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3309612月24日 晴 稍重 （24中山5）第9日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走9時55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
1：50．9

良
不良

24 ワールドレーヴ 牡2黒鹿55 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 464± 01：56．9 1．8�
48 ヤマニンビルトゥズ 牡2鹿 55 伊藤 工真土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 488＋ 61：57．22 75．3�
35 アルマライズ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 488＋ 81：57．62� 6．9�
23 ク ロ ノ マ ン 牡2青鹿 55

53 △嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 槇本牧場 438－101：58．02� 60．9�

11 オ ベ ロ ン 牡2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 482＋ 21：58．21� 16．2	
816 カミナリコゾウ 牡2栗 55 三浦 皇成田頭 勇貴氏 大和田 成 新冠 村上牧場 456－ 41：58．3� 34．7

713 ラ グ ー ン 牝2栗 54

51 ▲杉原 誠人桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 446－ 41：58．4クビ 318．2�
59 デルマカマイタチ 牡2黒鹿55 幸 英明浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B484± 01：58．5� 46．2�
36 カ ッ シ ー ニ 牡2鹿 55 松岡 正海松田 整二氏 田島 俊明 浦河 木戸口牧場 540± 0 〃 クビ 4．5
47 ヨイチピース 牡2栗 55 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 452± 01：58．92� 67．4�
714 キープトライン 牡2鹿 55 丸山 元気岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 三石川上牧場 B482－101：59．75 303．1�
612 ライトジャガー 牡2鹿 55 西田雄一郎井上 修一氏 佐藤 全弘 浦河 昭和牧場 B410＋ 8 〃 クビ 435．6�
510 チ ャ ッ ピ ー 牝2鹿 54 武士沢友治小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 490＋ 81：59．91� 243．2�
12 ジャストザオネスト 牡2黒鹿55 内田 博幸ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 488＋ 22：00．0� 8．6�
815 アラビアンドラゴン 牡2芦 55 北村 宏司吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 440－ 42：00．1クビ 65．9�
611 エアフォーゼ 牡2栗 55

52 ▲横山 和生 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 502＋ 42：00．31 79．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，150，500円 複勝： 49，531，500円 枠連： 19，587，200円
馬連： 58，337，900円 馬単： 40，542，400円 ワイド： 28，828，000円
3連複： 82，344，500円 3連単： 148，342，700円 計： 452，664，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 1，120円 � 210円 枠 連（2－4） 3，470円

馬 連 �� 6，860円 馬 単 �� 8，770円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 380円 �� 7，070円

3 連 複 ��� 12，410円 3 連 単 ��� 58，990円

票 数

単勝票数 計 251505 的中 � 115052（1番人気）
複勝票数 計 495315 的中 � 238869（1番人気）� 5648（10番人気）� 45795（3番人気）
枠連票数 計 195872 的中 （2－4） 4448（10番人気）
馬連票数 計 583379 的中 �� 6699（16番人気）
馬単票数 計 405424 的中 �� 3413（25番人気）
ワイド票数 計 288280 的中 �� 2502（24番人気）�� 22948（3番人気）�� 989（41番人気）
3連複票数 計 823445 的中 ��� 4898（29番人気）
3連単票数 計1483427 的中 ��� 1856（139番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．9―13．4―12．9―12．6―12．8―13．7―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．1―50．5―1：03．4―1：16．0―1：28．8―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．9
1
3
2，6，16－15（8，13）9，4，10，1，14（3，11）5，12－7・（2，6，16，9）（8，4）15（13，1）（3，14）10（11，5）7－12

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

勝馬の
紹 介

ワールドレーヴ �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．11．24 東京3着

2010．4．6生 牡2黒鹿 母 エルメスティアラ 母母 シンコウエルメス 3戦1勝 賞金 8，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アポロプラナー号・ウインギャラント号・オマツリマンボ号・コスモバレンタイン号・トキノロブロイ号・

ヤマガール号

3309712月24日 晴 稍重 （24中山5）第9日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時25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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

510 ハヤブサペコチャン 牝2栗 54 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462＋161：12．8 4．9�
35 ニキーヤダイヤ 牝2栗 54 内田 博幸池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 464＋ 2 〃 ハナ 8．2�
714 マリーズミイ 牝2鹿 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B436－ 21：12．9� 22．3�
24 ヒュウガミズキ 牝2鹿 54

51 ▲横山 和生山岸 桂市氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 462－ 2 〃 クビ 3．5�
713 カワイコチャン 牝2鹿 54 武士沢友治スリースターズレーシング 尾関 知人 新ひだか 前田 宗将 424± 01：13．0� 7．3�
36 プリティーキャロル 牝2芦 54

51 ▲杉原 誠人伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 456± 01：13．31� 22．2�
612 ディアアスペン 牝2栗 54 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 青森 野々宮牧場 B450＋ 21：13．4� 74．3	
59 ナルミチャン 牝2鹿 54 北村 宏司
日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 462＋ 21：13．5クビ 7．1�
23 ス ペ リ オ ル 牝2黒鹿54 川須 栄彦下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 476＋ 41：13．71� 103．9�
611 プリンセスペガサス 牝2栗 54 松岡 正海外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 462± 01：13．91� 53．7
11 デイドリーマー 牝2鹿 54 田辺 裕信 H.H．シェイク・ハムダン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424＋ 2 〃 クビ 5．2�
47 グランパドゥシャ 牝2鹿 54

51 ▲山崎 亮誠
ターフ・スポート矢野 英一 新冠 長浜牧場 B442＋ 41：14．0クビ 117．5�
12 ナスケンプレアデス 牝2黒鹿54 伊藤 工真那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 464＋12 〃 アタマ 160．9�
48 チェリーヘステイア 牝2栃栗54 津村 明秀櫻井 悦朗氏 大和田 成 浦河 北俣 牧夫 414± 01：14．1� 83．0�
816 キャロルツリー 牝2鹿 54

52 △嶋田 純次�Basic 田島 俊明 新冠 高橋 忍 420＋ 41：14．31� 271．0�
815 オレンジフレア 牝2栗 54 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 奥山 博 396－101：15．36 57．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，681，100円 複勝： 44，803，200円 枠連： 19，097，900円
馬連： 67，029，100円 馬単： 39，503，700円 ワイド： 31，906，500円
3連複： 82，870，400円 3連単： 127，238，600円 計： 438，130，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 250円 � 280円 � 480円 枠 連（3－5） 1，130円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 910円 �� 2，160円 �� 3，700円

3 連 複 ��� 28，350円 3 連 単 ��� 105，990円

票 数

単勝票数 計 256811 的中 � 41538（2番人気）
複勝票数 計 448032 的中 � 51857（4番人気）� 44682（6番人気）� 22040（7番人気）
枠連票数 計 190979 的中 （3－5） 13326（5番人気）
馬連票数 計 670291 的中 �� 18186（14番人気）
馬単票数 計 395037 的中 �� 6877（22番人気）
ワイド票数 計 319065 的中 �� 9552（14番人気）�� 3824（23番人気）�� 2210（31番人気）
3連複票数 計 828704 的中 ��� 2158（71番人気）
3連単票数 計1272386 的中 ��� 886（284番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．4―12．3―13．0―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．5―45．8―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F39．3
3 4（1，6，12）14，8（2，10）9，15，13（3，5）7，16＝11 4 4（1，6）12（2，8，14）－（9，10）（13，5）3（7，15）16－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハヤブサペコチャン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．6．24 函館3着

2010．1．26生 牝2栗 母 アイチェックユー 母母 Joan’s Gift 4戦1勝 賞金 8，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シキランマン号

第５回 中山競馬 第９日

対象レース

対象レース



3309812月24日 晴 稍重 （24中山5）第9日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時55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
1：50．9

良
不良

713� イヤーオブドラゴン 牡2鹿 55 北村 宏司窪田 康志氏 大竹 正博 米 Sally An-
dersen 498± 01：57．6 1．4�

714 ティアサンシャイン 牝2青鹿54 川須 栄彦岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 488± 01：58．02� 95．2�

611 アキレスバイオ 牡2芦 55 蛯名 正義バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 486＋ 41：58．1	 25．2�
816 プラサスティ 牡2栗 55

53 △嶋田 純次山上 和良氏 加藤 和宏 新ひだか 由利 徳之 466－ 21：58．31� 20．3�
12 サイレンスバード 牡2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 482－ 21：58．72� 10．0�
612 ブルーローズ 牡2鹿 55

52 ▲杉原 誠人青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 456＋ 41：58．8クビ 36．8	
815 ケイジータイタン 牡2青鹿55 岩部 純二鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 518＋ 41：58．9	 11．9

59 フィードベア 牡2黒鹿55 田辺 裕信秀 大和田 成 日高 法理牧場 452＋ 21：59．53� 185．3�
11 セプテントリオ 牡2黒鹿55 内田 博幸 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514＋ 21：59．6� 8．2
35 クリアビュー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 458＋ 4 〃 ハナ 72．3�
48 マイネルガリオン 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 水上 習孝 530＋ 61：59．91	 31．6�
47 スカイタロー 牡2鹿 55 柴山 雄一元屋地文明氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 B488＋ 22：00．11� 68．8�
36 アルバラード 牡2鹿 55 三浦 皇成有限会社シルク伊藤 圭三 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 82：00．73� 186．0�
23 ヤマニンモントル 牡2黒鹿 55

52 ▲横山 和生土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 456± 0 〃 クビ 215．2�
24 ギルガードール 牡2鹿 55 中谷 雄太牧畠 清久氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター 422＋ 82：01．55 432．5�
510 フレンドリーゼウス 牡2栗 55 吉田 隼人増山 武志氏 中川 公成 浦河 山春牧場 450＋ 62：01．92� 146．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，407，800円 複勝： 104，937，700円 枠連： 25，364，500円
馬連： 65，692，800円 馬単： 50，147，200円 ワイド： 32，114，400円
3連複： 77，558，200円 3連単： 159，952，100円 計： 550，174，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 2，210円 � 390円 枠 連（7－7） 6，220円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 560円 �� 11，160円

3 連 複 ��� 21，130円 3 連 単 ��� 88，160円

票 数

単勝票数 計 344078 的中 � 203442（1番人気）
複勝票数 計1049377 的中 � 750773（1番人気）� 3907（13番人気）� 26892（6番人気）
枠連票数 計 253645 的中 （7－7） 3214（14番人気）
馬連票数 計 656928 的中 �� 8463（17番人気）
馬単票数 計 501472 的中 �� 5623（18番人気）
ワイド票数 計 321144 的中 �� 3807（22番人気）�� 16416（4番人気）�� 714（59番人気）
3連複票数 計 775582 的中 ��� 2710（58番人気）
3連単票数 計1599521 的中 ��� 1339（219番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―13．1―13．3―12．7―12．3―13．2―13．6―14．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―37．9―51．2―1：03．9―1：16．2―1：29．4―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．7―3F41．4
1
3
16（2，3）6，15，8（5，13）（10，12）（11，14）4，7－9，1
16（2，13）3－（15，14）（6，8，12，11）5－10，9（4，7）－1

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

勝馬の
紹 介

�イヤーオブドラゴン �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2012．12．1 中山2着

2010．4．6生 牡2鹿 母 Spun Gold 母母 Wicked Mama 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ティアサンシャイン号の調教師谷原義明は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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） 1頭 ベルモントジョーイ号
（非抽選馬） 3頭 ツクバヒタチオー号・ベールグリーン号・ラヴァーズブラック号

3309912月24日 晴 良 （24中山5）第9日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時25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

818 セクシイサウンド 牝2鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 496＋ 22：04．4 11．1�
23 マイネルジェイド 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 442－ 4 〃 クビ 7．4�
12 トウカイフェスタ 牡2鹿 55 北村 宏司内村 正則氏 栗田 徹 浦河 帰山 清貴 498－ 2 〃 ハナ 4．2�
11 ブルジュオン 牝2黒鹿54 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 62：04．5� 6．2�
816 ガ ウ チ ョ 牡2鹿 55 松岡 正海阿部 幸暉氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム 486＋ 62：04．92� 14．0�
36 トーセンウィンドウ 牝2栗 54 江田 照男島川 	哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 454＋ 62：05．0クビ 12．2

47 カネトシエターナル 牝2栗 54 幸 英明兼松 利男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 土田 扶美子 426－ 62：05．32 12．7�
714 トーホウギルス 牡2栗 55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 452－ 6 〃 ハナ 3．5�
713 コ イ コ イ 牡2栗 55 田辺 裕信中村 祐子氏 菊川 正達 新冠 小泉牧場 444± 02：05．51� 37．9
612 シゲルオオイヌザ 牡2青鹿55 丸田 恭介森中 蕃氏 武市 康男 新冠 長浜 秀昭 464± 0 〃 クビ 74．4�
817 テワヒポウナム 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 430＋ 22：05．92� 55．1�
59 ハタノブリンデ 牡2栗 55

52 ▲横山 和生 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B432－ 62：06．0� 236．4�

48 ドクタールキア 牝2鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 446＋ 2 〃 クビ 58．6�
35 サンマルスピリット 牡2鹿 55 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 486＋10 〃 アタマ 95．9�
611 グリーティングワン 牡2黒鹿 55

52 ▲杉原 誠人井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434＋182：06．1� 257．6�

24 ピ ウ ピ ウ 牝2栗 54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 430＋ 62：06．2� 162．9�
510 ヤマニングランバル 牡2栗 55 柴山 雄一土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 422－ 82：06．51� 288．7�
715 ア ズ ー リ 牡2栗 55 川須 栄彦�ノースヒルズ 尾関 知人 新ひだか 前田 宗将 428＋ 22：07．77 79．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，667，100円 複勝： 42，667，600円 枠連： 27，217，700円
馬連： 70，365，000円 馬単： 40，182，200円 ワイド： 32，763，400円
3連複： 85，846，800円 3連単： 131，640，900円 計： 454，350，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 290円 � 230円 � 180円 枠 連（2－8） 2，700円

馬 連 �� 5，430円 馬 単 �� 11，300円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 1，040円 �� 520円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 47，260円

票 数

単勝票数 計 236671 的中 � 16812（5番人気）
複勝票数 計 426676 的中 � 34464（5番人気）� 48206（4番人気）� 73365（2番人気）
枠連票数 計 272177 的中 （2－8） 7954（13番人気）
馬連票数 計 703650 的中 �� 10217（21番人気）
馬単票数 計 401822 的中 �� 2625（44番人気）
ワイド票数 計 327634 的中 �� 4554（21番人気）�� 8126（10番人気）�� 17862（2番人気）
3連複票数 計 858468 的中 ��� 10496（20番人気）
3連単票数 計1316409 的中 ��� 2056（157番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．7―49．4―1：02．5―1：15．0―1：27．6―1：40．0―1：52．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．8
1
3

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

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

セクシイサウンド �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ボールドノースマン デビュー 2012．9．16 中山3着

2010．5．5生 牝2鹿 母 ラブリースイート 母母 アカリホマレ 4戦1勝 賞金 8，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アルファグッキー号・クリスフォンテン号・クリノグランデ号・ハイパージュエル号・ボンジュールリリー号・

マイネルミラノ号
（非抽選馬） 1頭 クリノチョモラーリ号

対象レース 対象レース



3310012月24日 晴 良 （24中山5）第9日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時15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

24 コスモマートレット 牡2鹿 55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ムラカミファーム 486 ―1：37．4 3．3�
12 ル タ ド ー ル 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �オリオンファーム 牧 光二 日高 オリオンファーム 484 ―1：37．5� 4．3�
11 カ ナ ル ナ ニ 牝2芦 54 柴田 善臣 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 502 ―1：37．6� 9．1�
510 ファイアマーシャル 牝2鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 436 ― 〃 ハナ 4．1�
816 フライングマオ 牝2黒鹿 54

51 ▲杉原 誠人森口	一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 446 ―1：37．92 31．7

36 ノエルキャロル 牡2鹿 55 三浦 皇成吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 454 ―1：38．11	 11．8�
612 ナムラショウリ 牡2鹿 55 田辺 裕信奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 430 ―1：38．52� 29．8�
815 チ サ ト 牝2栗 54 丸山 元気鈴木 照雄氏 中川 公成 日高 合資会社カ

ネツ牧場 460 ― 〃 クビ 34．0
48 ジュルヴォアソング 牡2鹿 55 伊藤 工真廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 496 ―1：38．81� 36．3�

（ジュルボアソング）

23 ヒシエメラルド 牝2鹿 54
52 △嶋田 純次阿部 雅英氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット 444 ―1：38．9クビ 58．9�

35 ビッグワンボーイ 牡2黒鹿55 木幡 初広小林 章氏 蛯名 利弘 新ひだか 原 フアーム 444 ― 〃 アタマ 84．7�
713 コンポーザー 牝2鹿 54 宮崎 北斗�髙昭牧場 小野 次郎 浦河 高昭牧場 480 ―1：39．0� 183．3�
714 ベニバナタイザン 牝2鹿 54 幸 英明ベニバナ組合 畠山 吉宏 日高 ヤナガワ牧場 430 ―1：39．31� 106．5�
47 カネコメヨイコ 牝2芦 54 柴山 雄一髙岡 義雄氏 清水 英克 日高 正和山本牧場 448 ―1：39．83 62．9�
59 デルマハンニャ 牝2鹿 54

52 △西村 太一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 420 ― 〃 クビ 125．7�
611 ダイワボビー 牝2鹿 54 丸田 恭介大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 472 ―1：40．11� 10．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，882，000円 複勝： 38，087，800円 枠連： 23，502，700円
馬連： 70，677，500円 馬単： 42，898，300円 ワイド： 30，605，200円
3連複： 79，541，500円 3連単： 133，665，500円 計： 444，860，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 140円 � 240円 枠 連（1－2） 560円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 280円 �� 660円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 7，060円

票 数

単勝票数 計 258820 的中 � 62586（1番人気）
複勝票数 計 380878 的中 � 81433（1番人気）� 80363（2番人気）� 32017（4番人気）
枠連票数 計 235027 的中 （1－2） 32775（1番人気）
馬連票数 計 706775 的中 �� 74303（1番人気）
馬単票数 計 428983 的中 �� 22115（1番人気）
ワイド票数 計 306052 的中 �� 32623（1番人気）�� 11471（6番人気）�� 10818（7番人気）
3連複票数 計 795415 的中 ��� 31255（2番人気）
3連単票数 計1336655 的中 ��� 13983（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―36．6―49．0―1：01．4―1：13．7―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモマートレット �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ブラックタイアフェアー 初出走

2010．3．22生 牡2鹿 母 シルクスウィフト 母母 ルミネッセンス 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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 アイサメヤラズ号・アシタハテンキ号・アラマサウイン号・アンナチュラル号・エメラルドカナン号・オシダシ号・

オーディション号・クラウンアルテミス号・コスモシャイニング号・コスモスマイル号・プヴォワール号・
ルヴィロンザ号

3310112月24日 晴 稍重 （24中山5）第9日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時45分 （ダート・右）

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
1：52．7
1：50．9

良
不良

815 フクノカシオペア 牝2栗 54 的場 勇人福島 実氏 小島 茂之 浦河 バンブー牧場 474 ―1：57．4 6．4�
612 グリューネヴォッヘ 牝2鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 クビ 5．5�
713 メイプルミルク 牝2栗 54 宮崎 北斗節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 448 ―1：58．46 36．6�
816 タマモマイヒメ 牝2鹿 54 田辺 裕信タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B474 ―1：58．71� 32．6�
11 ターワカチーナ 牝2栗 54 幸 英明吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 514 ―2：00．310 2．7�
510 モ カ 牝2鹿 54 内田 博幸広尾レース� 国枝 栄 大樹 大樹ファーム 484 ―2：00．4クビ 7．1	
48 ヘイブンズギフト 牝2栗 54 三浦 皇成 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 444 ―2：00．5� 10．4

59 フ レ ン ズ 牝2芦 54 蛯名 正義林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 466 ―2：00．71� 13．3�
714 メイショウキリコ 牝2鹿 54

52 △西村 太一松本 好雄氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 534 ― 〃 ハナ 137．8�
35 メビュースプラチナ 牝2青鹿54 松岡 正海備前島敏子氏 伊藤 大士 新ひだか 藤原牧場 436 ―2：00．8� 14．0
47 ニシノオタフク 牝2鹿 54 村田 一誠西山 茂行氏 田中 剛 新ひだか 本桐牧場 482 ―2：01．54 33．4�
23 ロスカティオス 牝2栗 54 大庭 和弥手嶋 康雄氏 松永 康利 別海 野付ライディ

ングファーム 436 ―2：02．03 182．0�
611 スイートワルツ 牝2鹿 54 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 480 ―2：02．74 42．6�
12 タカイチワルツ 牝2栗 54

51 ▲高嶋 活士髙橋 一郎氏 嶋田 潤 日高 山本 通則 528 ―2：02．8� 126．4�
（マウントブック）

24 ナデシコホマレ 牝2栗 54 江田 照男 �ローレルレーシング 矢野 照正 日高 春木 昭雄 452 ―2：03．97 37．4�
36 マルティオス 牝2鹿 54 吉田 隼人藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント 448 ―2：04．43 92．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，149，600円 複勝： 37，098，800円 枠連： 22，786，000円
馬連： 64，919，500円 馬単： 39，687，100円 ワイド： 29，335，800円
3連複： 73，312，800円 3連単： 118，993，900円 計： 411，283，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 220円 � 880円 枠 連（6－8） 1，560円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 740円 �� 3，730円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 18，670円 3 連 単 ��� 81，320円

票 数

単勝票数 計 251496 的中 � 31426（3番人気）
複勝票数 計 370988 的中 � 49193（3番人気）� 51320（2番人気）� 8785（12番人気）
枠連票数 計 227860 的中 （6－8） 11491（7番人気）
馬連票数 計 649195 的中 �� 23456（7番人気）
馬単票数 計 396871 的中 �� 6527（15番人気）
ワイド票数 計 293358 的中 �� 11030（6番人気）�� 2006（38番人気）�� 2183（36番人気）
3連複票数 計 733128 的中 ��� 2899（67番人気）
3連単票数 計1189939 的中 ��� 1080（265番人気）

ハロンタイム 12．5―12．2―13．9―14．3―13．0―12．9―12．8―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．7―38．6―52．9―1：05．9―1：18．8―1：31．6―1：44．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フクノカシオペア �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2010．3．30生 牝2栗 母 トゥギャザー 母母 シンシンパッション 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナデシコホマレ号・マルティオス号は，平成25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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カミノエンジェル号

対象レース 対象レース



3310212月24日 晴 良 （24中山5）第9日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時15分 （芝・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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

48 コスモユッカ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 480＋ 82：03．1 14．9�
23 インプレザリオ 牡4栗 57 村田 一誠青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 490＋ 42：03．31� 6．1�
510 プレミアムテースト 牡4青 57 柴田 善臣 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 442－ 22：03．51� 8．7�
47 ジャングルクルーズ 牡3鹿 56 内田 博幸窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510± 0 〃 アタマ 3．6�
24 ロンギングダンサー 牡3黒鹿56 蛯名 正義坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 5．2�
11 ディサイファ 牡3鹿 56 江田 照男 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 42：03．6	 8．0	
818 ライトヴァース 牡3鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 4 〃 アタマ 41．6

817
 アルティスト 牡5鹿 57

54 ▲杉原 誠人塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 496＋ 8 〃 クビ 53．2�
714 ロ ジ テ ー ル 牡3鹿 56 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 482＋ 6 〃 ハナ 67．4�
59 マイネルテンクウ 牡3鹿 56 田辺 裕信 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 508＋ 42：03．7クビ 35．6�
12 マイネルヴァルム 牡4青鹿57 松岡 正海 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 470＋102：03．8� 56．3�
36 クイーンアルタミラ 牝3黒鹿54 西田雄一郎柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 482＋ 8 〃 ハナ 53．6�
35 トモロマイスター 牡5黒鹿 57

55 △嶋田 純次戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 458－ 2 〃 クビ 35．7�
611 ロングスローイン 牡4鹿 57 幸 英明渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 490＋ 42：03．9� 30．8�
713 クールエレガンス 牡5青鹿57 吉田 隼人臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 508－ 22：04．0	 9．3�
816 メジロダイボサツ 牡4鹿 57 中舘 英二岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 468＋182：04．53 50．7�
612
 サクライーグル 牡4栗 57 木幡 初広さくらコマース高橋 文雅 新ひだか 西村 和夫 468－ 82：04．6クビ 224．5�
715
 クラウンカンターレ 牡3黒鹿56 柴山 雄一矢野 悦三氏 松永 康利 熊本 有限会社

宮村牧場 466－ 22：05．77 247．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，416，800円 複勝： 60，358，100円 枠連： 32，292，000円
馬連： 100，940，300円 馬単： 54，106，400円 ワイド： 44，275，500円
3連複： 119，753，000円 3連単： 190，109，900円 計： 633，252，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 460円 � 220円 � 340円 枠 連（2－4） 520円

馬 連 �� 4，620円 馬 単 �� 10，660円

ワ イ ド �� 880円 �� 2，120円 �� 970円

3 連 複 ��� 10，970円 3 連 単 ��� 86，720円

票 数

単勝票数 計 314168 的中 � 16703（7番人気）
複勝票数 計 603581 的中 � 31226（7番人気）� 81903（3番人気）� 46063（6番人気）
枠連票数 計 322920 的中 （2－4） 49090（1番人気）
馬連票数 計1009403 的中 �� 17221（17番人気）
馬単票数 計 541064 的中 �� 3749（37番人気）
ワイド票数 計 442755 的中 �� 13462（10番人気）�� 5308（22番人気）�� 12124（12番人気）
3連複票数 計1197530 的中 ��� 8063（29番人気）
3連単票数 計1901099 的中 ��� 1618（233番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―36．9―49．9―1：02．8―1：15．3―1：27．7―1：39．5―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

コスモユッカ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2011．7．9 函館2着

2009．4．12生 牡3鹿 母 モエレフレッシュ 母母 エルフィッシュ 13戦2勝 賞金 27，208，000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 マイティージュニア号
（非抽選馬） 1頭 カシノグリーディ号

3310312月24日 晴 稍重 （24中山5）第9日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時45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 9，700，000円 3，900，000円 2，400，000円 1，500，000円 970，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

12 スノードラゴン 牡4芦 57 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 504－ 21：10．7 2．4�
24 コスモケンジ 牡4栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 500± 01：10．91� 6．4�
815	 インディーズゲーム 牡4鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 472± 01：11．22 3．5�
816 クレバーデステニー 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド 460－ 2 〃 ハナ 17．8�
510 クォリティシーズン 牝4黒鹿55 三浦 皇成水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 442－ 21：11．4
 13．8	
36 ローブドヴルール 牝6鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 498＋ 81：11．61� 89．6

35 フォースフル 牡3黒鹿 56

54 △嶋田 純次�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 488＋ 41：11．7� 73．3�
48 バ ル ー ン 牡5鹿 57 川須 栄彦白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 B496＋ 6 〃 クビ 21．1�
714 ワンモアジョー 牡5鹿 57 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 482＋101：12．01
 79．1
23 コ コ カ ラ 牡5栗 57 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム 514＋ 6 〃 ハナ 256．3�
47 クロフォード 牝5青 55

52 ▲平野 優 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 ハナ 113．6�
11 アルベルティ 牡4鹿 57 幸 英明 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 504－ 41：12．1クビ 42．5�
59 ロックドクトリン 牝4黒鹿55 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 484＋201：12．2� 92．6�
611 サンセルマン 牡3黒鹿 56

53 ▲杉原 誠人井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 462＋ 6 〃 ハナ 224．6�
713 ラ フ ァ ダ リ 牝3黒鹿54 中舘 英二 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 21：13．05 10．0�
612	 ナイトオブザオペラ 牝5黒鹿55 北村 宏司 �オリオンファーム 木村 哲也 米 Ocala

Horses, LLC 496－121：14．06 34．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，843，000円 複勝： 66，595，200円 枠連： 28，229，400円
馬連： 112，243，800円 馬単： 67，719，900円 ワイド： 47，899，000円
3連複： 131，307，700円 3連単： 244，963，000円 計： 735，801，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（1－2） 710円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 280円 �� 170円 �� 380円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 368430 的中 � 123167（1番人気）
複勝票数 計 665952 的中 � 222900（1番人気）� 75717（3番人気）� 147667（2番人気）
枠連票数 計 282294 的中 （1－2） 31469（2番人気）
馬連票数 計1122438 的中 �� 118460（2番人気）
馬単票数 計 677199 的中 �� 45664（3番人気）
ワイド票数 計 478990 的中 �� 41550（2番人気）�� 83743（1番人気）�� 28360（3番人気）
3連複票数 計1313077 的中 ��� 146748（1番人気）
3連単票数 計2449630 的中 ��� 58592（3番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．9―12．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．9―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 5（11，13）（3，16）（6，7，15）4（10，12）2（8，14）1－9 4 5（3，11）（4，6，13，16）（2，7，15）（1，10）14（8，12）－9

勝馬の
紹 介

スノードラゴン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2010．8．28 新潟2着

2008．4．6生 牡4芦 母 マイネカプリース 母母 ダイナカプリ 19戦4勝 賞金 77，609，000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。
（非抽選馬） 1頭 ハワイアンシュガー号

対象レース 対象レース



3310412月24日 晴 稍重 （24中山5）第9日 第9競走 ��
��1，200�

ふゆざくら

冬 桜 賞
発走14時15分 （ダート・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

59 ルミナスウイング 牡2鹿 55 津村 明秀 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476－ 21：11．5 8．9�
510 ミヤジエルビス 牡2青鹿55 幸 英明曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 488＋ 2 〃 クビ 1．5�
24 ラインミーティア 牡2鹿 55 蛯名 正義大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 458＋ 61：12．35 9．1�
612� チェリーサターン 牡2栗 55 武士沢友治櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 北俣 牧夫 522＋ 41：12．51� 112．4�
713 エトルアンフルール 牝2栗 54 川須 栄彦村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 470－ 21：12．6� 14．3�
12 ゴーインググレート 牡2栗 55 北村 宏司田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 458＋101：12．7クビ 44．9	
11 ケイアイエイト 牡2鹿 55 柴田 善臣 
啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田牧場 488± 0 〃 クビ 12．7�
47 � ベストヒット 牝2栗 54 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 480＋121：12．8� 37．2�
815� プロティアン 牡2鹿 55 宮崎 北斗�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 468＋ 21：12．9� 41．6
714 ア ビ ス コ 牡2芦 55 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス
 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 494＋ 41：13．11	 26．5�
816� マンボマーチ 牝2青鹿54 木幡 初広栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか グランド牧場 452－ 2 〃 ハナ 259．8�
611 カラダエーピー 牝2栗 54 田中 博康子安 裕樹氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 470± 01：13．2� 303．3�
36 ショウナンアポロン 牡2鹿 55 西村 太一国本 哲秀氏 古賀 史生 洞爺湖 メジロ牧場 492＋ 81：13．3
 36．0�
23 ワンダービリーヴ 牝2鹿 54 的場 勇人半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 438－ 61：13．93� 94．7�
48 リ シ ェ ス 牝2芦 54 吉田 隼人原 �子氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 448± 01：14．0
 94．2�
35 ビレッジトレンディ 牝2鹿 54 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 452± 01：14．32 60．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，405，700円 複勝： 83，800，100円 枠連： 40，082，900円
馬連： 133，817，600円 馬単： 86，008，200円 ワイド： 54，775，800円
3連複： 145，570，500円 3連単： 302，759，400円 計： 896，220，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 200円 � 110円 � 160円 枠 連（5－5） 680円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 320円 �� 770円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 9，840円

票 数

単勝票数 計 494057 的中 � 43890（2番人気）
複勝票数 計 838001 的中 � 64202（3番人気）� 426623（1番人気）� 89802（2番人気）
枠連票数 計 400829 的中 （5－5） 46779（3番人気）
馬連票数 計1338176 的中 �� 167073（2番人気）
馬単票数 計 860082 的中 �� 30383（7番人気）
ワイド票数 計 547758 的中 �� 45281（2番人気）�� 15791（7番人気）�� 73112（1番人気）
3連複票数 計1455705 的中 ��� 98041（1番人気）
3連単票数 計3027594 的中 ��� 22717（20番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．5―12．2―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．9―46．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルミナスウイング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．7．7 中京中止

2010．3．5生 牡2鹿 母 ルミナスポイント 母母 ソ ニ ン ク 4戦2勝 賞金 14，885，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アポロヌリー号・イーサンヘイロー号・クリスタルカイザー号・クレバーカイオウ号・ジェイケイホーム号・

スズヨストラ号

3310512月24日 晴 良 （24中山5）第9日 第10競走 ��
��2，200�クリスマスカップ

発走14時50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 17，000，000円 6，800，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，700，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

47 サトノアポロ 牡4黒鹿57 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506± 02：13．4 3．3�
36 サクセスパシュート 牡4鹿 57 吉田 隼人髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 478± 0 〃 クビ 9．5�
59 タニノエポレット 牡5鹿 57 丸田 恭介谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 508－ 4 〃 アタマ 11．7�
24 ツルミプラチナム 牡5黒鹿57 柴山 雄一�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 478－ 22：13．61� 10．1�
35 タガノビッグバン 牡3黒鹿55 中舘 英二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502＋ 62：13．91	 5．0�
612 ピュアブリーゼ 牝4栗 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 468＋122：14．53
 32．4	
23 ホッコーガンバ 牡4鹿 57 勝浦 正樹矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 梅田牧場 498± 0 〃 クビ 11．3

611 ビンテージチャート 牡6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 538＋10 〃 ハナ 38．2�
713� アサティスボーイ 牡8鹿 57 江田 照男廣松 金次氏 古賀 慎明 新冠 八木サニー

ファーム 464＋ 82：14．6クビ 115．0�
11 スピードリッパー 牝4栗 55 伊藤 工真吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 468－ 42：14．81� 70．8
510 ドリームノクターン 牡7鹿 57 柴田 大知セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 518＋ 82：15．01
 72．7�
12 セタガヤフラッグ 牡9鹿 57 川須 栄彦千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム 466＋ 42：15．31	 155．0�
714 サトノシュレン 牡4黒鹿57 三浦 皇成里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 486＋ 6 〃 クビ 4．7�
816 マイネルシュトルム 牡6栗 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 524＋ 62：16．04 35．8�
815 エスカナール 牝4黒鹿55 松岡 正海下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 476－ 62：16．21� 29．0�

（15頭）
48 カ フ ナ 牡4黒鹿57 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 40，203，400円 複勝： 71，803，800円 枠連： 50，509，500円
馬連： 117，941，700円 馬単： 58，641，500円 ワイド： 46，908，800円
3連複： 101，209，000円 3連単： 175，048，100円 計： 662，265，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 260円 � 290円 枠 連（3－4） 550円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 610円 �� 920円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 20，220円

票 数

単勝票数 差引計 402034（返還計114144） 的中 � 96888（1番人気）
複勝票数 差引計 718038（返還計164754） 的中 � 180884（1番人気）� 64841（5番人気）� 54686（6番人気）
枠連票数 差引計 505095（返還計 58546） 的中 （3－4） 72380（1番人気）
馬連票数 差引計1179417（返還計776070） 的中 �� 61606（4番人気）
馬単票数 差引計 586415（返還計382566） 的中 �� 21359（3番人気）
ワイド票数 差引計 469088（返還計224654） 的中 �� 21024（4番人気）�� 13196（9番人気）�� 8046（18番人気）
3連複票数 差引計1012090（返還計1141436） 的中 ��� 14609（16番人気）
3連単票数 差引計1750481（返還計2119113） 的中 ��� 6390（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．2―36．4―48．7―1：01．0―1：12．7―1：24．4―1：36．2―1：48．4―2：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．2
1
3
3，5（1，12）（4，7，15）16（2，6，14）11，10（9，13）・（3，5）（12，7，15）（1，4）（6，14，10）（2，16）（9，11）－13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノアポロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Bering デビュー 2010．8．1 新潟4着

2008．5．11生 牡4黒鹿 母 ミスベルベール 母母 Miss Afrique 11戦4勝 賞金 59，855，000円
〔競走除外〕 カフナ号は，馬場入場後に疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。

対象レース 対象レース



3310612月24日 晴 稍重 （24中山5）第9日 第11競走
近代競馬150周年記念

��
��1，800�2012フェアウェルステークス

発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，23．12．24以降24．12．16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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000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

35 グランドシチー 牡5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 494－ 61：51．5 6．9�
48 ホッコータルマエ 牡3鹿 57 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム 486－ 21：51．92� 1．8�
59 グリッターウイング 牡5栗 55 内田 博幸吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 520＋101：52．43 7．3�
36 フ リ ソ 牡6鹿 55 丸山 元気藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム 498＋201：52．82� 74．3�
23 バーディバーディ 牡5黒鹿58．5 北村 宏司里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 B504＋18 〃 クビ 13．8�
611 ス エ ズ �7鹿 54 田辺 裕信吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 512＋ 21：52．9	 58．2	
815 パワーストラグル 牡6黒鹿56 柴田 善臣 �グリーンファーム加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B470＋ 81：53．0クビ 40．0

816
 エアマックール 牡7黒鹿55 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm 484＋ 81：53．21� 92．8�
47 セ イ リ オ ス 牡5鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B502＋121：53．3	 84．4
714 ガンマーバースト 牡5鹿 55 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 504＋ 61：53．4クビ 35．0�
24 プレシャスジェムズ 牝5黒鹿53 吉田 隼人 �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 506± 01：53．82� 67．7�
612 タマモクリエイト 牡7鹿 53 柴田 大知タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 514＋ 41：54．33 219．1�
11 ボクノタイヨウ 牡7黒鹿51 田中 健平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 490＋ 21：54．4� 224．4�
713 オメガファルコン �7鹿 54 丸田 恭介原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 506＋ 81：54．71	 109．4�
12 スタッドジェルラン 牡6栗 56 松岡 正海久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 498± 01：54．8クビ 17．2�
510 アイファーソング 牡4青鹿55 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 492－ 61：55．22� 7．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，732，600円 複勝： 111，791，400円 枠連： 87，272，500円
馬連： 337，893，800円 馬単： 197，602，800円 ワイド： 110，584，800円
3連複： 398，067，400円 3連単： 923，734，300円 計： 2，241，679，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 160円 � 110円 � 190円 枠 連（3－4） 600円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 250円 �� 740円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 7，380円

票 数

単勝票数 計 747326 的中 � 85948（2番人気）
複勝票数 計1117914 的中 � 155493（2番人気）� 419488（1番人気）� 113242（4番人気）
枠連票数 計 872725 的中 （3－4） 114892（2番人気）
馬連票数 計3378938 的中 �� 433800（1番人気）
馬単票数 計1976028 的中 �� 87556（6番人気）
ワイド票数 計1105848 的中 �� 128354（1番人気）�� 34120（7番人気）�� 101780（3番人気）
3連複票数 計3980674 的中 ��� 261125（2番人気）
3連単票数 計9237343 的中 ��� 92403（16番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．6―13．2―12．3―11．8―12．7―13．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―35．8―49．0―1：01．3―1：13．1―1：25．8―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．4
1
3

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

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5鹿 母 レディクラシック 母母 タケバンザイ 20戦7勝 賞金 136，576，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ナニハトモアレ号・ハギノリベラ号・マカニビスティー号

3310712月24日 晴 良 （24中山5）第9日 第12競走 ��
��1，200�ハッピーエンドカップ

発走16時00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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 ラフレーズカフェ 牝3青鹿54 柴山 雄一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 478＋ 41：09．2 10．4�
59 ブランダムール 牝3栗 54 吉田 隼人�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 446± 0 〃 クビ 8．2�
48 オコレマルーナ 牡3青鹿56 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 448＋ 61：09．3クビ 2．1�
815 レッドエレンシア 牝4黒鹿55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 434＋ 61：09．4� 8．5�
35 	 ケンブリッジヒーロ 牡4栗 57 杉原 誠人中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 466－ 6 〃 ハナ 24．3	
510 シルクブルックリン 牡3黒鹿56 北村 宏司有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 564＋121：09．5� 44．6

714 フローラルホール 牝4鹿 55 蛯名 正義小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 484＋10 〃 ハナ 32．1�
611 アブマーシュ 牝3鹿 54 黛 弘人伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 484＋141：09．6クビ 69．6�
612 サ ク ラ ベ ル 牝4栗 55 幸 英明�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 490＋ 21：09．7
 61．2
24 	 パイライトパワー 牝3鹿 54 川須 栄彦西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 444± 01：09．8クビ 32．7�
816 ストロングロビン 牡6鹿 57 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 478－ 8 〃 クビ 96．3�
11 	 エ ク レ ウ ス 牡7黒鹿57 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B494＋ 41：10．12 197．3�
713 ツインクルスター 牝3栗 54 津村 明秀岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 480＋101：10．84 7．9�
12 ダイナミズム 牝5鹿 55 中舘 英二吉田 和子氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 81：10．9
 172．9�
36 タマニューホープ 牡6鹿 57 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 478＋ 2 〃 クビ 13．2�
23 コスモアクセス 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 41：11．0クビ 17．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，945，300円 複勝： 86，408，700円 枠連： 64，456，200円
馬連： 233，254，600円 馬単： 128，268，900円 ワイド： 79，103，400円
3連複： 267，136，900円 3連単： 557，224，700円 計： 1，487，798，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 280円 � 190円 � 130円 枠 連（4－5） 760円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 13，100円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 660円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 34，420円

票 数

単勝票数 計 719453 的中 � 54679（5番人気）
複勝票数 計 864087 的中 � 61081（6番人気）� 106160（2番人気）� 254106（1番人気）
枠連票数 計 644562 的中 （4－5） 66958（3番人気）
馬連票数 計2332546 的中 �� 32568（15番人気）
馬単票数 計1282689 的中 �� 7227（41番人気）
ワイド票数 計 791034 的中 �� 10704（16番人気）�� 31156（6番人気）�� 65899（1番人気）
3連複票数 計2671369 的中 ��� 59255（6番人気）
3連単票数 計5572247 的中 ��� 11948（89番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．2―11．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．5―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフレーズカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Trempolino デビュー 2011．7．17 新潟1着

2009．5．5生 牝3青鹿 母 ロリポップガール 母母 Icy Pop 13戦3勝 賞金 50，167，000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 アルベルトバローズ号・トレノソルーテ号・ノボピュアリティ号・ヤマニングルノイユ号

２レース目 ４レース目
対象レース 対象レース



（24中山5）第9日 12月24日（月曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 195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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

212，240，000円
2，080，000円
9，410，000円
2，180，000円
19，040，000円
67，335，000円
5，070，000円
1，872，000円

勝馬投票券売得金
464，484，900円
797，883，900円
440，398，500円
1，433，113，600円
845，308，600円
569，100，600円
1，644，518，700円
3，213，673，100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 9，408，481，900円

総入場人員 28，356名 （有料入場人員 ）



平成24年度 第5回中山競馬 総計

競走回数 107回 出走延頭数 1，624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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，564，620，000円
6，240，000円
80，780，000円
24，190，000円
233，220，000円
563，296，000円
48，407，200円
15，590，400円

勝馬投票券売得金
5，090，172，100円
7，501，320，300円
4，603，467，100円
16，946，853，900円
10，051，783，800円
5，809，946，200円
20，941，822，800円
41，726，988，400円
803，434，000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 113，475，788，600円

総入場延人員 317，894名 （有料入場延人員 255，499名）
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