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3300111月30日 晴 良 （25中山5）第1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）

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

11 シゲルトオトウミ 牝2栗 54 後藤 浩輝森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 444＋ 21：13．4 18．7�
816 ア マ ア マ 牝2栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 436＋ 61：13．5� 1．6�
12 キービスケット 牝2黒鹿54 北村 宏司北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 482－ 41：13．81� 12．4�
48 メイショウベルシア 牝2鹿 54 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 462＋121：14．01� 174．0�
815 コウセイマユヒメ 牝2鹿 54

53 ☆横山 和生杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 456± 01：14．21� 9．6�
35 ワンダースマイル 牝2黒鹿54 松岡 正海伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 466－ 41：14．41� 17．3�
36 クラウンシンホニー 牝2鹿 54 津村 明秀	クラウン 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 484± 0 〃 ハナ 7．8

611 トーホウクローバー 牝2黒鹿54 柴田 善臣東豊物産	 古賀 史生 日高 竹島 幸治 472－ 61：14．82� 27．6�
510 スマートラムダ 牝2鹿 54 丸田 恭介大川 徹氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 61：15．01� 155．7�
714 ヨザクラオシチ 牝2栗 54 石橋 脩福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 478± 0 〃 クビ 116．8
47 クリキントン 牝2栗 54 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 カナイシスタッド 424＋ 81：15．85 295．1�
713 デルマチエチャン 牝2栗 54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 434＋ 8 〃 クビ 377．9�
612 グラスケリー 牝2芦 54 吉田 豊半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 458－ 21：15．9� 11．1�
59 タイムトラベラー 牝2黒鹿54 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 城地 清満 430＋ 21：16．21� 305．0�
24 バリングバー 牝2黒鹿54 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426± 01：16．83� 98．0�
23 ア モ ロ ッ ソ 牝2栗 54 田中 勝春 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 404＋ 21：16．9� 37．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，260，500円 複勝： 50，665，000円 枠連： 13，436，900円
馬連： 35，778，100円 馬単： 27，507，300円 ワイド： 19，379，200円
3連複： 50，831，400円 3連単： 86，500，600円 計： 301，359，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 400円 � 110円 � 280円 枠 連（1－8） 470円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，020円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 25，180円

票 数

単勝票数 計 172605 的中 � 7285（7番人気）
複勝票数 計 506650 的中 � 14604（7番人気）� 309227（1番人気）� 23642（4番人気）
枠連票数 計 134369 的中 （1－8） 21387（2番人気）
馬連票数 計 357781 的中 �� 21384（5番人気）
馬単票数 計 275073 的中 �� 5476（12番人気）
ワイド票数 計 193792 的中 �� 9152（5番人気）�� 4407（12番人気）�� 10881（4番人気）
3連複票数 計 508314 的中 ��� 11266（13番人気）
3連単票数 計 865006 的中 ��� 2536（75番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．8―12．7―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．5―47．2―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルトオトウミ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．6．16 東京8着

2011．5．26生 牝2栗 母 ハリウッドローズ 母母 ユキノローズ 9戦1勝 賞金 9，550，000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 イスズヒメ号

3300211月30日 晴 良 （25中山5）第1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）
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

48 タケルファラオ 牡2栗 55 田辺 裕信森 保彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 470－ 61：57．9 3．4�
24 ファンレーベン 牡2栗 55 北村 宏司猿田 栄二氏 黒岩 陽一 浦河 中村 雅明 494＋ 61：58．22 8．6�
23 カガグレイハート 牡2芦 55 大野 拓弥香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか マークリ牧場 442＋ 21：58．51� 107．2�
612 ミヤビアンバー 牡2鹿 55 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 金石牧場 490＋ 4 〃 クビ 36．1�
47 キンショーウズシオ 牡2芦 55 江田 照男礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 森永 聡 504＋ 81：58．82 4．8�
611 ショウナンマルシェ 牡2青鹿55 後藤 浩輝国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 01：59．12 2．9�
510 プ コ ナ コ ナ 牡2鹿 55 松岡 正海松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 490＋ 21：59．2クビ 146．2	
713 テンノハゴロモ 牝2鹿 54

53 ☆横山 和生天白 泰司氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 462＋101：59．52 20．3

11 コクリュウノマイ 牡2青鹿55 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 492＋ 21：59．81� 16．3�
815 ヤマタケデュック 牝2鹿 54 宮崎 北斗山中 佳代氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 446－ 2 〃 クビ 354．9�
714 ヤマトブライアン 牡2鹿 55 梶 晃啓醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 細川牧場 476± 01：59．9� 179．4
59 プレストウィック 牡2芦 55 石橋 脩有限会社シルク武藤 善則 安平 ノーザンファーム 512－122：00．22 11．0�
35 キングオブキック 牡2栗 55 嘉藤 貴行北原光一郎氏 畠山 重則 浦河 上山牧場 466＋ 82：00．83� 105．4�
816 トップフォーカス 牡2黒鹿55 岩部 純二�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 B434＋ 22：01．11� 297．0�
36 プラウドワンダー 牡2鹿 55 大庭 和弥伊東 純一氏 大江原 哲 日高 メイプルファーム B464＋ 22：01．42 83．5�
12 エフティマルス 牡2鹿 55 木幡 初広吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 498＋102：06．4大差 103．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，390，600円 複勝： 31，049，000円 枠連： 11，243，500円
馬連： 38，144，600円 馬単： 24，276，200円 ワイド： 17，883，100円
3連複： 46，283，600円 3連単： 75，765，000円 計： 261，035，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 190円 � 280円 � 1，000円 枠 連（2－4） 750円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 720円 �� 2，890円 �� 5，600円

3 連 複 ��� 36，300円 3 連 単 ��� 125，660円

票 数

単勝票数 計 163906 的中 � 38494（2番人気）
複勝票数 計 310490 的中 � 52595（3番人気）� 29236（4番人気）� 6508（10番人気）
枠連票数 計 112435 的中 （2－4） 11123（2番人気）
馬連票数 計 381446 的中 �� 16006（6番人気）
馬単票数 計 242762 的中 �� 6112（11番人気）
ワイド票数 計 178831 的中 �� 6481（7番人気）�� 1489（28番人気）�� 758（42番人気）
3連複票数 計 462836 的中 ��� 941（77番人気）
3連単票数 計 757650 的中 ��� 445（296番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．2―13．5―13．1―13．0―12．9―13．7―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．5―51．0―1：04．1―1：17．1―1：30．0―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タケルファラオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Chichicastenango デビュー 2013．6．30 福島2着

2011．4．11生 牡2栗 母 チ ナ ン デ ガ 母母 European Style 4戦1勝 賞金 10，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エフティマルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月31日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コスモソウルメイト号・ディアヴォーグ号

第５回 中山競馬 第１日



3300311月30日 晴 良 （25中山5）第1日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時45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
1：07．8
1：07．8

良
良

35 グ ラ ン ツ 牡2黒鹿55 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486± 01：10．2 10．8�

11 マリーズケイ 牝2鹿 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 472＋ 21：10．41� 3．1�
48 ディアエトワール 牡2栗 55 的場 勇人ディアレスト 的場 均 新ひだか 山際 智 458＋ 8 〃 クビ 6．1�
59 フヨウアーミーデー 牡2鹿 55 木幡 初広刈屋 �氏 高市 圭二 新ひだか 岡田 隆志 480＋101：10．5クビ 55．1�
510 メ ニ ア オ バ 牝2鹿 54 武士沢友治江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 450＋ 21：10．6� 30．8�
612 フジシンゲン 牡2鹿 55 吉田 豊藤田 達男氏 小島 太 新冠 佐藤 信広 450＋ 2 〃 アタマ 4．3	
24 シンボリネルソン 牡2黒鹿55 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 438± 01：10．7	 7．3

611 ダンディスタイル 牡2黒鹿55 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 出羽牧場 434＋ 61：10．91� 76．7�
47 ダノンフォーミュラ 牡2鹿 55 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 486＋ 2 〃 ハナ 11．5
815 タカラミッシェル 牝2鹿 54

53 ☆横山 和生村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 394－ 21：11．0� 16．4�
12 モアアンドモア 牝2鹿 54 丸田 恭介平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 442± 01：11．1� 43．2�
23 アポロコンプリート 牡2青鹿55 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 442＋ 4 〃 ハナ 233．9�
713 ケージームスメ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行川井 五郎氏 田島 俊明 新ひだか 松本牧場 452－ 41：11．2� 82．8�
36 マイネルセレーノ 牡2芦 55 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 藤沢牧場 B444＋ 21：11．51	 28．4�
816 ショウナンララバイ 牝2鹿 54 田辺 裕信�湘南 古賀 史生 新ひだか 静内フアーム 448＋101：11．92� 76．8�
714 アフリカンマーチ 牝2栗 54 黛 弘人�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 友田牧場 426＋141：12．11� 179．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，706，700円 複勝： 32，448，400円 枠連： 11，712，800円
馬連： 41，728，900円 馬単： 25，345，400円 ワイド： 20，422，800円
3連複： 54，235，300円 3連単： 80，559，100円 計： 283，159，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 280円 � 140円 � 190円 枠 連（1－3） 1，070円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 550円 �� 880円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 19，790円

票 数

単勝票数 計 167067 的中 � 12190（5番人気）
複勝票数 計 324484 的中 � 23889（6番人気）� 81257（1番人気）� 42623（3番人気）
枠連票数 計 117128 的中 （1－3） 8139（4番人気）
馬連票数 計 417289 的中 �� 20246（5番人気）
馬単票数 計 253454 的中 �� 5036（13番人気）
ワイド票数 計 204228 的中 �� 9214（3番人気）�� 5387（10番人気）�� 14596（2番人気）
3連複票数 計 542353 的中 ��� 19588（2番人気）
3連単票数 計 805591 的中 ��� 3005（44番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．7―12．2―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．3―46．5―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ ラ ン ツ �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Kris デビュー 2013．8．3 新潟10着

2011．2．2生 牡2黒鹿 母 ロ シ ャ ー ニ 母母 Maratona 5戦1勝 賞金 6，250，000円
〔制裁〕 マリーズケイ号の騎手柴田大知は，決勝線手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

100，000円。（被害馬：8番）
※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 ダイヤハート号・マイネルスコープ号
（非抽選馬） 1頭 セイカブレリア号

3300411月30日 晴 良 （25中山5）第1日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時15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

34 ファイトユアソング 牝2鹿 54
53 ☆横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 428 ―1：12．8 8．3�

712 キョウエイアニラ 牡2青鹿55 三浦 皇成田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム 486 ―1：13．86 2．2�
47 スリーロンドン 牡2栗 55 後藤 浩輝永井商事� 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 456 ― 〃 クビ 8．4�
814 グラスティファニー 牝2栗 54 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 450 ―1：14．11� 9．3�
22 コスモポーカー 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 むかわ 桑原牧場 450 ―1：14．73� 21．0	
59 アイティルビー 牝2鹿 54 田辺 裕信一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 422 ― 〃 アタマ 10．5

58 ラ ヴ ピ ー ス 牝2黒鹿54 北村 宏司阿部 雅英氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット 448 ―1：15．01� 12．3�
23 ムーンドロップ 牡2鹿 55 江田 照男�Basic 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 444 ―1：15．1クビ 44．9�
35 リワードターン 牡2栗 55 嘉藤 貴行宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 有限会社

リワード 496 ― 〃 クビ 21．8
611 カットキタイネン 牡2鹿 55 津村 明秀平本 敏夫氏 小西 一男 様似 林 時春 448 ―1：15．31� 92．0�
46 ピンクドラゴン 牝2栗 54 熊沢 重文玉腰 勇吉氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 454 ―1：15．72� 98．3�
815 ラッシュレイン 牡2黒鹿55 的場 勇人ニットー商事� 伊藤 大士 新冠 斉藤 安行 474 ―1：15．8� 10．9�
713 オーガスタウインド 牡2鹿 55 田中 勝春吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 424 ―1：16．43� 36．4�
610 カンタベリーマーチ 牡2栗 55 武士沢友治峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 荒谷 輝和 480 ―1：17．89 70．2�
11 クリノゲンキチャン 牝2栗 54 丸田 恭介栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 日西牧場 442 ―1：18．11� 122．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，510，700円 複勝： 21，614，200円 枠連： 13，053，300円
馬連： 32，838，000円 馬単： 21，000，900円 ワイド： 14，147，700円
3連複： 38，951，100円 3連単： 57，568，700円 計： 214，684，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 210円 � 140円 � 200円 枠 連（3－7） 660円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 440円 �� 790円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 14，860円

票 数

単勝票数 計 155107 的中 � 14878（2番人気）
複勝票数 計 216142 的中 � 24611（3番人気）� 53064（1番人気）� 25856（2番人気）
枠連票数 計 130533 的中 （3－7） 14617（3番人気）
馬連票数 計 328380 的中 �� 27096（1番人気）
馬単票数 計 210009 的中 �� 6845（4番人気）
ワイド票数 計 141477 的中 �� 8315（1番人気）�� 4233（8番人気）�� 6744（3番人気）
3連複票数 計 389511 的中 ��� 11664（2番人気）
3連単票数 計 575687 的中 ��� 2860（16番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．8―12．8―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．1―47．9―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイトユアソング �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ア サ テ ィ ス 初出走

2011．3．15生 牝2鹿 母 ファイトソング 母母 ジグズアンドリールズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノゲンキチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月31日まで平

地競走に出走できない。



3300511月30日 晴 良 （25中山5）第1日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時05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
1：46．4
1：45．9

良
良

814 アカノジュウハチ 牡2芦 55 田中 勝春根本 忠義氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 500 ―1：51．1 7．9�
22 コスモチョコレイ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 444 ―1：51．2� 215．9�
34 ミスアシング 牝2鹿 54 石橋 脩市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 418 ―1：51．41� 5．3�
813 サトノバセロン 牡2青鹿55 大野 拓弥里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502 ―1：51．5� 83．0�
33 ヒラボクダービー 牡2鹿 55 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 482 ― 〃 ハナ 1．7	
69 イニシアチブバイオ 牝2鹿 54 江田 照男バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 448 ― 〃 ハナ 64．8

45 シャイニーピューマ 牡2鹿 55 三浦 皇成小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 448 ―1：51．71� 98．2�
610 ト シ ル ビ ー 牝2鹿 54 松岡 正海上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 446 ― 〃 クビ 15．8�
712 テオドリーコ 牡2芦 55 丸田 恭介吉田 和美氏 木村 哲也 新ひだか 乾 皆雄 470 ―1：51．9� 177．7
58 モンサンプロキオン 牡2鹿 55 津村 明秀山下 新一氏 小野 次郎 新冠 飛渡牧場 488 ―1：52．11� 81．4�
57 ダイワジャスト 牡2鹿 55 後藤 浩輝大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 528 ― 〃 ハナ 11．7�
46 ヴァールハイト 牝2黒鹿54 武士沢友治有限会社シルク菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 458 ―1：52．41� 30．2�
711 ニ ル ス 牡2鹿 55 田辺 裕信吉田 和美氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 462 ―1：52．5� 16．0�
11 クラシックメタル 牡2鹿 55 横山 典弘吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 486 ―1：53．77 19．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，696，100円 複勝： 28，893，600円 枠連： 12，713，900円
馬連： 40，053，700円 馬単： 30，362，700円 ワイド： 19，240，000円
3連複： 49，688，000円 3連単： 89，042，800円 計： 293，690，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 1，690円 � 190円 枠 連（2－8） 20，450円

馬 連 �� 53，460円 馬 単 �� 75，200円

ワ イ ド �� 14，540円 �� 620円 �� 10，400円

3 連 複 ��� 71，070円 3 連 単 ��� 459，540円

票 数

単勝票数 計 236961 的中 � 23813（3番人気）
複勝票数 計 288936 的中 � 36516（3番人気）� 3366（13番人気）� 48281（2番人気）
枠連票数 計 127139 的中 （2－8） 459（26番人気）
馬連票数 計 400537 的中 �� 553（67番人気）
馬単票数 計 303627 的中 �� 298（101番人気）
ワイド票数 計 192400 的中 �� 312（70番人気）�� 8303（6番人気）�� 437（64番人気）
3連複票数 計 496880 的中 ��� 516（133番人気）
3連単票数 計 890428 的中 ��� 143（757番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―37．6―50．5―1：03．1―1：15．3―1：27．0―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
10－9，3（2，11）8（4，5，7）－（6，13）－（12，14）－1
10（9，3）（2，11，7）（8，5）（4，13）（6，14）12＝1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アカノジュウハチ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Rubiano 初出走

2011．3．30生 牡2芦 母 ル ビ ア 母母 Dazzling Dixie 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3300611月30日 晴 良 （25中山5）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時35分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�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
1：48．5
1：47．8

重
重

816 ワンダーロード 牡3青鹿55 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 470± 01：53．7 1．6�
611 レッドジャクソン 牡4鹿 57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 554＋101：54．44 4．9�
47 サンマルスピリット 牡3鹿 55 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 500＋ 61：54．6� 88．7�
510 オアフライダー 牡3鹿 55 三浦 皇成 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 478＋ 4 〃 ハナ 81．8�
35 ロマンシングジェム 牝3青鹿53 田辺 裕信吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 484－ 41：54．7� 15．1�
713 ヴィルトグラーフ �3鹿 55 木幡 初広有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋261：54．8� 74．9	
11 コスモマイギフト 牡4黒鹿57 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B498－ 41：55．0� 15．1�
24 プリティーマッハ 牡5芦 57

56 ☆横山 和生越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 458＋10 〃 クビ 16．1�
714 ディーエスコマンド 牡3鹿 55 後藤 浩輝秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 486± 01：55．21	 16．1
23 ポッドスター 牡3栗 55 松岡 正海小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 490－ 21：55．52 76．8�
59 ト キ ノ ユ ウ 牡4鹿 57 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B444＋101：55．71 302．5�
12 スターライラック 牝4鹿 55 江田 照男庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 456＋ 41：55．91� 42．0�
48 リネンタキシード 牡6青鹿57 田中 勝春戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 538＋101：57．17 108．8�
815 サルジェンツチェリ 牡3芦 55 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 470＋ 21：57．42 330．7�
612 アイティテイオー 牡5栗 57 嘉藤 貴行一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 468＋ 81：59．6大差 365．3�
36 ナムラビジン 牝3鹿 53 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 482＋202：01．09 20．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，560，100円 複勝： 37，149，600円 枠連： 15，388，200円
馬連： 49，437，700円 馬単： 36，368，100円 ワイド： 24，667，300円
3連複： 61，867，300円 3連単： 111，313，200円 計： 362，751，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 120円 � 150円 � 970円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 200円 �� 2，090円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 15，790円

票 数

単勝票数 計 265601 的中 � 138883（1番人気）
複勝票数 計 371496 的中 � 126978（1番人気）� 66357（2番人気）� 5465（12番人気）
枠連票数 計 153882 的中 （6－8） 30403（1番人気）
馬連票数 計 494377 的中 �� 104123（1番人気）
馬単票数 計 363681 的中 �� 61292（1番人気）
ワイド票数 計 246673 的中 �� 40760（1番人気）�� 2461（27番人気）�� 1772（32番人気）
3連複票数 計 618673 的中 ��� 6529（22番人気）
3連単票数 計1113132 的中 ��� 5203（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．7―49．6―1：02．0―1：14．8―1：27．6―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．9
1
3

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

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

ワンダーロード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．12．23 中山1着

2010．3．16生 牡3青鹿 母 シルキーステラ 母母 ウエルシュクイーン 3戦2勝 賞金 14，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイティテイオー号・ナムラビジン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月

31日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アップルハウス号・ネオヴァンデロア号



3300711月30日 晴 良 （25中山5）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

12 サウスビクトル 牡4黒鹿57 北村 宏司南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 468＋ 21：11．1 7．2�
510� サクラインザスカイ 牡4栗 57 後藤 浩輝�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 472＋121：11．31� 9．4�
612 ピオニエトウショウ 牝4鹿 55 丸田 恭介トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 444＋ 41：11．5� 24．8�
23 フィールザラブ 牝4栗 55 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 426－ 21：11．81� 12．4�
11 ジョブックガーター 牡3青 56 木幡 初広�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 456＋10 〃 ハナ 20．7�
713 コーリンギデオン 牡4鹿 57 横山 典弘伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 468＋16 〃 ハナ 1．9	
611 フォルテリコルド 牡4鹿 57 武士沢友治 
サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 552＋141：11．9� 9．0�
47 ディアジーローズ 牝4青 55 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 41：12．32� 33．5�
815 デリケートアーチ 牝4栃栗55 江田 照男 
社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B474＋ 4 〃 アタマ 32．1
24 プロスペラスマム 牝6鹿 55 荻野 琢真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 524＋ 8 〃 アタマ 406．3�
36 ラ シ ー ク 牝4鹿 55 三浦 皇成
日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B486＋ 21：12．83 17．1�
48 ワイキキブリーズ 牝6栗 55 黛 弘人折手 邦雄氏 和田 雄二 新ひだか 折手牧場 504＋ 81：12．9� 194．9�
35 シェアースマイル 牝4栗 55

54 ☆横山 和生小林 秀樹氏 栗田 徹 新ひだか 加野牧場 524＋ 81：13．0� 173．4�
816 ネオヴァンクル 牡4栗 57 柴田 大知小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 528＋ 61：13．1クビ 20．3�
59 ロイヤルサルート 牡5栗 57 平野 優臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 508＋161：13．2� 233．0�
714 ウネントリッヒ 牝6栗 55 大野 拓弥宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 462＋ 81：13．62� 312．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，519，900円 複勝： 31，549，300円 枠連： 13，392，600円
馬連： 51，066，900円 馬単： 29，850，600円 ワイド： 22，025，600円
3連複： 60，314，600円 3連単： 101，553，600円 計： 330，273，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 230円 � 310円 � 480円 枠 連（1－5） 1，630円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，650円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 15，650円 3 連 単 ��� 65，120円

票 数

単勝票数 計 205199 的中 � 22628（2番人気）
複勝票数 計 315493 的中 � 41253（2番人気）� 27274（4番人気）� 15511（7番人気）
枠連票数 計 133926 的中 （1－5） 6071（8番人気）
馬連票数 計 510669 的中 �� 17427（6番人気）
馬単票数 計 298506 的中 �� 5472（13番人気）
ワイド票数 計 220256 的中 �� 7365（5番人気）�� 3237（18番人気）�� 2468（31番人気）
3連複票数 計 603146 的中 ��� 2846（57番人気）
3連単票数 計1015536 的中 ��� 1151（214番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―11．9―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．7―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．3
3 ・（6，10）－（2，5）（8，9）（1，15）（12，16）（4，7，14，13）（3，11） 4 ・（6，10）－（2，5）15（1，8，9）（12，13）4（3，7）11（14，16）

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 デビュー 2011．12．24 中山1着

2009．3．5生 牡4黒鹿 母 サラトガヴィーナス 母母 レディダンジグ 24戦4勝 賞金 56，021，000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 ミステリートレイン号

3300811月30日 晴 良 （25中山5）第1日 第8競走 ��3，570�イルミネーションジャンプステークス
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬3�増，J・
GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード3：58．9良

814 メイショウブシドウ 牡4青鹿60 高田 潤松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 456± 04：06．0 4．8�
47 シゲルキョクチョウ 牡5鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 474－164：06．53 4．1�
22 � ハッピーティア 牝5鹿 58 浜野谷憲尚丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 484＋ 44：06．71� 20．7�
611� トーセンタイガー 牡5鹿 60 石神 深一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B540＋104：06．8� 283．2�
11 スズカマジェスタ 牡5青鹿60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480± 04：07．01� 7．5�
610 テ ル バ イ ク 牡5栗 60 山本 康志加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ 478± 04：07．31� 81．4	
58 セ イ エ イ 牡5栗 60 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 534－ 24：07．4クビ 42．5

35 ボストンプラチナ 牡6青鹿60 草野 太郎ボストンホース� 嶋田 潤 日高 浦新 徳司 460± 04：07．5� 48．2�
23 サンレイデューク 牡5鹿 60 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 460＋ 4 〃 ハナ 18．1
34 コスモソユーズ 牡5栗 60 五十嵐雄祐 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 498－ 2 〃 ハナ 11．0�
815 アイアンラチェット 牡6黒鹿60 田村 太雅池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム 492－ 64：07．92� 65．7�
46 サンレイランキング 牡6鹿 60 黒岩 悠永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 458－ 24：08．11	 190．2�
712 カ ゼ カ オ ル 牡4鹿 60 金子 光希荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 482－ 24：09．05 27．9�
713 マイネルネオス 牡10鹿 63 江田 勇亮 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 474＋124：09．42� 66．3�
59 マジェスティバイオ 牡6鹿 63 横山 義行バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 518＋ 4 （競走中止） 2．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，945，500円 複勝： 32，384，400円 枠連： 16，742，200円
馬連： 54，083，500円 馬単： 34，565，100円 ワイド： 24，211，300円
3連複： 72，309，600円 3連単： 117，047，900円 計： 372，289，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 180円 � 380円 枠 連（4－8） 790円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，440円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 7，120円 3 連 単 ��� 25，220円

票 数

単勝票数 計 209455 的中 � 34758（3番人気）
複勝票数 計 323844 的中 � 54739（2番人気）� 52754（3番人気）� 18192（6番人気）
枠連票数 計 167422 的中 （4－8） 15743（2番人気）
馬連票数 計 540835 的中 �� 49740（2番人気）
馬単票数 計 345651 的中 �� 13992（5番人気）
ワイド票数 計 242113 的中 �� 16053（3番人気）�� 3956（17番人気）�� 2867（23番人気）
3連複票数 計 723096 的中 ��� 7496（20番人気）
3連単票数 計1170479 的中 ��� 3426（68番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 50．1－3F 37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウブシドウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Creek デビュー 2011．8．14 小倉4着

2009．2．16生 牡4青鹿 母 スイートストームクリーク 母母 Miss Angel Too 障害：8戦3勝 賞金 41，422，000円
〔競走中止〕 マジェスティバイオ号は，3周目5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



3300911月30日 晴 良 （25中山5）第1日 第9競走 ��
��2，000�

は ぼ た ん

葉 牡 丹 賞
発走14時15分 （芝・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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．9

良
良

23 キングズオブザサン 牡2芦 55 大野 拓弥 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 468－ 42：00．8 6．9�
36 ディアデルレイ 牡2栗 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 498－ 22：01．22� 9．7�
48 ウインフェニックス 牡2鹿 55 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 450＋ 4 〃 ハナ 2．2�
612 マドリードカフェ 牡2黒鹿55 三浦 皇成 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム 496± 02：01．3クビ 8．1�
611 マイネオーラム 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 42：01．61� 19．9	
815 カバーストーリー 牡2栗 55 江田 照男前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 468－ 22：01．7� 34．8

11 ロジテースト 牡2鹿 55 北村 宏司久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 448＋ 42：01．91	 5．2�
12 マイネルゾンネ 牡2黒鹿55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 62：02．11 78．1�
24 ヴァンクウィッシュ 牡2青鹿55 後藤 浩輝前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 42：02．31	 32．9
510 ハ ツ ガ ツ オ 牝2鹿 54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 484＋ 4 〃 アタマ 377．2�
47 
 オールステイ 牡2鹿 55 松岡 正海石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian

Creek Farm 496＋122：02．72� 63．9�
35 メイプルレジェンド 牡2鹿 55 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 カミイスタット 478－102：02．91� 147．1�
59 レッドオラシオン 牡2芦 55 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B450＋ 6 〃 クビ 49．0�
713 レッドルシアン 牝2栗 54 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428－ 22：03．11	 18．4�
714 オイダシダイコ 牡2黒鹿55 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 酒井 秀紀 446＋ 22：03．41� 326．0�
816 ディアイッセイ 牡2鹿 55 黛 弘人ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 496＋ 22：06．1大差 61．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，541，200円 複勝： 66，806，100円 枠連： 21，738，400円
馬連： 96，818，200円 馬単： 57，616，700円 ワイド： 38，414，100円
3連複： 109，956，700円 3連単： 193，825，900円 計： 625，717，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 260円 � 120円 枠 連（2－3） 2，730円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 6，290円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 290円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 22，130円

票 数

単勝票数 計 405412 的中 � 46353（3番人気）
複勝票数 計 668061 的中 � 84395（3番人気）� 49711（5番人気）� 205643（1番人気）
枠連票数 計 217384 的中 （2－3） 5879（10番人気）
馬連票数 計 968182 的中 �� 21820（11番人気）
馬単票数 計 576167 的中 �� 6767（23番人気）
ワイド票数 計 384141 的中 �� 8535（11番人気）�� 36799（1番人気）�� 19238（4番人気）
3連複票数 計1099567 的中 ��� 33284（5番人気）
3連単票数 計1938259 的中 ��� 6464（58番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―12．3―12．4―12．4―12．6―12．2―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．0―34．8―47．1―59．5―1：11．9―1：24．5―1：36．7―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングズオブザサン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．20 新潟1着

2011．5．14生 牡2芦 母 スティンガー 母母 レガシーオブストレングス 3戦2勝 賞金 18，236，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアイッセイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月31日まで平地競

走に出走できない。

3301011月30日 晴 良 （25中山5）第1日 第10競走 ��
��1，200�アクアラインステークス

発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．12．1以降25．11．24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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 � エーシンレンジャー 牡3栗 55 田辺 裕信�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney 498± 01：11．0 8．7�
612 タマブラックホール 牡4黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 510－ 4 〃 クビ 2．5�
47 レ ギ ス 牡3栗 55 丸田 恭介杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 458± 01：11．1クビ 6．7�
59 カフェシュプリーム 牡4鹿 56 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 514＋12 〃 ハナ 15．1�
815 キクノストーム 牡4鹿 54 大野 拓弥菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 494＋ 41：11．31 15．2�
510 レッドヴァンクール �7鹿 53 横山 和生 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 520＋ 4 〃 クビ 145．7	
48 トーセントレジャー 牡5鹿 54 江田 照男島川 
哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 矢野牧場 B506＋ 21：11．4	 41．9�
36 キクノフレヴァン 牡7鹿 54 熊沢 重文菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 480－ 2 〃 アタマ 44．8�
611 ルミナスウイング 牡3鹿 55 横山 典弘 キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480＋ 6 〃 ハナ 6．3�
12 ディアセルヴィス 牡3鹿 53 木幡 初広ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 470＋ 41：11．5クビ 41．4�
24 ト レ ボ ー ネ �5鹿 54 黛 弘人田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 8 〃 アタマ 56．6�
35 マ ル コ フ ジ 牡5栗 55 津村 明秀岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 470－ 4 〃 同着 57．1�
714 シルバーキセキ 牝6黒鹿53 吉田 豊小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 462－ 81：11．71
 209．0�
816 ダイヤモンドムーン 牝6黒鹿52 的場 勇人岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 498－ 81：12．02 162．3�
713� インディーズゲーム 牡5鹿 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 472± 01：12．21� 6．1�
23 カフェマーシャル 牡7芦 54 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 526＋161：12．4	 165．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，285，900円 複勝： 75，343，000円 枠連： 30，139，000円
馬連： 121，213，700円 馬単： 63，246，500円 ワイド： 47，669，100円
3連複： 144，236，800円 3連単： 258，034，900円 計： 780，168，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 250円 � 130円 � 190円 枠 連（1－6） 700円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 560円 �� 710円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 14，390円

票 数

単勝票数 計 402859 的中 � 36858（5番人気）
複勝票数 計 753430 的中 � 63084（5番人気）� 199116（1番人気）� 98741（3番人気）
枠連票数 計 301390 的中 （1－6） 31824（3番人気）
馬連票数 計1212137 的中 �� 75505（4番人気）
馬単票数 計 632465 的中 �� 16597（8番人気）
ワイド票数 計 476691 的中 �� 20762（4番人気）�� 15881（7番人気）�� 33886（2番人気）
3連複票数 計1442368 的中 ��� 51387（5番人気）
3連単票数 計2580349 的中 ��� 13242（31番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．4―11．6―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．5―46．1―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンレンジャー �
�
父 Read the Footnotes �

�
母父 Dixie Union デビュー 2012．10．14 京都3着

2010．4．23生 牡3栗 母 Dixie Talent 母母 Takeaway 10戦4勝 賞金 53，650，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 ウッドシップ号・クランチタイム号・ゲンパチメジャー号・デザートオアシス号・ノボレインボー号・

ビーナストリック号・ベビーネイル号・ルチャドルアスール号・ローブドヴルール号



3301111月30日 晴 良 （25中山5）第1日 第11競走 ��
��3，600�第47回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス（ＧⅡ）

発走15時25分 （芝・右・内2）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，24．12．1以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，24．11．30以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2
歳時の成績を除く）

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 924，000円 264，000円 132，000円 � コースレコード

中央レコード
3：41．6
3：41．6

良
良

44 デスペラード 牡5鹿 56 横山 典弘市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 474＋ 83：45．2 3．0�
813 ユニバーサルバンク 牡5黒鹿56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 470－ 43：45．83� 8．2�
45 トウカイトリック 牡11鹿 57 北村 宏司内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 446± 03：45．9	 16．0�
33 メイショウタマカゼ 牡4栗 56 田中 勝春松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 442－143：46．1	 18．9�
710 クリールカイザー 牡4栗 56 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 484＋ 23：46．2� 11．8�
11 フェデラルホール 牡4黒鹿56 大野 拓弥吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム B494＋ 63：46．3� 8．3	
22 コスモロビン 牡5鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 540＋ 63：46．4	 5．7

56 エックスマーク 牡4鹿 56 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482＋ 63：46．5� 5．1�
68 サイモントルナーレ 牡7栗 56 横山 和生澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 23：46．82 82．9
69 セイカプレスト 牡7黒鹿56 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 472＋ 43：47．01
 58．3�
711 マイネルキッツ 牡10栗 57 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B504＋123：47．31	 24．6�
57 ネヴァブション 牡10黒鹿56 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 472－ 63：48．57 77．3�
812 コスモラピュタ 牡6鹿 56 石橋 脩 �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 472－ 63：50．6大差 39．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 79，610，800円 複勝： 129，434，400円 枠連： 53，868，900円
馬連： 334，045，500円 馬単： 158，192，400円 ワイド： 114，620，700円
3連複： 463，296，600円 3連単： 807，224，000円 計： 2，140，293，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 260円 � 390円 枠 連（4－8） 970円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 630円 �� 850円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 7，720円 3 連 単 ��� 29，950円

票 数

単勝票数 計 796108 的中 � 214028（1番人気）
複勝票数 計1294344 的中 � 292231（1番人気）� 122717（4番人気）� 70970（8番人気）
枠連票数 計 538689 的中 （4－8） 41409（4番人気）
馬連票数 計3340455 的中 �� 185126（4番人気）
馬単票数 計1581924 的中 �� 61008（3番人気）
ワイド票数 計1146207 的中 �� 47148（4番人気）�� 33520（10番人気）�� 12369（29番人気）
3連複票数 計4632966 的中 ��� 44335（27番人気）
3連単票数 計8072240 的中 ��� 19896（102番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．5―12．1―11．9―12．3―12．4―12．4―12．6―13．0―13．2―13．3―12．8―12．7―13．2―12．6
―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．7―24．0―36．5―48．6―1：00．5―1：12．8―1：25．2―1：37．6―1：50．2―2：03．2―2：16．4―2：29．7

2，600� 2，800� 3，000� 3，200� 3，400�
―2：42．5―2：55．2―3：08．4―3：21．0―3：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→
→�」 上り4F50．0―3F36．8
�
�
12＝10＝（1，2）（3，4）（5，13）6，7，11，8－9
12－10＝（1，2）（3，4）13（5，6，11）－（7，8）9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デスペラード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．1．9 京都14着

2008．2．27生 牡5鹿 母 マイネノエル 母母 マイネキャロル 28戦7勝 賞金 202，002，000円

3301211月30日 晴 良 （25中山5）第1日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時00分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

612 レオンビスティー 牡4鹿 57 松岡 正海備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 496＋141：09．2 7．7�
36 スマートオリオン 牡3栗 56 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 490－ 21：09．3� 1．9�
35 ベストブルーム 牡6鹿 57 津村 明秀横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 464± 01：09．61	 29．1�
11 エターナルムーン 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 478＋ 4 〃 アタマ 5．1�
12 エ キ ナ シ ア 牝5鹿 55 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 490± 01：09．7	 23．3�
510 キャストロメファ 牝3鹿 54 後藤 浩輝手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 446＋ 2 〃 クビ 13．3	
815 ワキノキセキ 牡3黒鹿56 北村 宏司脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム 466＋ 61：09．8クビ 41．3

23 
 ケンブリッジヒーロ 牡5栗 57 田中 勝春中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 474＋ 41：09．9� 10．2�
816 ポピュラーストック �5栗 57 荻野 琢真 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 0 〃 ハナ 132．6�
59 ビップイシマツ 牡3青 56 吉田 豊鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：10．11� 38．6
47 マルターズグロウヴ 牡5黒鹿57 黛 弘人藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 502± 01：10．2	 186．3�
24 ノッキングオン 牡3鹿 56 武士沢友治松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 440＋ 4 〃 クビ 51．4�
713 パシオンルージュ 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 492＋101：10．41� 31．7�
714 ハワイアンシュガー 牡5黒鹿57 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 448＋ 61：10．5	 79．4�
611 リアリティー 牝3鹿 54 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 466± 01：10．81	 165．4�
48 
 クリノロッキー 牡3栗 56 熊沢 重文栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 ヤナガワ牧場 492± 0 〃 クビ 377．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，874，100円 複勝： 54，931，000円 枠連： 29，740，800円
馬連： 108，403，000円 馬単： 65，025，800円 ワイド： 44，211，600円
3連複： 134，598，800円 3連単： 261，642，200円 計： 737，427，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 220円 � 130円 � 510円 枠 連（3－6） 590円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，360円 �� 860円

3 連 複 ��� 4，390円 3 連 単 ��� 23，950円

票 数

単勝票数 計 388741 的中 � 39982（3番人気）
複勝票数 計 549310 的中 � 59617（3番人気）� 170704（1番人気）� 19393（7番人気）
枠連票数 計 297408 的中 （3－6） 37255（2番人気）
馬連票数 計1084030 的中 �� 121697（2番人気）
馬単票数 計 650258 的中 �� 24915（6番人気）
ワイド票数 計 442116 的中 �� 32375（3番人気）�� 4245（24番人気）�� 12369（8番人気）
3連複票数 計1345988 的中 ��� 22678（12番人気）
3連単票数 計2616422 的中 ��� 8063（66番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．0―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．8
3 9，10（6，12）（1，2，11，13）3（5，8）（4，14）15，7，16 4 ・（9，10）（6，12）（2，13）（1，11）3（5，8）（4，14）15（16，7）

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4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 21戦3勝 賞金 75，767，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ベストブルーム号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※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） 4頭 アイティクイーン号・カディーシャ号・クリノタカラチャン号・メイショウヒデタダ号



（25中山5）第1日 11月30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 185頭 本 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

300，740，000円
11，980，000円
2，760，000円
27，550，000円
69，688，500円
5，754，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
356，902，100円
592，268，000円
243，170，500円
1，003，611，800円
573，357，700円
406，892，500円
1，286，569，800円
2，240，077，900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 6，702，850，300円

総入場人員 23，965名 （有料入場人員 19，941名）
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