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3302512月7日 晴 良 （25中山5）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

713 キョウエイハピネス 牡2栗 55 松岡 正海田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 464＋ 21：13．6 2．1�
59 ブラックメイプル 牡2鹿 55 戸崎 圭太松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 水丸牧場 506＋181：13．92 12．9�
714 コスモピンチョス 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 長浜 秀昭 484＋10 〃 アタマ 14．7�
47 デルマオソマツ 牡2黒鹿55 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 470± 01：14．11� 5．6�
510 オ ー ド ヴ ィ 牝2黒鹿54 蛯名 正義�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋121：14．3� 8．5	
612 サ マ ー ラ ヴ 牡2黒鹿55 江田 照男�Basic 田村 康仁 新ひだか カタオカフアーム 446± 01：14．4� 154．4

611 カ プ チ ー ノ 牡2鹿 55 西田雄一郎小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 460＋ 61：14．5� 175．7�
815 フ ァ ビ ン 牝2鹿 54 田中 勝春桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 450＋ 21：14．6� 11．5�
35 ジューヌノーブル 牡2栗 55 北村 宏司岡田 牧雄氏 池上 昌弘 様似 様似共栄牧場 478＋ 41：14．91� 80．3
23 ゴールドクレセント 牡2鹿 55 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 454－ 81：15．11 28．1�
36 ヒラボクボーノ 牡2鹿 55 横山 典弘�平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 440－ 2 〃 ハナ 27．5�
48 シュヴァルベ 牡2栗 55 吉田 豊ケンレーシング組合 土田 稔 日高 北田 剛 402＋ 21：15．31� 50．1�
12 ダテノトライアンフ 牡2栗 55 石橋 脩関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 B474－ 6 〃 ハナ 8．3�
11 アポロダイナスティ 牡2栗 55 武士沢友治アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 むかわ 片山 幹雄 480± 01：15．61� 107．4�
24 フィアスゴッド 牡2栗 55 宮崎 北斗手嶋 康雄氏 松永 康利 浦河 村下農場 442± 01：15．91� 319．2�
816 トマトリコピン 牝2青鹿54 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 洞爺湖 レイクヴィラファーム 486＋ 81：16．32� 178．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，472，600円 複勝： 37，433，400円 枠連： 10，927，800円
馬連： 37，878，800円 馬単： 25，497，300円 ワイド： 21，208，100円
3連複： 53，192，500円 3連単： 81，474，400円 計： 283，084，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 410円 � 390円 枠 連（5－7） 670円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 520円 �� 670円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 5，400円 3 連 単 ��� 18，190円

票 数

単勝票数 計 154726 的中 � 58503（1番人気）
複勝票数 計 374334 的中 � 164163（1番人気）� 15020（7番人気）� 16323（6番人気）
枠連票数 計 109278 的中 （5－7） 12168（4番人気）
馬連票数 計 378788 的中 �� 22218（5番人気）
馬単票数 計 254973 的中 �� 9159（7番人気）
ワイド票数 計 212081 的中 �� 10577（4番人気）�� 7987（7番人気）�� 1732（30番人気）
3連複票数 計 531925 的中 ��� 7275（21番人気）
3連単票数 計 814744 的中 ��� 3307（51番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―12．3―12．7―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．3―35．6―48．3―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイハピネス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ウォーニング デビュー 2013．10．6 東京5着

2011．4．9生 牡2栗 母 ビ ア ン コ 母母 プ ラ デ シ ュ 3戦1勝 賞金 7，700，000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。
（非抽選馬） 3頭 カミノショウグン号・サイプリペディウム号・ナスケンリュウジン号

3302612月7日 晴 良 （25中山5）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

610 ユニバーサルビーチ 牝2青 54 蛯名 正義古川 嘉治氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 500＋ 61：57．5 4．2�
34 ロトラトゥール 牝2鹿 54 横山 典弘國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 484＋161：57．6� 1．6�
712 ノースファイヤー 牝2青鹿54 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 488± 01：57．8� 9．4�
611 ラフェットデメール 牝2黒鹿54 江田 照男大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 450＋121：58．33 27．0�
815 クラシックセーラ 牝2鹿 54 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 新ひだか 寺越 政幸 470－ 21：58．51 20．2�
35 ユーカリノカゼ 牝2鹿 54 吉田 豊吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 470＋ 2 〃 ハナ 135．9�
713 ヒ ム カ 牝2栗 54 大野 拓弥	G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 490± 01：58．6� 9．9

58 シャイニーパティオ 牝2鹿 54 田中 博康小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 420－ 2 〃 アタマ 178．0�
22 マユラウインド 牝2黒鹿54 戸崎 圭太石川 眞実氏 萩原 清 新冠 須崎牧場 470＋101：58．7� 109．7�
46 ランデックハーツ 牝2鹿 54 木幡 初広簗田 満氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 ハナ 40．3
11 ウ イ ン サ ラ 牝2黒鹿54 丹内 祐次	ウイン 松山 将樹 浦河 岡本 昌市 436± 01：58．91 301．3�
47 サイモンジャスミン 牝2鹿 54 松岡 正海澤田 昭紀氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 458－ 41：59．64 72．7�
814 ラブキュール 牝2栗 54 宮崎 北斗増田 陽一氏 和田 雄二 日高 島瀬 順一 438－101：59．7� 484．1�
59 モンサンレグルス 牝2青鹿54 北村 宏司山下 新一氏 尾形 和幸 新ひだか 坂本 春信 456± 02：01．08 88．6�
23 キ ラ リ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行田中 春美氏 嶋田 潤 新冠 細川農場 448－ 42：01．31� 426．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，252，400円 複勝： 71，639，600円 枠連： 12，757，600円
馬連： 38，679，600円 馬単： 33，176，700円 ワイド： 20，370，700円
3連複： 52，141，700円 3連単： 100，021，000円 計： 350，039，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 130円 � 110円 � 170円 枠 連（3－6） 300円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 190円 �� 440円 �� 270円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 4，270円

票 数

単勝票数 計 212524 的中 � 40494（2番人気）
複勝票数 計 716396 的中 � 72105（2番人気）� 489765（1番人気）� 41697（3番人気）
枠連票数 計 127576 的中 （3－6） 32365（2番人気）
馬連票数 計 386796 的中 �� 86664（1番人気）
馬単票数 計 331767 的中 �� 25372（4番人気）
ワイド票数 計 203707 的中 �� 31577（1番人気）�� 9699（6番人気）�� 18631（2番人気）
3連複票数 計 521417 的中 ��� 56147（1番人気）
3連単票数 計1000210 的中 ��� 17320（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．9―13．7―13．0―13．0―13．2―13．1―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．3―51．0―1：04．0―1：17．0―1：30．2―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ユニバーサルビーチ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．10．19 東京2着

2011．2．7生 牝2青 母 サウンドザビーチ 母母 ナ ギ サ 3戦1勝 賞金 7，800，000円

第５回 中山競馬 第３日



3302712月7日 晴 良 （25中山5）第3日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時50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
1：32．3

良
良

714 ホルボッシュ 牡2黒鹿55 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482＋121：35．9 7．9�
36 マイネルジパング 牡2栗 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 480± 01：36．0� 9．3�
12 オウトラヴェス 牡2黒鹿55 石橋 脩吉田 和美氏 勢司 和浩 様似 富田 恭司 470－ 21：36．21� 6．5�
23 ウインエレメント 牝2鹿 54 内田 博幸�ウイン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 414± 01：36．41 5．1�
713 サクラカルナバル 牝2黒鹿54 田中 勝春�さくらコマース牧 光二 新ひだか 谷岡スタット 490－ 21：36．5� 5．3�
35 � サトノジェイド 牝2鹿 54 津村 明秀里見 治氏 堀 宣行 仏 Stall Par-

thenaue 470± 01：36．6	 17．8	
11 マイネルゲール 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 むかわ ヤマイチ牧場 510＋ 6 〃 クビ 17．9

612 イーグルアモン 牝2鹿 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 448± 0 〃 ハナ 27．0�
59 セルバンテス 牡2黒鹿55 横山 典弘 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 430－121：36．7クビ 10．7
816 アペルトゥーラ 牡2栗 55 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 486－ 2 〃 クビ 11．6�
24 ノアカンパニー 牡2鹿 55 柴田 善臣佐山 公男氏 天間 昭一 新冠 村上牧場 498－ 21：36．8クビ 89．8�
48 ドリスバローズ 牝2黒鹿54 大野 拓弥猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 430＋121：37．22� 138．6�
510 ワイレアゴールド 牝2黒鹿54 木幡 初広横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新冠 ハクツ牧場 422－101：38．47 97．8�
47 メドウヒルズ 牡2栗 55 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 476＋ 81：38．72 8．1�
815 ゴーストペッパー 牡2栗 55 江田 照男 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 482＋101：38．8	 188．7�
611 トウカイシンボル 牡2栗 55 田中 博康内村 正則氏 成島 英春 青森 大橋牧場 454＋ 41：40．9大差 511．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，656，800円 複勝： 40，126，100円 枠連： 15，909，200円
馬連： 49，229，000円 馬単： 28，888，800円 ワイド： 24，823，500円
3連複： 63，211，200円 3連単： 92，634，400円 計： 334，479，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 310円 � 340円 � 210円 枠 連（3－7） 1，210円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 10，600円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 1，080円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 10，670円 3 連 単 ��� 76，820円

票 数

単勝票数 計 196568 的中 � 19781（4番人気）
複勝票数 計 401261 的中 � 33282（5番人気）� 29292（6番人気）� 56179（3番人気）
枠連票数 計 159092 的中 （3－7） 9760（5番人気）
馬連票数 計 492290 的中 �� 7387（24番人気）
馬単票数 計 288888 的中 �� 2013（49番人気）
ワイド票数 計 248235 的中 �� 3392（28番人気）�� 5719（10番人気）�� 5713（11番人気）
3連複票数 計 632112 的中 ��� 4374（43番人気）
3連単票数 計 926344 的中 ��� 890（300番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．7―12．2―12．1―12．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．8―35．5―47．7―59．8―1：12．2―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．1

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホルボッシュ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2013．11．23 東京5着

2011．2．4生 牡2黒鹿 母 ヴァンドノワール 母母 プリンセスデリーデ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 マイネルゲール号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 マイネルゲール号の騎手丹内祐次は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・3番・4番・5番）
〔調教再審査〕 メドウヒルズ号は，2コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイシンボル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月7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。
（非抽選馬） 1頭 マスソングウインド号

3302812月7日 晴 良 （25中山5）第3日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時20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

36 ラインカグラ 牝2黒鹿54 蛯名 正義大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 424－ 62：05．4 6．4�
816 キネオペガサス 牡2鹿 55 戸崎 圭太吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 530＋ 42：05．5� 2．6�
714 ガ ラ ハ ッ ド �2青鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 82：05．71� 211．0�
612 ギブアンドテイク 牡2栗 55 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 496＋ 6 〃 クビ 3．7�
35 レッドクラリス 牝2栗 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 454－ 62：05．8� 8．1�
24 パイストロピカル 牝2鹿 54 西田雄一郎	ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 432－ 22：05．9クビ 143．4

611 ビレッジソング 牝2鹿 54 横山 典弘岡田 牧雄氏 萩原 清 日高 いとう牧場 426－ 6 〃 ハナ 16．8�
817 サトノバイタル 牡2栗 55 内田 博幸里見 治氏 成島 英春 新ひだか 矢野牧場 504＋ 22：06．0� 60．4�
12 ヒラボクマキシム 牡2黒鹿55 木幡 初広�平田牧場 杉浦 宏昭 浦河 大柳ファーム 438＋ 4 〃 ハナ 539．2
818 シングンゴールド 牡2栗 55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 432± 02：06．1� 34．7�
48 ピ ー キ ー 牡2鹿 55 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 464－ 2 〃 クビ 20．2�
510 マーメイドドレス 牝2栗 54 津村 明秀 	スピードファーム武藤 善則 新冠 小泉 学 422－ 42：06．3� 80．5�
59 シャドウカラーズ 牝2鹿 54 田中 勝春飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 462＋18 〃 ハナ 15．8�
11 マイネルヴェルス 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 532± 0 〃 クビ 63．0�
715 デンジャラー 牝2黒鹿54 江田 照男 	静内白井牧場 南田美知雄 日高 木村牧場 442± 02：06．4� 375．8�
713 ト ロ ン バ 牡2栗 55 嘉藤 貴行門野 重雄氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B456－102：06．5� 554．7�
23 ウインミラグロス 牡2栗 55 松岡 正海�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 466＋ 4 〃 ハナ 21．6�
47 センノイギダー 牡2栗 55 宮崎 北斗浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 466± 02：06．6� 386．7�
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売 得 金
単勝： 22，030，700円 複勝： 37，405，300円 枠連： 16，034，500円
馬連： 45，110，800円 馬単： 30，093，900円 ワイド： 23，052，600円
3連複： 57，299，400円 3連単： 93，842，500円 計： 324，869，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 230円 � 160円 � 2，860円 枠 連（3－8） 460円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 420円 �� 13，710円 �� 7，540円

3 連 複 ��� 60，500円 3 連 単 ��� 274，830円

票 数

単勝票数 計 220307 的中 � 27205（3番人気）
複勝票数 計 374053 的中 � 43736（3番人気）� 78677（2番人気）� 2431（14番人気）
枠連票数 計 160345 的中 （3－8） 25957（2番人気）
馬連票数 計 451108 的中 �� 35686（2番人気）
馬単票数 計 300939 的中 �� 9688（6番人気）
ワイド票数 計 230526 的中 �� 15589（2番人気）�� 386（74番人気）�� 705（57番人気）
3連複票数 計 572994 的中 ��� 699（131番人気）
3連単票数 計 938425 的中 ��� 252（596番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―37．1―50．6―1：03．8―1：16．6―1：29．3―1：41．9―1：53．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ラインカグラ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Gone West デビュー 2013．11．9 東京2着

2011．3．3生 牝2黒鹿 母 プレイリースモーク 母母 Reigning Countess 2戦1勝 賞金 7，800，000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。
（非当選馬） 1頭 ミラクルステイ号



3302912月7日 晴 良 （25中山5）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

67 チャンスメイク 牡2青 55 津村 明秀平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 450 ―1：57．0 38．3�
811 ドラムメジャー 牡2青 55 石橋 脩本間 茂氏 相沢 郁 新冠 競優牧場 462 ―1：57．1� 2．8�
55 マダムジルウェット 牝2鹿 54 蛯名 正義髙樽さゆり氏 高木 登 日高 川端 正博 476 ―1：57．2� 4．8�
68 デザートオブムーン 牝2黒鹿54 内田 博幸 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 484 ―1：57．73 13．7�
812 フェスティヴイェル 牡2黒鹿55 北村 宏司臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 498 ―1：57．91� 30．5�
710 ホールドミータイト 牝2鹿 54 戸崎 圭太	グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476 ―1：58．64 4．0

11 エイブルカイザー 牡2栗 55 大野 拓弥中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 470 ―1：58．91� 13．1�
33 ナスセンプウ 牡2鹿 55 柴田 善臣小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム 432 ―1：59．11� 42．3�
44 グレイスナカヤマ 牝2鹿 54 江田 照男	中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 488 ―1：59．42 10．9
22 サンファーゴ 牝2栗 54 松岡 正海加藤 信之氏 土田 稔 日高 ノースガーデン 438 ―2：01．7大差 9．8�
56 ジュングラルプス 牡2鹿 55 田中 博康髙樽さゆり氏 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 488 ―2：01．8� 131．5�
79 オワカレハトバ 牝2青鹿54 丹内 祐次大久保與志雄氏 清水 英克 浦河 木戸口牧場 518 ―2：05．6大差 114．8�
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売 得 金
単勝： 18，030，800円 複勝： 26，886，600円 枠連： 10，499，000円
馬連： 38，296，800円 馬単： 26，682，900円 ワイド： 17，042，000円
3連複： 43，539，000円 3連単： 76，780，700円 計： 257，757，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，830円 複 勝 � 700円 � 140円 � 180円 枠 連（6－8） 1，450円

馬 連 �� 6，910円 馬 単 �� 17，480円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 2，350円 �� 340円

3 連 複 ��� 9，900円 3 連 単 ��� 138，550円

票 数

単勝票数 計 180308 的中 � 3716（9番人気）
複勝票数 計 268866 的中 � 6898（9番人気）� 64658（1番人気）� 41906（3番人気）
枠連票数 計 104990 的中 （6－8） 5376（5番人気）
馬連票数 計 382968 的中 �� 4094（24番人気）
馬単票数 計 266829 的中 �� 1127（51番人気）
ワイド票数 計 170420 的中 �� 1544（28番人気）�� 1651（27番人気）�� 14471（1番人気）
3連複票数 計 435390 的中 ��� 3247（37番人気）
3連単票数 計 767807 的中 ��� 409（365番人気）

ハロンタイム 13．2―12．4―13．7―13．6―12．9―12．4―12．6―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．6―39．3―52．9―1：05．8―1：18．2―1：30．8―1：43．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チャンスメイク �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2011．6．17生 牡2青 母 アクティブサンサン 母母 ポトマツクチエリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オワカレハトバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月7日まで平地競走

に出走できない。

3303012月7日 晴 良 （25中山5）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時40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

44 � ナンチンノン 牡2栗 55 内田 博幸加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.
Alexander 500 ―1：14．2 2．5�

88 ワイエムテイラー 牝2鹿 54 津村 明秀�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 486 ―1：14．52 60．3�
（ワイエムティラー）

11 インスタイル 牡2鹿 55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 478 ―1：14．71� 2．4�
55 タマモウエルカム 牝2黒鹿54 武士沢友治タマモ� 清水 英克 新ひだか フジワラフアーム 420 ―1：15．12	 12．5�
77 コウヨウシャトー 牡2芦 55 横山 典弘寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 456 ―1：15．73	 6．5	
22 バトルクルーク 牡2鹿 55 江田 照男宮川 秋信氏 田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 454 ―1：16．01
 80．4

33 グァバベリーニ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 418 ―1：16．1
 40．3�
66 ワールドタイム 牡2栗 55 吉田 豊 Him Rock Racing 高橋 裕 浦河 宮内牧場 536 ― 〃 ハナ 31．1�
89 � ボルタドマール 牝2栗 54 石橋 脩�ノースヒルズ 高野 友和 米 North Hills

Management 440 ―1：17．48 9．0
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売 得 金
単勝： 20，908，900円 複勝： 22，170，900円 枠連： 9，700，100円
馬連： 34，569，200円 馬単： 29，262，800円 ワイド： 15，645，000円
3連複： 39，007，200円 3連単： 100，797，500円 計： 272，061，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 610円 � 120円 枠 連（4－8） 870円

馬 連 �� 6，910円 馬 単 �� 8，430円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 160円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 30，450円

票 数

単勝票数 計 209089 的中 � 68643（2番人気）
複勝票数 計 221709 的中 � 56864（2番人気）� 5060（8番人気）� 65642（1番人気）
枠連票数 計 97001 的中 （4－8） 8312（4番人気）
馬連票数 計 345692 的中 �� 3693（18番人気）
馬単票数 計 292628 的中 �� 2564（25番人気）
ワイド票数 計 156450 的中 �� 2064（20番人気）�� 34494（1番人気）�� 2171（18番人気）
3連複票数 計 390072 的中 ��� 8200（12番人気）
3連単票数 計1007975 的中 ��� 2443（85番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．6―13．1―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―36．4―49．5―1：01．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F37．8
3 ・（4，5）1（2，8）6（3，7）－9 4 ・（4，5，1）8，2－（3，6）7＝9

勝馬の
紹 介

�ナンチンノン �
�
父 Parading �

�
母父 Silver Deputy 初出走

2011．5．12生 牡2栗 母 Etro 母母 Paisley Fashion 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3303112月7日 晴 良 （25中山5）第3日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走13時10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
1：32．3

良
良

23 エクセレントビュー 牝2青鹿54 戸崎 圭太有限会社シルク高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 456 ―1：37．2 3．3�
712 キスカラハジメヨウ 牝2鹿 54 蛯名 正義�ビリオンスター尾関 知人 千歳 社台ファーム 400 ―1：37．41� 10．9�
58 トーセンマルシェ 牝2黒鹿54 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 486 ―1：37．5クビ 50．5�
814 ラ イ ロ ア 牡2青鹿55 横山 典弘 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450 ― 〃 ハナ 4．2	
47 サ ー ベ ラ ス 牡2鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing 古賀 慎明 日高 増尾牧場 488 ―1：37．6� 22．3

610 モンドクラッセ 牡2鹿 55 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 516 ―1：37．91� 3．1�
34 テ ル ラ イ ド 牝2鹿 54 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ― 〃 クビ 67．4�
713 ペイシャンスアリア 牝2鹿 54 宮崎 北斗北所 直人氏 高橋 義博 浦河 梅田牧場 496 ―1：38．0� 189．8
815 モズワトウナイ 牡2鹿 55 石橋 脩北側 雅司氏 矢作 芳人 新ひだか 土田 扶美子 448 ―1：38．1� 21．3�
11 タケデンカイザー 牡2芦 55 嘉藤 貴行武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 498 ― 〃 ハナ 132．9�
35 エクセルバード 牡2鹿 55 武士沢友治谷川 正純氏 和田正一郎 新ひだか 前田牧場 446 ―1：38．41� 101．8�
46 バトルランチャ 牡2栗 55 松岡 正海宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 合資会社カ

ネツ牧場 518 ―1：39．25 28．7�
611 ピークドラペル 牡2鹿 55 大野 拓弥飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 440 ― 〃 クビ 19．9�
22 シャドウシティー 牡2鹿 55 田中 勝春飯塚 知一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 470 ―1：40．69 15．5�
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59 ポイントパイパー 牡2青鹿55 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，498，600円 複勝： 26，383，700円 枠連： 16，980，900円
馬連： 41，637，000円 馬単： 27，696，200円 ワイド： 18，565，200円
3連複： 47，582，900円 3連単： 75，108，800円 計： 275，453，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 280円 � 860円 枠 連（2－7） 1，240円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，400円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 16，590円 3 連 単 ��� 65，290円

票 数

単勝票数 差引計 214986（返還計 4380） 的中 � 51604（2番人気）
複勝票数 差引計 263837（返還計 5844） 的中 � 54967（2番人気）� 24194（4番人気）� 6168（10番人気）
枠連票数 差引計 169809（返還計 190） 的中 （2－7） 10154（5番人気）
馬連票数 差引計 416370（返還計 19668） 的中 �� 22698（4番人気）
馬単票数 差引計 276962（返還計 13357） 的中 �� 8973（7番人気）
ワイド票数 差引計 185652（返還計 12458） 的中 �� 8998（4番人気）�� 1844（26番人気）�� 1080（41番人気）
3連複票数 差引計 475829（返還計 42640） 的中 ��� 2117（56番人気）
3連単票数 差引計 751088（返還計 65180） 的中 ��� 849（201番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―36．4―48．7―1：00．7―1：12．7―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

エクセレントビュー �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2011．4．24生 牝2青鹿 母 トップエクセレント 母母 ファイトガリバー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ポイントパイパー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔両前管部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ポイントパイパー号は，平成25年12月8日から平成26年1月6日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※キスカラハジメヨウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3303212月7日 晴 良 （25中山5）第3日 第8競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：28．8
2：28．6

重
不良

79 サンマルデューク 牡4黒鹿57 武士沢友治相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 502－ 22：35．8 2．8�
44 リーゼントブルース 牡4芦 57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B482＋ 82：36．22� 5．4�
55 アルディエス 牡4鹿 57 西田雄一郎�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 452± 0 〃 クビ 13．6�
68 ゴールデンヒーロー 牡3鹿 55 戸崎 圭太有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 4 〃 アタマ 7．1�
710 リアライズブラザー 牡3鹿 55 内田 博幸工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 494＋ 22：36．4	 5．9�
11 ホワイトフリート 牡3芦 55 北村 宏司 	キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 468－ 22：36．5� 6．2

67 キングオブフェイス 牡5栗 57 大野 拓弥西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 520＋ 82：36．81	 35．4�
33 
 トウショウデザイア 牡7鹿 57 津村 明秀トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474－ 42：37．11	 33．9�
811 テーオーストーム 牡7鹿 57 吉田 豊小笹 公也氏 高柳 瑞樹 門別 ヤナガワ牧場 B476－ 4 〃 クビ 171．5
22 テラノコブラ 牡5栗 57 江田 照男寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486＋182：37．52� 17．8�
812 バーチャルトラック 牡5鹿 57 柴田 善臣宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 B454＋ 42：37．92� 76．6�
56 アルジェンタム 牡5栗 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 千歳 社台ファーム 474－142：38．11� 27．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，303，000円 複勝： 39，672，500円 枠連： 17，458，400円
馬連： 59，868，100円 馬単： 35，411，500円 ワイド： 26，843，300円
3連複： 73，729，200円 3連単： 125，074，300円 計： 401，360，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 180円 � 280円 枠 連（4－7） 360円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 310円 �� 540円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 7，950円

票 数

単勝票数 計 233030 的中 � 67047（1番人気）
複勝票数 計 396725 的中 � 93485（1番人気）� 57817（3番人気）� 29304（6番人気）
枠連票数 計 174584 的中 （4－7） 35940（1番人気）
馬連票数 計 598681 的中 �� 68243（1番人気）
馬単票数 計 354115 的中 �� 25483（1番人気）
ワイド票数 計 268433 的中 �� 23967（1番人気）�� 12015（5番人気）�� 5513（15番人気）
3連複票数 計 737292 的中 ��� 23826（6番人気）
3連単票数 計1250743 的中 ��� 11613（13番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．9―12．8―14．5―14．4―12．8―12．9―12．4―12．9―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．2―37．1―49．9―1：04．4―1：18．8―1：31．6―1：44．5―1：56．9―2：09．8―2：22．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルデューク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．3 札幌12着

2009．4．3生 牡4黒鹿 母 キミホウセキ 母母 オ ロ ー ル 21戦4勝 賞金 55，421，000円



3303312月7日 晴 良 （25中山5）第3日 第9競走 ��
��1，200�

く ろ ま つ

黒 松 賞
発走14時15分 （芝・右・外）
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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

34 タガノブルグ 牡2鹿 55 石橋 脩八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 438－ 61：09．3 3．4�

712 クリノコマチ 牝2栗 54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 446± 01：09．51� 16．6�
57 フリュクティドール 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 日高 戸川牧場 420－ 81：09．71� 32．8�
610 ウインイルソーレ 牡2鹿 55 大野 拓弥�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 476± 01：09．91� 9．6�
58 マイネルギャルソン 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 2 〃 ハナ 8．4	
45 テルミドール 牝2黒鹿54 吉田 豊�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 420＋12 〃 クビ 5．3

11 クリノイザナミ 牝2青 54 横山 典弘栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 418＋ 6 〃 ハナ 11．7�
69 シャインシュラーク 牡2栗 55 江田 照男岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド 462± 01：10．11� 9．7�
711 アローズグリーム 牡2鹿 55 田中 勝春門野 文典氏 和田 雄二 浦河 日田牧場 502＋ 61：10．2� 8．1
813 イ ス ル ギ 牝2黒鹿54 北村 宏司山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 420－ 61：10．41� 18．1�
33 エ ク ス シ ア 牝2鹿 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 410－ 2 〃 クビ 26．1�
46 コロナプリンセス 牝2栗 54 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 信岡牧場 438＋ 61：10．5クビ 42．0�
814 ウインエフォート 牡2栗 55 丹内 祐次�ウイン 清水 美波 青森 青南ムラカミ

ファーム 474＋ 81：11．13� 31．8�
22 ヴ ォ ラ ー タ 牝2栗 54 柴田 善臣藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 408－ 61：11．42 131．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，708，500円 複勝： 46，592，600円 枠連： 23，660，000円
馬連： 83，269，600円 馬単： 49，057，200円 ワイド： 33，240，300円
3連複： 101，991，400円 3連単： 162，105，200円 計： 525，624，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 500円 � 760円 枠 連（3－7） 700円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 2，290円 �� 6，410円

3 連 複 ��� 31，620円 3 連 単 ��� 125，280円

票 数

単勝票数 計 257085 的中 � 59925（1番人気）
複勝票数 計 465926 的中 � 113158（1番人気）� 20515（9番人気）� 12718（11番人気）
枠連票数 計 236600 的中 （3－7） 25027（2番人気）
馬連票数 計 832696 的中 �� 25799（7番人気）
馬単票数 計 490572 的中 �� 9131（11番人気）
ワイド票数 計 332403 的中 �� 8179（8番人気）�� 3550（34番人気）�� 1242（68番人気）
3連複票数 計1019914 的中 ��� 2381（116番人気）
3連単票数 計1621052 的中 ��� 955（470番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．3―11．5―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．5―45．0―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノブルグ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．9．21 阪神1着

2011．3．18生 牡2鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 4戦2勝 賞金 18，208，000円

3303412月7日 晴 良 （25中山5）第3日 第10競走 ��
��1，800�

ま く は り

幕 張 特 別
発走14時50分 （芝・右）
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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

66 バロンドゥフォール 牡3鹿 56 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：48．6 2．4�
11 コスモバタフライ 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 484－ 41：48．7� 26．2�
810	 シベリアンスパーブ 牡4鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 494± 0 〃 クビ 8．7�
79 ダイワブレイディ 牡3芦 56 内田 博幸大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 508＋ 21：48．8クビ 4．1�
44 	 キングロンシャープ 牡5栗 57 田中 勝春小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 482＋ 41：49．01
 18．9�
55 タ マ ラ マ �4黒鹿57 吉田 豊 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 2 〃 クビ 4．7	
67 コスモバルバラ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 61：49．31� 23．9

811 ローレルソラン 牡5鹿 57 横山 典弘 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 464＋ 6 〃 クビ 25．0�
22 オペラダンシング 牡4黒鹿57 石橋 脩鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 460＋ 21：49．4クビ 18．6
33 	 エレガンテココ 牝5青 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 438－ 41：50．35 32．0�
78 グレートマーシャル 牡5鹿 57 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 486± 0 〃 アタマ 137．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，974，000円 複勝： 54，660，700円 枠連： 19，690，500円
馬連： 101，611，800円 馬単： 60，945，200円 ワイド： 38，835，200円
3連複： 115，960，600円 3連単： 243，384，700円 計： 668，062，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 430円 � 210円 枠 連（1－6） 2，710円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 810円 �� 390円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 32，060円

票 数

単勝票数 計 329740 的中 � 110853（1番人気）
複勝票数 計 546607 的中 � 150541（1番人気）� 24478（7番人気）� 63151（4番人気）
枠連票数 計 196905 的中 （1－6） 5379（9番人気）
馬連票数 計1016118 的中 �� 23436（12番人気）
馬単票数 計 609452 的中 �� 9363（18番人気）
ワイド票数 計 388352 的中 �� 11592（8番人気）�� 27417（3番人気）�� 6085（18番人気）
3連複票数 計1159606 的中 ��� 15140（18番人気）
3連単票数 計2433847 的中 ��� 5604（97番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―36．9―48．2―59．4―1：11．1―1：23．5―1：36．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バロンドゥフォール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．11．11 東京2着

2010．3．3生 牡3鹿 母 ラトラヴィアータ 母母 サクラハゴロモ 8戦3勝 賞金 36，092，000円



3303512月7日 晴 良 （25中山5）第3日 第11競走 ��
��1，800�

ほくそう

北総ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．12．8以降25．12．1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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 � ダブルスター 牡4栗 56 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 506＋ 21：53．4 3．0�
611 タ ナ ト ス 牡5黒鹿55 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 458＋ 21：53．71� 5．5�
815 ユーロビート 	4鹿 57．5 戸崎 圭太吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 526－ 61：53．8
 3．5�
510 セイカフォルトゥナ 牝4栗 53 木幡 初広久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 482＋ 61：53．9� 77．7�
36 セイカフォルテ 牡5鹿 56 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 456± 01：54．11
 21．7�
12 オメガインベガス 牝3黒鹿53 田中 勝春原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 492＋ 41：54．2
 7．0	
24 コスモイーチタイム 牡5栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 41：54．3
 44．6

48 エステーラブ 牝6青鹿52 宮崎 北斗齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 458± 01：54．4
 87．1�
816 ディーエスコンドル 牡5鹿 55 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 466＋ 41：54．61� 19．4�
59 � ドゥーアップ 牡5鹿 55 北村 宏司�ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B534＋181：54．7� 17．8
47 ドラゴンヴォイス 牡5鹿 55 吉田 豊窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 460＋221：54．8� 44．7�
713 マ マ キ ジ ャ 牝5芦 52 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 444－ 41：54．9� 71．4�
35 ジ ャ ン ナ 牡5鹿 54 大野 拓弥前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 488± 01：55．11 76．3�
714 サクラブライアンス 牡6黒鹿55 蛯名 正義�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 480－ 21：55．2� 44．5�
23 プリンセスキナウ 牝5鹿 52 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 468－ 21：55．83
 25．6�

（15頭）
612 ニシノオウガイ 牡5黒鹿54 松岡 正海西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 45，611，100円 複勝： 73，699，800円 枠連： 55，845，400円
馬連： 209，158，000円 馬単： 109，305，100円 ワイド： 71，281，700円
3連複： 264，179，200円 3連単： 472，101，000円 計： 1，301，181，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 160円 � 140円 枠 連（1－6） 670円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 300円 �� 260円 �� 350円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 4，390円

票 数

単勝票数 差引計 456111（返還計 40） 的中 � 122047（1番人気）
複勝票数 差引計 736998（返還計 68） 的中 � 182897（1番人気）� 113034（3番人気）� 137779（2番人気）
枠連票数 差引計 558454（返還計 7 ） 的中 （1－6） 62194（2番人気）
馬連票数 差引計2091580（返還計 549） 的中 �� 200853（2番人気）
馬単票数 差引計1093051（返還計 373） 的中 �� 62104（3番人気）
ワイド票数 差引計 712817（返還計 422） 的中 �� 58882（2番人気）�� 73792（1番人気）�� 48045（3番人気）
3連複票数 差引計2641792（返還計 1995） 的中 ��� 219049（1番人気）
3連単票数 差引計4721010（返還計 3852） 的中 ��� 79378（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．6―51．0―1：03．7―1：16．2―1：28．6―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ダブルスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ア サ テ ィ ス

2009．3．21生 牡4栗 母 ダッシングハニー 母母 ラストヒット 16戦4勝 賞金 80，803，000円
地方デビュー 2011．6．29 門別

〔出走取消〕 ニシノオウガイ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ジョウノボヘミアン号・スギノブレイド号・ハコダテナイト号

3303612月7日 晴 良 （25中山5）第3日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時00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
1：44．9
1：44．1

良
良

611 ロンギングダンサー 牡4黒鹿57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 480＋101：49．0 1．7�
11 スマートルピナス 牝3鹿 54 戸崎 圭太大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 450－ 21：49．31� 9．1�
48 サイレントクロップ 牝4青鹿55 内田 博幸 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム 528＋101：49．4� 25．1�
36 マイネルスパーブ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 2 〃 クビ 24．6�
815 ヘレナモルフォ 牝4鹿 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 456＋ 21：49．5� 23．5�
612 コスモスターター 牝3栗 54 松岡 正海 	ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 434＋26 〃 クビ 166．5

35 トキノサコン 牡5栗 57 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 492± 01：49．6クビ 177．0�
59 リングネブラ 牝4黒鹿55 二本柳 壮吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：49．7� 67．9�
12 ダイワアクシス 牡4黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 クビ 7．7
714 エスユーハリケーン 牡3鹿 56 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 476＋ 41：50．01� 21．4�
713 マイネルカーミン 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行 �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 B504＋101：50．1� 57．5�
23 ダーズンローズ �5青 57 武士沢友治 	キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 488＋ 6 〃 ハナ 87．6�
816 エアセノーテ 牡3栗 56 田中 勝春 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 504＋ 4 〃 クビ 14．2�
47 シンボリパソドブレ 牡3鹿 56 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 502＋24 〃 アタマ 241．3�
510	 シングンカイロス 牡4鹿 57 宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 476＋ 51：50．2クビ 187．2�
24 ジェイケイネオ 牡3青鹿56 横山 典弘小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 486＋ 61：50．41
 9．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，967，600円 複勝： 68，498，600円 枠連： 33，466，900円
馬連： 104，663，900円 馬単： 65，632，300円 ワイド： 45，444，500円
3連複： 134，408，900円 3連単： 270，469，400円 計： 763，552，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 490円 枠 連（1－6） 400円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 390円 �� 720円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 11，270円

票 数

単勝票数 計 409676 的中 � 199730（1番人気）
複勝票数 計 684986 的中 � 285171（1番人気）� 63689（3番人気）� 21710（9番人気）
枠連票数 計 334669 的中 （1－6） 61880（1番人気）
馬連票数 計1046639 的中 �� 93676（3番人気）
馬単票数 計 656323 的中 �� 43006（3番人気）
ワイド票数 計 454445 的中 �� 31910（3番人気）�� 15508（8番人気）�� 5560（21番人気）
3連複票数 計1344089 的中 ��� 23630（17番人気）
3連単票数 計2704694 的中 ��� 17726（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．7―48．8―1：01．0―1：13．1―1：25．1―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
8（10，14）6（9，15）16－（2，12）（1，5，11）（7，13）4，3
8（10，14）（6，15）9，16（2，12）（1，11）13（5，3）（4，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンギングダンサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．4 新潟3着

2009．2．24生 牡4黒鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ 12戦3勝 賞金 37，474，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 クロクモ号・シャンボールフィズ号・ソムニアシチー号・ベルゲンクライ号



（25中山5）第3日 12月7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 168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

189，640，000円
15，980，000円
1，310，000円
16，660，000円
62，642，500円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
307，415，000円
545，169，800円
242，930，300円
843，972，600円
521，649，900円
356，352，100円
1，046，243，200円
1，893，793，900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 5，757，526，800円

総入場人員 19，999名 （有料入場人員 17，492名）
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