
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。


