３３，７４５，８００円

３連複： １０３，４８０，９００円 ３連単： １４２，６８２，０００円 計： ５２０，２３９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ３３０円 � １８０円 � ６４０円 枠 連（３－８） ６００円

馬 連 �� ２，７５０円 馬 単 �� ６，３３０円

ワ イ ド �� １，０８０円 �� ５，２６０円 �� ２，４１０円

３ 連 複 ��� ２８，５５０円 ３ 連 単 ��� １６５，０５０円

票 数

単勝票数 差引計 ２７３９７６（返還計 ５８） 的中 � １６８５４（５番人気）
複勝票数 差引計 ５１４６７２（返還計 １１９） 的中 � ３９７８６（５番人気）� ９２９３０（１番人気）� １７４４２（８番人気）
枠連票数 差引計 ２３９２８０（返還計 １６） 的中 （３－８） ２９４９４（１番人気）
馬連票数 差引計 ８６３７１５（返還計 ４１６） 的中 �� ２３２５６（８番人気）
馬単票数 差引計 ５１１６６４（返還計 ２５９） 的中 �� ５９７４（１８番人気）
ワイド票数 差引計 ３３７４５８（返還計 ２０１） 的中 �� ８０００（９番人気）�� １５４２（５４番人気）�� ３４１９（３２番人気）
３連複票数 差引計１０３４８０９（返還計 １０８１） 的中 ��� ２６７５（９５番人気）
３連単票数 差引計１４２６８２０（返還計 １２４０） 的中 ��� ６３８（４９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．４―４７．８―５９．９―１：１１．７―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カフェコンセール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．１０．２３ 東京３着

２００９．５．４生 牡２青 母 プリティベティ 母母 フライトオブエンジェルス ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔出走取消〕 アパッチ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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 クライマックス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回　中山競馬　第８日



３４０８７１２月２５日 晴 良 （２３中山５）第８日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時００分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

６１１ エバーローズ 牝２栗 ５４
５１ ▲嶋田 純次 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４５８ ―１：１３．３ ５．０�

４７ ス カ ー レ ル 牝２栗 ５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：１３．６２ ３．３�
３５ プ ラ タ ン 牡２鹿 ５５ 柴田 大知�錦岡牧場 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４６２ ―１：１４．１３ ２０６．７�
７１４ サクシナイト 牡２黒鹿５５ C．ルメール �グリーンファーム 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４６４ ― 〃 クビ ５．６�

（仏）

２４ トランスレイション 牝２栗 ５４ 吉田 豊有限会社シルク鈴木 康弘 新ひだか 追分ファーム ４４６ ―１：１４．４１� １３．６�
８１６ ダイヤチャンネル 牡２栗 ５５ 岩田 康誠青山 洋一氏 武藤 善則 新ひだか 山本 昇寿 ４９８ ―１：１４．７２ ５．９	
１１ タ カ ミ ル 牡２芦 ５５ 大庭 和弥村田 滋氏 石栗 龍彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４７６ ― 〃 アタマ ８．９

３６ スズノヒミコ 牝２栗 ５４ 津村 明秀小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ５１８ ―１：１５．３３� ７２．６�
４８ タイタンフォンテン 牡２栗 ５５ 田辺 裕信吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中神牧場 ４８０ ― 〃 クビ ３３．４�
５１０ サクラアイシテル 牝２鹿 ５４

５１ ▲平野 優�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 ５４０ ―１：１５．４クビ １６５．４
５９ トシザグレイト 牡２鹿 ５５ 田中 勝春上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４６０ ― 〃 アタマ １５．１�
６１２ トーアライチョウ 牝２芦 ５４ C．ウィリアムズ 高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 ４３６ ―１：１６．４６ ７９．９�

（豪）

２３ フォーティスタン 牡２栗 ５５ 藤田 伸二�中山牧場 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 ４７２ ―１：１６．５� ５５．６�
８１５ バトルクローザップ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 川端牧場 ４４６ ―１：１６．６� ２２．６�
１２ キャンディライト 牝２鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム ４２８ ―１：１７．１３ ２５９．７�
７１３ スイートアルメリア 牝２黒鹿５４ 北村 宏司シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４３６ ― 〃 ハナ ５１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，３５６，０００円 複勝： ３６，８０１，４００円 枠連： ２２，２３９，２００円

馬連： ７２，３３５，８００円 馬単： ４６，０８４，８００円 ワイド： ２６，７７５，８００円

３連複： ８０，７２０，９００円 ３連単： １１７，５２２，９００円 計： ４２８，８３６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � ３，７５０円 枠 連（４－６） ８５０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １６，１３０円 �� １０，４４０円

３ 連 複 ��� ７２，３９０円 ３ 連 単 ��� ２８７，２００円

票 数

単勝票数 計 ２６３５６０ 的中 � ４２０２３（２番人気）
複勝票数 計 ３６８０１４ 的中 � ５００９９（２番人気）� ７６１０９（１番人気）� １７７６（１５番人気）
枠連票数 計 ２２２３９２ 的中 （４－６） １９３２１（３番人気）
馬連票数 計 ７２３３５８ 的中 �� ６１２２１（１番人気）
馬単票数 計 ４６０８４８ 的中 �� １５８６０（３番人気）
ワイド票数 計 ２６７７５８ 的中 �� １６２２１（２番人気）�� ３８４（８６番人気）�� ５９５（７１番人気）
３連複票数 計 ８０７２０９ 的中 ��� ８２３（１６３番人気）
３連単票数 計１１７５２２９ 的中 ��� ３０２（６９５番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．０―１１．６―１２．７―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．９―３４．５―４７．２―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エバーローズ �
�
父 ウインクリューガー �

�
母父 スピードワールド 初出走

２００９．４．１４生 牝２栗 母 クレバーピーチ 母母 レディーパット 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１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 グッドピュアレディ号・シーキングベガ号・ドリームテンペスト号・トーアエエモンヤ号・トーヨーマックス号・

ナムラセラピー号・ナムラレガシー号・ハリケーンピサ号・ビューティワイルド号・ブライトシチー号・
ホッコーリョウマ号・ポーポイズ号・ワラビラ号

※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。

３４０８８１２月２５日 晴 良 （２３中山５）第８日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０分 （芝・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

１：４８．２
１：４６．６

良

良

５９ ミステリーコード 牡２黒鹿５５ 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：５３．０ ２．１�

２４ イブニングスカイ 牝２栗 ５４ C．ルメール 吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２８ ―１：５３．４２� １１．４�
（仏）

６１２ ヒシラガーディア 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二阿部雅一郎氏 久保田貴士 新冠 カミイスタット ４９２ ―１：５３．５� ７．６�
４７ � アメリカンダイナー 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル 吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

４７８ ― 〃 クビ １１．４�
（仏）

７１４� ナスノシベリウス 牝２芦 ５４ 岩田 康誠�須野牧場 和田 正道 米
B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

５１４ ― 〃 ハナ ５７．５�
８１５ トーセンプラネット 牡２鹿 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 新ひだか ヒサイファーム ５００ ―１：５３．８１� １１．１	
３５ アルディートプリエ 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ４９０ ― 〃 ハナ ４５．２

８１６� サウンドメジャー 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ 増田 雄一氏 小笠 倫弘 米 Celbridge

Estates Ltd. ４７０ ― 〃 アタマ １００．４�
（豪）

７１３ ニシノコウゲツ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ５６０ ― 〃 クビ １６３．４�
５１０ ホ ク レ ア 牡２栗 ５５ 池添 謙一古賀 和夫氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４６８ ―１：５３．９クビ ３５．５
６１１ モ ヒ ー ト 牝２栗 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 新開 幸一 洞爺湖 メジロ牧場 ４２６ ―１：５４．０� ７．１�
４８ マコトガルデーニエ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８０ ―１：５４．１クビ ８０．２�
２３ ウエスタンジャンヌ 牝２栗 ５４ 田中 勝春西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム ４６２ ― 〃 クビ １５９．４�
１２ ナ ユ タ 牝２栗 ５４ 津村 明秀�村田牧場 鈴木 伸尋 新冠 村田牧場 ４４４ ― 〃 ハナ １３４．４�
１１ ガ ニ オ ン 牡２栗 ５５ 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 福田牧場 ４４６ ―１：５４．３１ ７．３�
３６ ロードエナジー 	２栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次 �ロードホースクラブ 松山 将樹 青森 太田ファーム ４６２ ―１：５６．９大差 ２６１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，９５６，０００円 複勝： ４１，８９３，７００円 枠連： ２４，３６１，３００円

馬連： ８２，８５２，８００円 馬単： ５６，２３６，７００円 ワイド： ２９，８１６，５００円

３連複： ８８，６８７，５００円 ３連単： １４３，１２１，８００円 計： ４９９，９２６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ２６０円 � ２００円 枠 連（２－５） １，５１０円

馬 連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ３９０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� １５，８００円

票 数

単勝票数 計 ３２９５６０ 的中 � １２３７７７（１番人気）
複勝票数 計 ４１８９３７ 的中 � １１０７１１（１番人気）� ３３５１３（６番人気）� ５２５７０（２番人気）
枠連票数 計 ２４３６１３ 的中 （２－５） １１９４９（６番人気）
馬連票数 計 ８２８５２８ 的中 �� ４１９５９（６番人気）
馬単票数 計 ５６２３６７ 的中 �� ２００１５（６番人気）
ワイド票数 計 ２９８１６５ 的中 �� １２８７７（６番人気）�� ２０５７６（３番人気）�� ４８４２（２０番人気）
３連複票数 計 ８８６８７５ 的中 ��� １６５８７（１４番人気）
３連単票数 計１４３１２１８ 的中 ��� ６６８７（４２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１３．２―１３．４―１３．３―１３．１―１２．５―１１．６―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．７―５１．１―１：０４．４―１：１７．５―１：３０．０―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

ミステリーコード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Lost Code 初出走

２００９．３．２１生 牡２黒鹿 母 マジックコード 母母 Beautiful Pet １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アンスポークン号・マルハチマース号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４０８９１２月２５日 晴 良 （２３中山５）第８日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時２０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

５１０ ゴールドアカデミー 牡５栗 ５７ 田中 勝春居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B５０４± ０１：５４．８ ５．２�

４７ アイアムイチバン 牡４芦 ５７ M．デムーロ堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５０４＋２２ 〃 クビ １５．３�
（伊）

７１４ ドビュッシー 牡４栗 ５７ 柴田 善臣 �ワールド・パーム 高橋 裕 新ひだか 斉藤スタッド ５０４＋ ８１：５４．９� ５．７�
８１５� サンマルヴィエント 牡３栗 ５６ 藤田 伸二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７６－ ２１：５５．０� ６７．２�
２３ フラアンジェリコ 牡３栗 ５６ I．メンディザバル �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９８－ ４１：５５．２１	 ７．２�

（仏）

１１ ネオスプレマシー 牡４鹿 ５７ C．ルメール 小林 仁幸氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８０－ ４ 〃 クビ ４．２	
（仏）

６１２
 ガルビスティー 牡４鹿 ５７ 武 豊備前島敏子氏 伊藤 大士 愛 Janus Blood-
stock Inc ４９８＋１２１：５５．４１	 ９．４


６１１ リアルフリーダム 牡４黒鹿５７ 四位 洋文吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４１：５５．５� １４．９�
８１６ ハシルヨミテテ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム B５３２＋１０１：５６．０３ １６．４�
２４ アイティテイオー 牡３栗 ５６ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６８＋１４ 〃 クビ ９８．５
７１３ ウインジュビリー 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８６－ ８１：５６．５３ ８．０�
５９ ファンフェア 牝３栗 ５４ 武士沢友治 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８＋ ２１：５７．１３� ５９．２�
４８ インプレッシヴ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠長井 純一氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５６± ０１：５７．２クビ ４０．１�
３６ サマーティアラ 牝３青鹿５４ 三浦 皇成セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 ４４２＋１８１：５７．３� ８１．９�
１２ センティラシオン 牝３芦 ５４ 大庭 和弥中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７２－ ４１：５７．６２ ２０７．４�
３５ ウィッシュアゲン 牝４鹿 ５５ 加藤士津八浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 ４５８＋ ２１：５７．７クビ ２３６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，８４１，０００円 複勝： ５１，０６１，６００円 枠連： ２８，０８９，９００円

馬連： ９８，０５９，６００円 馬単： ５８，９３２，７００円 ワイド： ３７，５１８，６００円

３連複： １１５，８９９，１００円 ３連単： １６６，９７７，２００円 計： ５８７，３７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １７０円 � ３９０円 � １８０円 枠 連（４－５） ３，３３０円

馬 連 �� ４，１７０円 馬 単 �� ７，４４０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ５４０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ６，９１０円 ３ 連 単 ��� ４２，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３０８４１０ 的中 � ４７３８４（２番人気）
複勝票数 計 ５１０６１６ 的中 � ９５２２７（１番人気）� ２７２００（７番人気）� ８０６６４（３番人気）
枠連票数 計 ２８０８９９ 的中 （４－５） ６２４１（１６番人気）
馬連票数 計 ９８０５９６ 的中 �� １７３８５（１９番人気）
馬単票数 計 ５８９３２７ 的中 �� ５８４９（３２番人気）
ワイド票数 計 ３７５１８６ 的中 �� ７７４５（１４番人気）�� １８１０７（３番人気）�� ６５１３（２０番人気）
３連複票数 計１１５８９９１ 的中 ��� １２３９３（２７番人気）
３連単票数 計１６６９７７２ 的中 ��� ２８８９（１４２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１２．４―１３．１―１２．６―１２．７―１３．１―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．７―３７．１―５０．２―１：０２．８―１：１５．５―１：２８．６―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．３
１
３
６（９，１６）－１２（８，１３）（３，１１）１（２，４，１５）１０，１４－７－５
６（９，１６）（１２，１１）（１３，３）１５（８，１，１４，７）（２，４，５）１０

２
４

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

ゴールドアカデミー �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２００８．９．２１ 中山６着

２００６．４．１０生 牡５栗 母 ロイヤルウェーブ 母母 シヤダイウエーブ １５戦３勝 賞金 ２７，３９０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 エーブフウジン号・キョウエイヒドラ号・サトノロマネ号・ドラゴンヴォイス号・トーアレオ号
※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。

３４０９０１２月２５日 晴 良 （２３中山５）第８日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０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

５１０ レッドヴァンクール 牡５鹿 ５７ 武 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５３８＋１０１：１１．６ １１．４�

８１６ ミッキーデジタル 牡４栗 ５７ C．ウィリアムズ 野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４４６± ０１：１１．８１� ５．１�
（豪）

７１３ ベストバウト 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ５１４＋２０１：１２．１１� ５．２�
６１１ ユメノキズナ 牝４鹿 ５５ C．ルメール 諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２ 〃 ハナ ５．９�

（仏）

４８ � モエレデフィニット 牡４青鹿５７ 三浦 皇成山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 長手 猛 ４９８＋ ２１：１２．４２ ６９．１�
４７ リーサムダイチ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４７８± ０１：１２．５クビ １７．４�
２４ ケイアイクライム 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５３０＋ ８ 〃 クビ ５．８	
３５ ディアマンボウ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝�樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 斉藤英牧場 ４９０－ ２１：１２．６クビ ２３．６

８１５ モリトブイコール �３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 ４５６－１０１：１２．８１	 １０３．７�
１１ ダノンマイスター 牡５鹿 ５７ 津村 明秀�ダノックス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６２± ０ 〃 クビ １５５．０�
５９ アルデュール 牝３栗 ５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：１２．９クビ ６．０
６１２ レ コ メ ン ド 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大�アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ４１：１３．０� １１．４�
７１４ ジャージデスマイル 牝５鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４５２＋２０１：１３．２１ ３６９．６�
１２ クラウンリバー 牝３鹿 ５４ 岩部 純二矢野 悦三氏 松永 康利 宮崎 田上 勝雄 ４８２＋ ８１：１４．６９ ２０４．８�
３６ スマイルバラッド 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４８８＋ ２１：１５．３４ ４３．１�
２３ アフィリエイト 牡５栗 ５７ 岩田 康誠青山 洋一氏 戸田 博文 白老 追分ファーム B５４２＋ ８ 〃 ハナ ３９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，３３１，４００円 複勝： ５２，２７９，７００円 枠連： ２９，２４３，６００円

馬連： １０９，９２２，４００円 馬単： ６２，３５９，０００円 ワイド： ３９，５１０，６００円

３連複： １２２，２０４，７００円 ３連単： １７９，６１１，４００円 計： ６２６，４６２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３５０円 � １８０円 � ２１０円 枠 連（５－８） ８６０円

馬 連 �� ３，０４０円 馬 単 �� ６，７００円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ８１０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ４，２４０円 ３ 連 単 ��� ３３，１４０円

票 数

単勝票数 計 ３１３３１４ 的中 � ２１７８８（６番人気）
複勝票数 計 ５２２７９７ 的中 � ３３０７５（６番人気）� ８６６２１（１番人気）� ６９２９７（４番人気）
枠連票数 計 ２９２４３６ 的中 （５－８） ２５３８５（３番人気）
馬連票数 計１０９９２２４ 的中 �� ２６６９７（１２番人気）
馬単票数 計 ６２３５９０ 的中 �� ６８７０（２８番人気）
ワイド票数 計 ３９５１０６ 的中 �� ８２７７（１４番人気）�� １１９９２（１１番人気）�� １７４２７（４番人気）
３連複票数 計１２２２０４７ 的中 ��� ２１２７６（１１番人気）
３連単票数 計１７９６１１４ 的中 ��� ４００１（９９番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．６―１１．５―１２．５―１２．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．４―３３．９―４６．４―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドヴァンクール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．７．２０ 新潟２着

２００６．４．２５生 牡５鹿 母 パープルホワイト 母母 カ ノ ー プ ス ２２戦４勝 賞金 ５８，１７８，０００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 キンショーユウジャ号・メジロオマリー号
（非抽選馬） １頭 ストロングロビン号
※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。



３４０９１１２月２５日 晴 良 （２３中山５）第８日 第７競走 ��
��２，０００�ホープフルステークス

発走１３時２５分 （芝・右）

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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５９．９
１：５９．９

良

良

６１１ アドマイヤブルー 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル 近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４９２－ ８２：０１．４ ８．７�
（仏）

５１０ ミヤビアミュレット 牡２青鹿５５ C．ルメール 村上 義勝氏 小島 茂之 日高 浜本牧場 ４７６＋１０ 〃 クビ １１．０�
（仏）

８１５ コスモアンドロメダ 牝２黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム ４５２＋ ８２：０１．５� ８０．５�
１１ � レッドシャンクス 牡２鹿 ５５ 武 豊 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd ５０２＋ ２２：０１．６クビ ７．６�
３６ サトノプライマシー 牡２鹿 ５５ M．デムーロ里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５２４－ ２ 〃 クビ ４．２�

（伊）

４７ メイショウカドマツ 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５２４＋１０２：０１．７クビ １１．５	
１２ フェノーメノ 牡２青鹿５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム ４９４－ ８ 〃 アタマ ４．０

５９ ハイクラウン 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４８２± ０２：０１．８� １５．８�
３５ メイブリーズ 牝２芦 ５４ C．ウィリアムズ 千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋ ８ 〃 アタマ ８１．３�
（豪）

７１４ ダイワデッセー 牝２栗 ５４ 福永 祐一大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム ４８６＋ ４２：０１．９	 １６．６
８１６ シルクブルックリン 牡２黒鹿５５ 池添 謙一有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 B５４４＋ ６２：０２．０� １２８．１�
６１２ ブライアンズオーラ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 ４７８＋ ６２：０２．１クビ ６．６�
２４ マイネルカーミン 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４７８＋ ６２：０２．４２ ５０．０�
２３ 
 キングクリチャン 牡２栗 ５５ 吉田 豊栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４８０＋ ４２：０２．６１� ４２３．５�
４８ 
 クリーンチャンス 牡２芦 ５５ 田辺 裕信石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B４８２＋ ２２：０２．７	 ２６２．７�
７１３ 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 ４９０－ ２２：０３．４４ ６７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５６，６９６，５００円 複勝： ８３，７１２，０００円 枠連： ４４，８６１，１００円

馬連： １７６，４４９，４００円 馬単： ９０，７９０，１００円 ワイド： ５５，３８１，３００円

３連複： １８１，４０７，３００円 ３連単： ２８３，９９４，０００円 計： ９７３，２９１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ３６０円 � ４５０円 � １，４７０円 枠 連（５－６） １，１８０円

馬 連 �� ５，６３０円 馬 単 �� ９，４３０円

ワ イ ド �� ２，１１０円 �� １０，２３０円 �� ７，７３０円

３ 連 複 ��� １２２，３８０円 ３ 連 単 ��� ６４８，８８０円

票 数

単勝票数 計 ５６６９６５ 的中 � ５１９４４（５番人気）
複勝票数 計 ８３７１２０ 的中 � ６７４４４（５番人気）� ４９９２５（７番人気）� １３５１７（１１番人気）
枠連票数 計 ４４８６１１ 的中 （５－６） ２８２４３（５番人気）
馬連票数 計１７６４４９４ 的中 �� ２３１３３（２７番人気）
馬単票数 計 ９０７９０１ 的中 �� ７１０８（４４番人気）
ワイド票数 計 ５５３８１３ 的中 �� ６６０６（２９番人気）�� １３１９（６８番人気）�� １７５０（５８番人気）
３連複票数 計１８１４０７３ 的中 ��� １０９４（２０９番人気）
３連単票数 計２８３９９４０ 的中 ��� ３２３（１１０１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１２．２―１２．９―１３．１―１２．４―１２．８―１２．０―１１．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．０―３５．２―４８．１―１：０１．２―１：１３．６―１：２６．４―１：３８．４―１：４９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．０
１
３
７，１４，１５（６，１１）（４，１０）２（８，９）（１，１６）１２（５，３）－１３
７，１４（６，１５）（４，１１，１０）（２，８，１６）９（１，５，３）１２，１３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤブルー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１１．２７ 京都１着

２００９．４．４生 牡２鹿 母 ジェイズミラクル 母母 アサーション ２戦２勝 賞金 ２３，３７８，０００円
〔制裁〕 サトノプライマシー号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）

ミヤビアミュレット号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（６番への
進路影響）

※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。

３４０９２１２月２５日 晴 良 （２３中山５）第８日 第８競走 ��
��２，５００�グッドラックハンデキャップ

発走１４時００分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

２：２９．５
２：２９．５

良

良

２４ コスモロビン 牡３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 ５２４－ ２２：３３．３ １０．０�

６１１ マイネルメダリスト 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義 �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 ４８８＋ ６２：３３．６１� ４．２�

６１２ ヒールゼアハーツ 牡３栗 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５０２－ ２ 〃 クビ ３．４�
３５ � イグゼキュティヴ 牡５鹿 ５６ I．メンディザバル 岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 B５１８＋１８２：３３．７� １７．５�

（仏）

８１５ ジェイケイラン 牝５黒鹿５１ 武士沢友治小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５０８－ ４２：３３．８� ６３．５�
４８ 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 ４９６－ ４２：３３．９クビ ６．８	
７１３ メジロミドウ 牝３黒鹿５０ 小野寺祐太岩� 伸道氏 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４４２＋１０ 〃 クビ １１９．６

７１４	� ホウショウアマネ 牝６芦 ５２ 的場 勇人芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ４８８＋ ２２：３４．０� ５４．６�
４７ マルラニビスティー 牝５鹿 ５２ C．ウィリアムズ 備前島敏子氏 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム ４６０＋１２ 〃 アタマ ３２．７�

（豪）

５９ シンボリローレンス 
６黒鹿５３ 田中 勝春シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９２＋ ２２：３４．１クビ １０６．０
８１６ ギムレットアイ 牡６鹿 ５２ 石神 深一小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４６４± ０２：３４．３１� ２３４．０�
３６ フランドルシチー 牡６鹿 ５４ 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５４０＋ ６２：３４．４� １０７．７�
１２ ロードアイアン 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ２０．５�
１１ ファーストグロース 牡４鹿 ５５ 吉田 豊吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２２：３４．７１� ６．４�
５１０ ロイヤルダリア 牡５黒鹿５４ 平野 優矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５３６＋２６２：３５．５５ ５３．４�
２３ クワイアーソウル 牡３黒鹿５４ 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６＋ ８２：３５．８１� １０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，８３９，９００円 複勝： ７０，１３０，６００円 枠連： ４９，０１３，４００円

馬連： １７２，９７５，５００円 馬単： ９６，４１８，０００円 ワイド： ５６，８９１，５００円

３連複： １９３，６３６，９００円 ３連単： ３２３，４５４，９００円 計： １，００８，３６０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２４０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（２－６） ５００円

馬 連 �� １，８００円 馬 単 �� ４，６８０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ７７０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ２，０１０円 ３ 連 単 ��� １８，７５０円

票 数

単勝票数 計 ４５８３９９ 的中 � ３６４２４（５番人気）
複勝票数 計 ７０１３０６ 的中 � ６２５１９（５番人気）� １３７８７８（１番人気）� １２６８８５（２番人気）
枠連票数 計 ４９０１３４ 的中 （２－６） ７３８１１（２番人気）
馬連票数 計１７２９７５５ 的中 �� ７０９４４（７番人気）
馬単票数 計 ９６４１８０ 的中 �� １５２２３（１８番人気）
ワイド票数 計 ５６８９１５ 的中 �� ２２４９６（５番人気）�� １７１１３（９番人気）�� ５０３７９（１番人気）
３連複票数 計１９３６３６９ 的中 ��� ７１１７２（３番人気）
３連単票数 計３２３４５４９ 的中 ��� １２７３４（４５番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１１．６―１２．１―１２．２―１３．０―１２．９―１３．０―１２．５―１２．３―１１．８―１１．６―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�
６．９―１８．３―２９．９―４２．０―５４．２―１：０７．２―１：２０．１―１：３３．１―１：４５．６―１：５７．９―２：０９．７―２：２１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→	」 上り４F４７．７―３F３５．４
１
�
１３，５（１，１４）（４，２，３）（７，８，１２）１１，１０，６，９（１５，１６）
１３，５（１，１４）（４，２，３，１２）１１（７，８，９，１０）（６，１５，１６）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモロビン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．９．２０ 札幌１１着

２００８．５．２８生 牡３鹿 母 ティーアイディップ 母母 シ ェ ー マ １１戦３勝 賞金 ３９，７２８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 メジロミドウ号の騎手小野寺祐太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（５番・４番・３番・２番へ

の進路影響）
※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。



３４０９３１２月２５日 晴 良 （２３中山５）第８日 第９競走 ��
��１，８００�２０１１フェアウェルステークス

発走１４時３５分 （ダート・右）

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

本 賞 １７，７００，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５９ グランドシチー 牡４鹿 ５７ 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ４９８＋１０１：５３．４ ６．２�

３６ バトードール 牡４栗 ５７ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２６± ０ 〃 アタマ ３．７�
（豪）

６１２ ゴールデンチケット 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５０６＋ ８１：５３．５� ６．１�
３５ マイネルオベリスク 牡４鹿 ５７ I．メンディザバル �サラブレッドクラブ・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 ４８８－ ８ 〃 クビ ３２．０�

（仏）

８１５ ミダースタッチ 牡６栗 ５７ 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５６０＋１４１：５３．６� ４３．９�

１２ デンコウヤマト 牡５栗 ５７ 武 豊田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４９６＋ ４１：５３．７クビ ４．７	
５１０ ド ッ ト コ ム 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８２± ０ 〃 クビ １２．３

２４ コスタパルメーラ 牡３黒鹿５６ M．デムーロ吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４７４＋ ６１：５３．８クビ １３．６�

（伊）

８１６ スギノブレイド 	５栗 ５７ 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 B５０６＋ ２ 〃 クビ ２３．８�

６１１ ガンマーバースト 牡４鹿 ５７ 吉田 豊池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ４９８＋ ８１：５４．０� ９．１
７１４ ベルモントガリバー 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ５２４＋ ４ 〃 クビ １２４．７�
１１ マエストラーレ 牝５鹿 ５５ 的場 勇人 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２＋ ４ 〃 ハナ ６９．７�
２３ マリアージュ 牝６栗 ５５ 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４４４－ ２１：５４．１� １６５．４�
４７ エナージバイオ 牡６栗 ５７ 田中 勝春バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ ２００．２�
７１３ タ ナ ト ス 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５２＋ ４１：５４．４２ ３０．３�
４８ アンヴェイル 牡６栗 ５７ 嶋田 純次 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１８＋１０１：５６．３大差 ３６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５７，６９４，４００円 複勝： ９８，７４９，２００円 枠連： ５５，８９２，３００円

馬連： ２５４，８１７，３００円 馬単： １２６，７５４，０００円 ワイド： ７８，３６７，４００円

３連複： ２７５，１４３，８００円 ３連単： ４６８，０８２，１００円 計： １，４１５，５００，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（３－５） ９００円

馬 連 �� １，４７０円 馬 単 �� ３，２４０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ９３０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ３，２６０円 ３ 連 単 ��� １９，１４０円

票 数

単勝票数 計 ５７６９４４ 的中 � ７３６５４（４番人気）
複勝票数 計 ９８７４９２ 的中 � １０４０９８（４番人気）� ２１７５０４（１番人気）� １１３３９８（３番人気）
枠連票数 計 ５５８９２３ 的中 （３－５） ４６０１４（６番人気）
馬連票数 計２５４８１７３ 的中 �� １２８３８０（５番人気）
馬単票数 計１２６７５４０ 的中 �� ２８９０４（１０番人気）
ワイド票数 計 ７８３６７４ 的中 �� ３２７５７（５番人気）�� １９９４４（１１番人気）�� ４０１１４（２番人気）
３連複票数 計２７５１４３８ 的中 ��� ６２３０８（６番人気）
３連単票数 計４６８０８２１ 的中 ��� １８０５４（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．４―４９．７―１：０２．２―１：１４．７―１：２７．４―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランドシチー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．４．１０ 福島１１着

２００７．４．１９生 牡４鹿 母 レディクラシック 母母 タケバンザイ １３戦５勝 賞金 ６８，９７２，０００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 キャプテンマジン号・サイオン号・サイモントルナーレ号
※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。

３４０９４１２月２５日 晴 良 （２３中山５）第８日 第１０競走 ��
��２，５００�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走１５時２５分 （第５６回グランプリ） （芝・右）
３歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬；負担重量は，３歳５５�４
歳以上５７�，牝馬２�減

日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（１着）
賞 品

本 賞 ２００，０００，０００円 ８０，０００，０００円 ５０，０００，０００円 ３０，０００，０００円 ２０，０００，０００円
付 加 賞 ３，０２４，０００円 ８６４，０００円 ４３２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

２：２９．５
２：２９．５
２：２９．５

良

良

良

６９ オルフェーヴル 牡３栗 ５５ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２－ ４２：３６．０ ２．２�

４５ エイシンフラッシュ 牡４黒鹿５７ C．ルメール 平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８８－ ４２：３６．１� ２６．８�
（仏）

５７ トゥザグローリー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５３６＋１２ 〃 クビ ４７．１�
８１４ ルーラーシップ 牡４鹿 ５７ I．メンディザバル �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ６２：３６．２� ５２．９�

（仏）

６１０ トーセンジョーダン 牡５鹿 ５７ C．ウィリアムズ 島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ４２：３６．３クビ ９．２�
（豪）

３３ ヒルノダムール 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６６ ２：３６．４� ３０．４	
１１ ブエナビスタ 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ６２：３６．５� ３．２

２２ ヴィクトワールピサ 牡４黒鹿５７ M．デムーロ市川 義美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２０＋１２ 〃 ハナ １０．２�

（伊）

８１３ レッドデイヴィス �３鹿 ５５ 武 豊 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２ 〃 クビ １８．２
７１２ アーネストリー 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３４＋ ４２：３６．６クビ １３．６�
７１１ ジャガーメイル 牡７鹿 ５７ 四位 洋文吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B４８４± ０２：３６．８１	 ７７．１�
５８ ローズキングダム 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５４－ ８２：３７．１２ ５１．１�
４６ キングトップガン 牡８鹿 ５７ 柴田 善臣池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５０６－ ２２：３７．４１� １３２．９�

（１３頭）
３４ ペ ル ー サ 牡４栗 ５７ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： １，８５１，５５１，５００円 複勝： １，０９３，１９４，２００円 枠連： １，２７８，４０３，２００円 馬連： ５，８２９，８８０，２００円 馬単： ３，６０５，７１１，５００円

ワイド： １，３１４，２９４，２００円 ３連複： ６，４１４，６８３，６００円 ３連単：１６，３７２，０３９，５００円 ５重勝： １，５４６，２０２，６００円 計： ３９，３０５，９６０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ４９０円 � ７４０円 枠 連（４－６） ２，５００円

馬 連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ３，６５０円

ワ イ ド �� １，０２０円 �� １，６６０円 �� ５，６３０円

３ 連 複 ��� ２４，２９０円 ３ 連 単 ��� ７８，２６０円

５ 重 勝
対象競走：阪神９R／中山９R／小倉１０R／阪神１０R／中山１０R

キャリーオーバー なし����� １，１５１，４７０円

票 数

単勝票数 差引計１８５１５５１５（返還計 ４９５０） 的中 � ６７５３７６２（１番人気）
複勝票数 差引計１０９３１９４２（返還計 ３３９４） 的中 � ３２９８８７７（１番人気）� ４５５４２３（６番人気）� ２８２３１４（９番人気）
枠連票数 差引計１２７８４０３２（返還計 ３１０） 的中 （４－６） ３７８６０９（１０番人気）
馬連票数 差引計５８２９８８０２（返還計 １９６９５） 的中 �� １３５８９８９（１０番人気）
馬単票数 差引計３６０５７１１５（返還計 １３７６１） 的中 �� ７３０７３３（１３番人気）
ワイド票数 差引計１３１４２９４２（返還計 ６５９７） 的中 �� ３２９７８４（８番人気）�� １９５００９（１６番人気）�� ５５６８３（４６番人気）
３連複票数 差引計６４１４６８３６（返還計 ５５３６９） 的中 ��� １９４９７１（６４番人気）
３連単票数 差引計１６３７２０３９５（返還計１３９４１３） 的中 ��� １５４４０６（２０７番人気）
５重勝票数 差引計１５４６２０２６（返還計 ０ ） 的中 ����� ９９１

ハロンタイム ６．８―１２．０―１２．４―１２．１―１３．１―１４．４―１４．３―１３．０―１２．０―１１．９―１１．４―１１．３―１１．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
６．８―１８．８―３１．２―４３．３―５６．４―１：１０．８―１：２５．１―１：３８．１―１：５０．１―２：０２．０―２：１３．４―２：２４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４５．９―３F３４．０
１
�
１２－２，１０，１，５（３，１３）７（６，１１）（９，８，１４）
１２，２（１，１０，１３）（５，１１）（３，９）７（６，１４）８

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

勝馬の
紹 介

オルフェーヴル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１０．８．１４ 新潟１着

２００８．５．１４生 牡３栗 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート １１戦７勝 賞金 ８１８，９７８，０００円
〔出走取消〕 ペルーサ号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目
５レース目



３４０９５１２月２５日 曇 良 （２３中山５）第８日 第１１競走 ��
��１，２００�ハッピーエンドプレミアム

発走１６時０５分 （芝・右・外）

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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５９ ヤサカシャイニー 牝３栗 ５４ 福永 祐一志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４５８＋ ８１：０８．６ １４．４�

２３ ウインバンディエラ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ ４．８�
６１２ メジロツボネ 牝３芦 ５４ 藤田 伸二岩� 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４４０＋ ２ 〃 クビ １２．２�
１２ レオパステル 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 ４３６＋２０１：０８．７クビ ５．２�
４７ ビットスターダム 牡３芦 ５６ 柴田 善臣馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６４－ ２１：０８．９１� １６．０�
５１０ オ ク ル ス 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５８± ０１：０９．０� ９．３�
２４ ウインドジャズ 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４９０± ０１：０９．１	 ８．８	
６１１ スガノメダリスト 牡５栗 ５７ 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４９２＋ ６ 〃 ハナ １９．７

３５ 
 エ ク レ ウ ス 牡６黒鹿５７ 嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B５０６＋ ６ 〃 アタマ １６３．２�
７１３ スイートライラ 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４７２－ ２１：０９．２クビ ３２．６�
７１４ ユキノアイオロス �３鹿 ５６ 武士沢友治井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム B４６０＋ ６１：０９．３	 １２９．３
３６ マンゴプディング 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成 �ローレルレーシング 小野 次郎 新冠 村田牧場 ４３０＋ ８１：０９．４� ５４．７�
１１ オメガブルーライン 牝４芦 ５５ C．ルメール 原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３８＋ ４１：０９．６１� ５．１�

（仏）

４８ タマニューホープ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７４＋ ６１：０９．８１� ４１．３�
８１６ ヴンダーゾンネ 牝５栗 ５５ 北村 宏司岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ５００＋ ６１：０９．９� ６８．６�
８１５ セイウンリファイン 牡５鹿 ５７ 田中 勝春西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B４８４＋ ４ 〃 ハナ １７６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８９，４４３，７００円 複勝： １２９，９２２，０００円 枠連： １１５，９８６，８００円

馬連： ３９９，７２１，１００円 馬単： ２１０，９１０，６００円 ワイド： １１７，００８，１００円

３連複： ４７０，６２４，７００円 ３連単： ８７８，７６４，８００円 計： ２，４１２，３８１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ４１０円 � ２００円 � ３７０円 枠 連（２－５） １，０７０円

馬 連 �� ５，８１０円 馬 単 �� １２，０２０円

ワ イ ド �� １，５７０円 �� ２，７１０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� １７，９５０円 ３ 連 単 ��� １０９，９３０円

票 数

単勝票数 計 ８９４４３７ 的中 � ５１８４０（７番人気）
複勝票数 計１２９９２２０ 的中 � ７９９１８（７番人気）� ２１５７６７（１番人気）� ８９９９９（６番人気）
枠連票数 計１１５９８６８ 的中 （２－５） ８５５１８（４番人気）
馬連票数 計３９９７２１１ 的中 �� ５４１３８（２４番人気）
馬単票数 計２１０９１０６ 的中 �� １３８２８（４７番人気）
ワイド票数 計１１７００８１ 的中 �� １９５３０（１６番人気）�� １１０９６（３０番人気）�� ２８９９０（１２番人気）
３連複票数 計４７０６２４７ 的中 ��� ２０６５４（５８番人気）
３連単票数 計８７８７６４８ 的中 ��� ６２９９（３５１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．１―１１．３―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３３．９―４５．２―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤサカシャイニー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．６．２０ 福島５着

２００８．３．２２生 牝３栗 母 ウィーレジスタンス 母母 ウィーアワーズ １４戦３勝 賞金 ４４，８８２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時１０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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 トウショウフォアゴ号・ビップセレブアイ号・レッドストラーダ号
（非抽選馬） ４頭 アイスカービング号・ウエスタンハピネス号・ルリニガナ号・ローブドヴルール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２３中山５）第８日 １２月２５日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １１回 出走頭数 １７２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

５７９，８９０，０００円
９，６１０，０００円
２０，７６０，０００円
６，４８０，０００円
５４，８９０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６１，８４４，０００円
４，９５３，０００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
２，２７３，３５７，４００円
１，７４８，１４８，３００円
１，６９１，９５２，２００円
７，３５５，４０５，４００円
４，４４９，８６７，２００円
１，８１６，０８５，７００円
８，１３５，９７４，８００円
１９，２０８，２８７，７００円
１，５４６，２０２，６００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
５ 重 勝
計 ４８，２２５，２８１，３００円

総入場人員 １１５，０６５名 （有料入場人員 １０２，７８１名）



平成２３年度 第５回中山競馬 総計

競走回数 ９５回 出走延頭数 １，４３２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

２，４６４，８３０，０００円
２３，４６０，０００円
８９，８１０，０００円
２０，９３０，０００円
２３２，８３０，０００円

９９１，０００円
９９１，０００円

５０４，９１１，０００円
４２，３７２，０００円
１４，１６６，９００円

勝馬投票券売得金
５，０５０，５６４，１００円
６，２３１，０７２，２００円
４，１９１，１９２，０００円
１７，０６１，６２８，１００円
１０，３２４，３２３，７００円
５，０６４，７４８，９００円
１９，６１３，６４６，２００円
４０，８４０，０４７，７００円
１，５４６，２０２，６００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
５ 重 勝
計 １０９，９２３，４２５，５００円

総入場延人員 ３２０，２１５名 （有料入場延人員 ２７６，３０３名）


