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3304912月14日 晴 良 （25中山5）第5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

48 カウンターハッセキ 牡2鹿 55 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 442± 01：12．9 3．5�
816 ヒメスズラン 牝2栗 54 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 486－ 21：13．43 7．7�
714 ベルウッドタイガ 牡2黒鹿55 武士沢友治鈴木 照雄氏 田島 俊明 浦河 駿河牧場 514－ 21：13．5� 151．0�
47 ブラックソヴリン 牝2芦 54 内田 博幸平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 452＋10 〃 アタマ 23．5�
11 トウカイマインド 牝2鹿 54 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 446－ 4 〃 ハナ 7．9�
815 ワイルドジーク 牡2栗 55 北村 宏司 Him Rock Racing 古賀 慎明 新冠 ハクツ牧場 454＋ 41：13．6� 3．6�
36 スリーロンドン 牡2栗 55 蛯名 正義永井商事	 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 456± 01：14．02� 4．8

59 サイプリペディウム 牝2芦 54 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 416－ 41：14．1� 240．5�
611 フライバイナイト 牝2鹿 54 村田 一誠日下部勝德氏 栗田 徹 新冠 有限会社 大

作ステーブル 408－ 21：14．2� 37．7
23 ゴッドマザー 牝2栗 54 田辺 裕信寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 422± 01：14．41� 38．3�
713 オキテスグメシ 牡2栗 55 宮崎 北斗福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 高橋 修 438＋ 41：14．5� 292．6�
24 コスモロザラム 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 B464＋141：14．71� 101．3�
35 ドラゴンボーテ 牝2青鹿54 左海 誠二西村 静子氏 石毛 善彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 408－ 21：14．91� 149．7�
（船橋）

612 ミスマリキータ 牝2芦 54 後藤 浩輝小林 祥晃氏 武藤 善則 新ひだか 谷岡牧場 406± 01：15．21� 10．2�
510 タケノフォースター 牡2鹿 55 嘉藤 貴行竹原 孝昭氏 天間 昭一 青森 伊藤牧場 478－ 61：15．3� 354．2�
12 ナインドリーム 牝2黒鹿54 田中 博康本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 380＋221：16．04 210．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，300，700円 複勝： 39，240，800円 枠連： 12，979，300円
馬連： 43，604，100円 馬単： 30，962，200円 ワイド： 22，111，700円
3連複： 62，121，000円 3連単： 98，212，700円 計： 326，532，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 310円 � 3，100円 枠 連（4－8） 460円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 530円 �� 6，580円 �� 11，130円

3 連 複 ��� 52，640円 3 連 単 ��� 135，990円

票 数

単勝票数 計 173007 的中 � 39600（1番人気）
複勝票数 計 392408 的中 � 102182（1番人気）� 30015（5番人気）� 2315（12番人気）
枠連票数 計 129793 的中 （4－8） 20968（1番人気）
馬連票数 計 436041 的中 �� 27774（5番人気）
馬単票数 計 309622 的中 �� 10581（7番人気）
ワイド票数 計 221117 的中 �� 11349（6番人気）�� 789（44番人気）�� 464（55番人気）
3連複票数 計 621210 的中 ��� 871（99番人気）
3連単票数 計 982127 的中 ��� 533（332番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．7―12．6―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．3―46．9―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カウンターハッセキ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2013．7．27 新潟8着

2011．3．23生 牡2鹿 母 サンタドレス 母母 マヤノクリオネ 5戦1勝 賞金 7，750，000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 グランドエンジェル号
（非抽選馬） 1頭 サビーナクレスタ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3305012月14日 晴 良 （25中山5）第5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

713 チャプレット 牝2黒鹿54 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 460－ 41：57．7 4．8�
35 サウザンドオークス 牝2栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 444－ 41：57．91 71．6�
46 リサプシュケ 牝2鹿 54 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 様似 髙村 伸一 484＋ 61：58．53� 12．3�
59 レイズアセイル 牝2栗 54 松山 弘平 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：58．6� 21．1�
23 ダイワインテンス 牝2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 494－ 61：58．91� 4．8�
712 ハビタブルゾーン 牝2栗 54 石橋 脩 	社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 440－ 41：59．53� 2．2

611 マイネフェリース 牝2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 62：00．03 133．1�
34 イニシアチブバイオ 牝2鹿 54 蛯名 正義バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 448± 02：00．21� 8．5�
47 デルマシズカチャン 牝2栗 54 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 474－ 62：00．62� 20．0
610 ニシノクラーケン 牝2黒鹿54 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 520－ 22：00．7クビ 188．6�
58 デルマチエチャン 牝2栗 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 430－ 42：00．91� 199．8�
815 トキメキブンブン 牝2黒鹿54 左海 誠二片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 444＋ 2 〃 アタマ 277．0�

（船橋）

814 バトルタラサ 牝2鹿 54 戸崎 圭太宮川 秋信氏 小野 次郎 新ひだか 沖田 忠幸 448－ 22：01．53� 56．1�
11 ドリームマーチ 牝2鹿 54 田中 勝春ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B428－102：01．82 68．0�
22 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 454＋ 22：02．75 84．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，456，900円 複勝： 33，009，600円 枠連： 16，122，200円
馬連： 40，587，100円 馬単： 28，315，000円 ワイド： 20，554，200円
3連複： 53，203，500円 3連単： 86，011，000円 計： 298，259，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 1，610円 � 290円 枠 連（3－7） 390円

馬 連 �� 21，190円 馬 単 �� 29，350円

ワ イ ド �� 4，670円 �� 780円 �� 5，520円

3 連 複 ��� 40，440円 3 連 単 ��� 255，960円

票 数

単勝票数 計 204569 的中 � 34123（2番人気）
複勝票数 計 330096 的中 � 50311（3番人気）� 4283（9番人気）� 31482（5番人気）
枠連票数 計 161222 的中 （3－7） 30953（2番人気）
馬連票数 計 405871 的中 �� 1414（32番人気）
馬単票数 計 283150 的中 �� 712（53番人気）
ワイド票数 計 205542 的中 �� 1054（32番人気）�� 6882（11番人気）�� 890（38番人気）
3連複票数 計 532035 的中 ��� 971（80番人気）
3連単票数 計 860110 的中 ��� 248（428番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．8―13．8―13．1―13．1―12．9―13．4―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．3―51．1―1：04．2―1：17．3―1：30．2―1：43．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

チャプレット �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．11．3 東京11着

2011．4．26生 牝2黒鹿 母 ブレスマイソウル 母母 ウ ェ ル デ ン 3戦1勝 賞金 6，300，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第５回 中山競馬 第５日



3305112月14日 晴 良 （25中山5）第5日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10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
1：52．7
1：50．9

良
不良

35 ストロングサウザー 牡2鹿 55 北村 宏司村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 466－ 21：55．8 4．8�
816� ドラゴンキングダム 牡2黒鹿55 内田 博幸窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 米 Stonehaven

Steadings 516± 01：56．01� 1．6�
815� コ ス モ ジ グ 牡2黒鹿55 R．ムーア �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Christina

Latimer 480－ 81：56．53 10．1�
（英）

59 アイソレーション 牡2鹿 55 蛯名 正義丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 522－ 41：57．24 11．9�
714� ヒシサブリナ 牝2鹿 54 松山 弘平阿部 雅英氏 牧 光二 米 Masa-

ichiro Abe 466＋141：57．62	 28．4�
510 バイタルワンダー 
2青鹿55 戸崎 圭太伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 460± 01：57．7クビ 20．4	
47 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 450＋ 81：58．55 28．9

11 � ターフデザイナー 牝2芦 54 左海 誠二�Basic 畠山 吉宏 米

Patterson Bloodstock,
Bellepoint Management
& Taylor Made Farm

490－ 21：58．92	 61．9�
（船橋）

23 メイクザカット 牡2栗 55 津村 明秀島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 540－ 21：59．11� 51．4
12 ラクードール 牡2黒鹿55 田辺 裕信小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 つつみ牧場 464＋ 61：59．63 34．6�
612 フレイムワンダー 牡2栗 55 村田 一誠伊東 純一氏 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 468＋ 41：59．7	 561．1�
36 � コスモソウルメイト 牡2青鹿55 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 米 Gary L.

Chervenell 490－ 21：59．8� 150．0�
24 キネオストレッタ 牡2栗 55 石橋 脩吉田 千津氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 クビ 106．4�
48 ロ ー ツ ェ 牡2鹿 55 武士沢友治林 千枝子氏 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 486－ 21：59．9クビ 622．9�
611 グットノイズ 牡2鹿 55 後藤 浩輝小田 吉男氏 黒岩 陽一 新冠 競優牧場 494＋ 22：01．07 31．0�
713 カ ブ ト 牡2黒鹿55 宮崎 北斗安原 浩司氏 田中 剛 新ひだか 岡田牧場 480± 02：03．0大差 265．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，846，900円 複勝： 83，269，200円 枠連： 16，187，600円
馬連： 44，494，700円 馬単： 35，357，600円 ワイド： 25，245，500円
3連複： 60，269，800円 3連単： 113，047，300円 計： 403，718，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 110円 � 210円 枠 連（3－8） 300円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 180円 �� 690円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 6，750円

票 数

単勝票数 計 258469 的中 � 43118（2番人気）
複勝票数 計 832692 的中 � 76593（2番人気）� 562888（1番人気）� 39090（4番人気）
枠連票数 計 161876 的中 （3－8） 40353（1番人気）
馬連票数 計 444947 的中 �� 89015（1番人気）
馬単票数 計 353576 的中 �� 22659（4番人気）
ワイド票数 計 252455 的中 �� 44423（1番人気）�� 7294（8番人気）�� 19200（2番人気）
3連複票数 計 602698 的中 ��� 42454（2番人気）
3連単票数 計1130473 的中 ��� 12360（13番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．2―13．1―13．0―13．1―12．9―13．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．0―51．1―1：04．1―1：17．2―1：30．1―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストロングサウザー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lear Fan デビュー 2013．9．15 中山4着

2011．1．28生 牡2鹿 母 エヴァンタイユ 母母 Felicita 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グットノイズ号・カブト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月14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 ポッドタイム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3305212月14日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25中山5）第5日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：10．2良・良

56 ドリームチャージ 牡4鹿 60 難波 剛健青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 450－ 43：15．3 6．2�
67 ドリームセーリング 牡6栗 60 石神 深一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 486＋ 23：15．93� 1．3�
812� ドリームパワー 牝4鹿 58 金子 光希�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 448＋ 83：16．85 9．5�
33 プレミアムウォーズ �4栗 60 江田 勇亮中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 478－10 〃 クビ 42．4�
79 キープトライン 牡3鹿 58 横山 義行岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B496± 03：17．01	 52．3	
811 ネ フ ラ イ ト 牝3栗 56 山本 康志�宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 宮内牧場 420－ 23：17．21	 45．1

55 ヘリオスフィア 牡4黒鹿60 草野 太郎岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 83：17．51
 58．8�
68 アンシャンテルール 牝5黒鹿58 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 458－ 23：17．6� 28．5�
22 � トモヲエラババ 牡4栃栗60 大江原 圭江川 伸夫氏 矢野 照正 様似 清水スタッド 484－ 43：19．4大差 162．3
44 ストロングティラノ 牡4芦 60 五十嵐雄祐村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 492－ 63：20．46 16．1�
710� リネンハウス 牡4栗 60 蓑島 靖典戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 528＋363：23．8大差 326．2�
11 ショウナンパレット 牝3黒鹿56 浜野谷憲尚�湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 464＋ 83：24．22� 174．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，892，500円 複勝： 56，902，600円 枠連： 10，866，600円
馬連： 30，699，000円 馬単： 29，202，200円 ワイド： 14，946，600円
3連複： 45，165，800円 3連単： 100，968，700円 計： 310，644，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 120円 � 100円 � 170円 枠 連（5－6） 280円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 160円 �� 350円 �� 220円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 3，080円

票 数

単勝票数 計 218925 的中 � 27883（2番人気）
複勝票数 計 569026 的中 � 59836（2番人気）� 406177（1番人気）� 30744（3番人気）
枠連票数 計 108666 的中 （5－6） 29140（1番人気）
馬連票数 計 306990 的中 �� 74105（1番人気）
馬単票数 計 292022 的中 �� 20899（3番人気）
ワイド票数 計 149466 的中 �� 30263（1番人気）�� 8619（4番人気）�� 16189（2番人気）
3連複票数 計 451658 的中 ��� 76204（1番人気）
3連単票数 計1009687 的中 ��� 24267（5番人気）
上り 1マイル 1：49．0 4F 51．8－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

ドリームチャージ �
�
父 シーキングザダイヤ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2011．12．18 阪神3着

2009．6．12生 牡4鹿 母 サンクイーン 母母 ループスキークロス 障害：6戦1勝 賞金 12，400，000円



3305312月14日 晴 良 （25中山5）第5日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時10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

36 ダイワラスター 牝2黒鹿54 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 414－ 81：37．0 30．0�
510 ドリームティアラ 牝2栗 54 内田 博幸吉田 和子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 506＋201：37．21� 3．6�
23 ランデッククィーン 牝2栗 54 戸崎 圭太簗田 満氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 464－ 6 〃 クビ 16．1�
611 スウィートレイラニ 牝2鹿 54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 ハナ 4．8�
12 コ ア ク マ 牝2鹿 54 柴田 善臣内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 408± 01：37．3クビ 28．0�
59 ノースショアビーチ 牡2鹿 55 村田 一誠�G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 アタマ 8．8	
816 レッドウォーリア 牡2黒鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 クビ 4．9

48 バトルヴェルデ 牝2鹿 54 松山 弘平宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 456＋ 41：37．51� 28．2�
24 グロリアストレイル 牡2栗 55 田辺 裕信有限会社シルク小島 茂之 安平 ノーザンファーム 446± 01：37．6� 4．9�
47 ヴァリアンティー 牝2鹿 54 田中 博康スリースターズレーシング 大和田 成 新ひだか 前田 宗将 414－ 81：37．81 111．8
11 クリノミユキチャン 牝2鹿 54 左海 誠二栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 今井 秀樹 440± 01：38．01� 79．8�

（船橋）

612 ヤマニンジュニパー 牝2鹿 54 江田 照男土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 472＋ 21：38．32 235．6�
815 マイネルゼーラフ 牡2青鹿55 R．ムーア �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 490＋ 21：38．4クビ 43．5�
（英）

714 マイネジュラメント 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 嶋田牧場 466＋301：38．5� 66．9�

713 フェアーリーダー 牡2栗 55 石橋 脩佐藤 守宏氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 B454＋ 61：38．6� 132．0�
35 サニーロブロイ 牝2鹿 54 田中 勝春宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 424－ 81：38．81� 85．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，164，400円 複勝： 47，547，900円 枠連： 19，002，300円
馬連： 58，108，600円 馬単： 37，205，800円 ワイド： 28，911，300円
3連複： 76，769，600円 3連単： 119，041，400円 計： 411，751，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，000円 複 勝 � 770円 � 190円 � 370円 枠 連（3－5） 3，210円

馬 連 �� 6，850円 馬 単 �� 19，250円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 3，330円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 22，700円 3 連 単 ��� 201，500円

票 数

単勝票数 計 251644 的中 � 6613（9番人気）
複勝票数 計 475479 的中 � 13488（9番人気）� 84211（2番人気）� 31644（6番人気）
枠連票数 計 190023 的中 （3－5） 4375（12番人気）
馬連票数 計 581086 的中 �� 6268（26番人気）
馬単票数 計 372058 的中 �� 1427（61番人気）
ワイド票数 計 289113 的中 �� 2802（30番人気）�� 2110（36番人気）�� 4926（14番人気）
3連複票数 計 767696 的中 ��� 2496（71番人気）
3連単票数 計1190414 的中 ��� 436（543番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．6―48．1―1：00．9―1：13．3―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．9―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

ダイワラスター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．17 東京4着

2011．2．9生 牝2黒鹿 母 ダイワスピリット 母母 ロンドンブリッジ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3305412月14日 晴 良 （25中山5）第5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

11 ゴールドキセキ 牡2黒鹿55 北村 宏司ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 524 ―1：12．9 1．5�
55 アルディバイン 牡2鹿 55 田中 勝春髙樽さゆり氏 古賀 慎明 浦河 山下 恭茂 468 ―1：13．22 9．8�
811 ヘルヴェティア 牝2栗 54 田辺 裕信 �ローレルレーシング 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 424 ―1：13．94 6．8�
79 マ リ カ 牝2栗 54 江田 照男�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 466 ―1：14．11� 23．8�
44 ステラトーキョウ 牝2鹿 54 大野 拓弥小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 新ひだか 千代田牧場 464 ―1：14．2� 8．5	
22 ボールドケーム 牡2青鹿55 柴田 大知増田 陽一氏 菊沢 隆徳 新冠 新冠橋本牧場 B508 ―1：14．83� 32．3

67 トウショウヴォワ 牡2鹿 55 田中 博康トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 448 ―1：15．54 142．4�
710 ト ラ ヒ メ 牝2芦 54 村田 一誠桐谷 茂氏 蛯名 利弘 日高 前川 義則 406 ―1：15．82 56．9�
68 ダイワランクアップ 牡2黒鹿55 後藤 浩輝大城 敬三氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 498 ―1：16．22� 10．0
56 コ ン ド コ ソ 牡2芦 55 木幡 初広西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 454 ―1：17．79 94．9�
33 レモンボンボン 牝2青鹿54 左海 誠二田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 嶋田牧場 470 ―1：20．0大差 154．8�

（船橋）

812 キンショーワカシオ 牡2芦 55 武士沢友治礒野日出夫氏 田島 俊明 むかわ 貞広 賢治 434 ―1：20．42� 159．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，399，800円 複勝： 48，624，800円 枠連： 11，618，100円
馬連： 40，262，200円 馬単： 37，862，200円 ワイド： 20，702，900円
3連複： 47，800，000円 3連単： 111，333，000円 計： 345，603，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 � 160円 枠 連（1－5） 620円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 300円 �� 250円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計 273998 的中 � 146655（1番人気）
複勝票数 計 486248 的中 � 253149（1番人気）� 39100（4番人気）� 53620（2番人気）
枠連票数 計 116181 的中 （1－5） 13961（3番人気）
馬連票数 計 402622 的中 �� 42448（3番人気）
馬単票数 計 378622 的中 �� 31012（3番人気）
ワイド票数 計 207029 的中 �� 17998（3番人気）�� 23348（2番人気）�� 6752（8番人気）
3連複票数 計 478000 的中 ��� 29189（3番人気）
3連単票数 計1113330 的中 ��� 20925（7番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．3―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．9―47．2―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．0
3 ・（1，10）（2，11）＝5，4－（9，7）－8－12＝6＝3 4 1－（10，2，11）＝（4，5）－（9，7）－8＝12－6＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴールドキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Touch Gold 初出走

2011．4．21生 牡2黒鹿 母 ゴールドプライシズライジング 母母 Indy Bold 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レモンボンボン号・キンショーワカシオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

1月14日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3305512月14日 晴 良 （25中山5）第5日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走13時10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

711 リ コ ル デ ィ 牡2鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 518 ―1：56．4 12．5�
710 スマイルエンジェル 牝2栗 54 田辺 裕信堀口 晴男氏 星野 忍 日高 日高大洋牧場 436 ―1：56．71� 29．3�
11 ウルトラバローズ 牡2鹿 55 戸崎 圭太猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 452 ―1：56．8� 2．6�
57 ニシノカザブエ 牝2黒鹿54 江田 照男西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 418 ― 〃 クビ 5．0�
812 リターントゥジェム 牡2黒鹿55 田中 勝春西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 488 ―1：56．9� 10．0�
44 リ キ マ ル 牡2鹿 55 宮崎 北斗北所 直人氏 高市 圭二 日高 高柳 隆男 508 ― 〃 ハナ 126．5	
56 ハクタイノカカク 牡2黒鹿55 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ―1：57．0� 19．0

69 ロンギングケイシー 牡2黒鹿55 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 498 ―1：57．1� 9．6�
22 ユキノプリンス 牡2黒鹿55 北村 宏司井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 服部 牧場 454 ― 〃 ハナ 5．0�
68 ネ ア ポ リ ス 牡2青鹿55 柴田 善臣 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 508 ―1：57．31	 16．0
33 マイネグリンダ 牝2栗 54 柴田 大知 �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 428 ―1：57．4� 78．1�
813 ベレロフォン 牡2青鹿55 大野 拓弥�飛渡牧場 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 406 ―1：57．82� 191．5�
45 ウインスフィーダ 牡2栗 55 津村 明秀�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 468 ―1：59．7大差 89．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，658，800円 複勝： 39，144，500円 枠連： 16，051，000円
馬連： 52，069，900円 馬単： 35，151，100円 ワイド： 23，098，900円
3連複： 60，129，300円 3連単： 101，348，900円 計： 353，652，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 320円 � 580円 � 160円 枠 連（7－7） 10，840円

馬 連 �� 12，060円 馬 単 �� 24，090円

ワ イ ド �� 2，650円 �� 770円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 13，700円 3 連 単 ��� 124，040円

票 数

単勝票数 計 266588 的中 � 16833（6番人気）
複勝票数 計 391445 的中 � 29347（6番人気）� 13971（9番人気）� 90282（1番人気）
枠連票数 計 160510 的中 （7－7） 1093（24番人気）
馬連票数 計 520699 的中 �� 3187（35番人気）
馬単票数 計 351511 的中 �� 1077（70番人気）
ワイド票数 計 230989 的中 �� 2074（33番人気）�� 7728（8番人気）�� 4648（18番人気）
3連複票数 計 601293 的中 ��� 3241（49番人気）
3連単票数 計1013489 的中 ��� 603（383番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―26．3―41．0―55．2―1：08．0―1：20．7―1：33．5―1：45．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ コ ル デ ィ �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．3．28生 牡2鹿 母 スナップショット 母母 ル フ ィ ー ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3305612月14日 晴 良 （25中山5）第5日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

12 アビリティラヴ 牡3鹿 56 柴田 善臣本間 充氏 本間 忍 浦河 田中スタッド 486－ 21：12．0 1．4�
23 キタサンミカヅキ 牡3鹿 56 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 526－ 41：12．63� 6．6�
510 ヴェルタート 牝3鹿 54 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 488－ 6 〃 クビ 49．0�
47 ジャングルターザン 牡3鹿 56 蛯名 正義�グリーンテック矢野 英一 新ひだか グランド牧場 B456± 01：12．91	 33．6�
24 
 ヤマニンクレマ 牝3栗 54 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 472－181：13．0	 20．2	
35 タンブルブルータス 牡4鹿 57 内田 博幸ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 502＋ 81：13．2	 17．9

11 �
 レッドガナドーラ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 国枝 栄 米 Don L. Ming 518－ 41：13．41� 38．7�
59 
 ジェイケイヒーロー 牡4鹿 57 後藤 浩輝小谷野次郎氏 伊藤 正徳 浦河 畔高牧場 486－101：13．5	 171．4�
36 ハクサンレガシー 牡3青鹿56 R．ムーア 河﨑 五市氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 446－ 61：13．81	 12．5

（英）

48 アスキットキング 牡3鹿 56 的場 勇人中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 440＋ 2 〃 クビ 238．5�
611 ユキノマルガリータ 牝3鹿 54 津村 明秀井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 476＋141：14．01 246．0�
714
 シンボリゾンネ 牡5栗 57 木幡 初広シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 546＋201：14．2	 297．3�
816 シ ム ー ン 牡4鹿 57 左海 誠二�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム B486＋ 81：15．37 314．1�

（船橋）

713
 サンマルグロワール 牡5鹿 57 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 590－ 21：15．5	 566．5�
815
 ショウナンハヤブサ 牡4栗 57 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 B512± 01：15．6� 18．4�
612 ナムライッポン 牡3黒鹿56 田中 勝春奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 460－ 41：16．45 17．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，481，900円 複勝： 126，032，100円 枠連： 26，753，300円
馬連： 81，316，200円 馬単： 64，248，000円 ワイド： 37，001，900円
3連複： 101，463，000円 3連単： 211，672，200円 計： 690，968，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 660円 枠 連（1－2） 310円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 240円 �� 950円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 12，110円

票 数

単勝票数 計 424819 的中 � 241042（1番人気）
複勝票数 計1260321 的中 � 858214（1番人気）� 110647（2番人気）� 15247（9番人気）
枠連票数 計 267533 的中 （1－2） 64659（1番人気）
馬連票数 計 813162 的中 �� 141040（1番人気）
馬単票数 計 642480 的中 �� 76814（1番人気）
ワイド票数 計 370019 的中 �� 46701（1番人気）�� 8781（12番人気）�� 3293（29番人気）
3連複票数 計1014630 的中 ��� 16044（17番人気）
3連単票数 計2116722 的中 ��� 12906（36番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．6―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―47．0―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．6
3 ・（11，16）2（10，15）4，8－（1，7）（5，6，14）（3，12）－（13，9） 4 11（16，2）10（4，8，15）1，7（5，6）14，3－（13，12）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アビリティラヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2013．1．19 中山2着

2010．2．28生 牡3鹿 母 ジ ル ニ ー ナ 母母 サクラメグミ 6戦2勝 賞金 22，400，000円
〔制裁〕 ユキノマルガリータ号の騎手津村明秀は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番）
〔その他〕 ショウナンハヤブサ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

ナムライッポン号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ショウナンハヤブサ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年1月14日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ヴェアリアスローズ号・ガッダムアスカ号・セトノブロッサム号・バーニングハート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3305712月14日 晴 良 （25中山5）第5日 第9競走 ��
��1，600�ひ い ら ぎ 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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

22 ミッキーアイル 牡2鹿 55 R．ムーア 野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：34．2 1．3�
（英）

46 ピークトラム 牡2黒鹿55 大野 拓弥吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 468－161：34．83� 5．1�
814 マイネルメリエンダ 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 458＋ 21：35．54 38．7�
815 マイネルアウラート 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 裕 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：35．6� 199．4�
35 キーンソード 牡2黒鹿55 北村 宏司佐々木雄二氏 黒岩 陽一 浦河 中脇 満 456＋ 81：35．81 27．2�
611 アラマサクロフネ 牝2鹿 54 後藤 浩輝	アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 476＋ 61：35．9� 133．9

713 ダ ウ ト レ ス 牡2鹿 55 蛯名 正義�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 8 〃 ハナ 54．5�
23 ル ナ レ デ ィ 牝2黒鹿54 田辺 裕信村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 492＋ 61：36．0� 63．3�
47 コスモイノセント 牡2青鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 448± 0 〃 クビ 165．1
11 ミヤジカールソン 牡2鹿 55 松山 弘平曽我 司氏 本田 優 浦河 川越ファーム 494± 0 〃 アタマ 137．4�
34 トップアドバンス 牡2鹿 55 石橋 脩柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466± 0 〃 ハナ 58．0�
610	 スタンドアウト 牡2鹿 55 柴田 善臣	グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 444＋ 41：36．21
 102．0�
59 コロナプリンセス 牝2栗 54 村田 一誠鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 信岡牧場 442＋ 41：36．3� 360．0�
712 イ オ ラ ニ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 484－ 21：36．51� 11．7�
58 � ファイヤープリンス 牡2栗 55 左海 誠二国田 正忠氏 小久保 智 新冠 つつみ牧場 B496＋ 31：36．6� 257．6�

（浦和） （船橋）

（15頭）

売 得 金
単勝： 63，861，000円 複勝： 169，884，500円 枠連： 27，553，000円
馬連： 100，812，200円 馬単： 93，657，600円 ワイド： 49，577，200円
3連複： 130，267，800円 3連単： 362，127，000円 計： 997，740，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 130円 � 390円 枠 連（2－4） 230円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 290円

ワ イ ド �� 140円 �� 540円 �� 870円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 2，330円

票 数

単勝票数 計 638610 的中 � 416667（1番人気）
複勝票数 計1698845 的中 � 1211210（1番人気）� 183009（2番人気）� 30955（5番人気）
枠連票数 計 275530 的中 （2－4） 89768（1番人気）
馬連票数 計1008122 的中 �� 334007（1番人気）
馬単票数 計 936576 的中 �� 243044（1番人気）
ワイド票数 計 495772 的中 �� 127962（1番人気）�� 17919（5番人気）�� 10558（10番人気）
3連複票数 計1302678 的中 ��� 83790（3番人気）
3連単票数 計3621270 的中 ��� 114858（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．5―12．1―12．1―11．9―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．3―47．4―59．5―1：11．4―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーアイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2013．9．7 阪神2着

2011．3．12生 牡2鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 3戦2勝 賞金 17，636，000円
〔制裁〕 キーンソード号の騎手北村宏司は，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：4番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3305812月14日 晴 良 （25中山5）第5日 第10競走 ��
��1，800�

か と り

香 取 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．12．15以降25．12．8まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

24 � イッシンドウタイ 牡4鹿 57．5 R．ムーア �グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 506＋ 21：53．4 4．2�
（英）

47 ワイルドドラゴン 牡3鹿 55 柴田 善臣窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 514＋ 81：53．82� 13．2�
815 クワイアーソウル 牡5黒鹿55 左海 誠二�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 506＋ 61：54．01	 49．5�

（船橋）

713 トーセンセカイオー 牡4鹿 55 田中 勝春島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 498＋ 81：54．21	 28．3	
23 コスモメルハバ 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 518＋ 21：54．3� 6．7

36 ウエスタンオウジ 牡3鹿 54 田辺 裕信西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 476－ 21：54．4クビ 6．4�
48 ランブリングマン 牡3鹿 54 武士沢友治スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 526＋ 8 〃 ハナ 85．0�
611 イッツガナハプン 牡4栗 55 大野 拓弥サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 510＋ 21：54．5
 21．1
11 リベラルアーツ �5黒鹿54 松山 弘平�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 486＋20 〃 クビ 147．6�
35 クリームソーダ 牡5青鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 520＋181：54．6� 17．6�
59 ツインエンジェルズ 牝5青 52 村田 一誠吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 454± 01：54．8
 125．6�
12 スギノハルバード 牡3鹿 54 津村 明秀杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 478＋141：54．9
 105．9�
714 スターノエル 牡4黒鹿56 蛯名 正義 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：55．43 4．2�
510 ダンディーレイ 牡3栗 55 内田 博幸 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 480＋ 21：55．6
 8．8�
816 ダノンアイガー 牡3芦 54 後藤 浩輝�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 504＋101：55．7
 69．4�
612 タッチザターゲット 牡3芦 55 戸崎 圭太 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 514＋ 41：55．91� 12．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，755，100円 複勝： 81，026，900円 枠連： 35，199，800円
馬連： 130，532，500円 馬単： 70，229，600円 ワイド： 52，521，500円
3連複： 161，184，300円 3連単： 270，038，700円 計： 844，488，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 400円 � 1，220円 枠 連（2－4） 1，260円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 3，580円 �� 7，180円

3 連 複 ��� 30，730円 3 連 単 ��� 146，860円

票 数

単勝票数 計 437551 的中 � 83511（1番人気）
複勝票数 計 810269 的中 � 152797（1番人気）� 49469（7番人気）� 13943（11番人気）
枠連票数 計 351998 的中 （2－4） 20728（5番人気）
馬連票数 計1305325 的中 �� 39668（9番人気）
馬単票数 計 702296 的中 �� 13793（11番人気）
ワイド票数 計 525215 的中 �� 12119（11番人気）�� 3565（41番人気）�� 1760（62番人気）
3連複票数 計1611843 的中 ��� 3872（98番人気）
3連単票数 計2700387 的中 ��� 1357（487番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．9―49．9―1：02．2―1：14．7―1：27．4―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�イッシンドウタイ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 スラヴィック

2009．4．20生 牡4鹿 母 ラストヒット 母母 ゲートアンドフライ 25戦3勝 賞金 83，477，000円
地方デビュー 2011．4．29 門別

〔その他〕 ダノンアイガー号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。
（非抽選馬） 7頭 エイトプリンス号・クラリティーエス号・サトノイクシード号・センキ号・ボーカリスト号・ミッキーナチュラル号・

ロンギングエース号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3305912月14日 晴 良 （25中山5）第5日 第11競走 ��
��1，800�ディセンバーステークス

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万
円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：3歳54�4歳以上55�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：44．9
1：44．1

良
良

48 エアソミュール 牡4黒鹿56 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 494＋ 41：48．1 4．5�
714 セイクリッドバレー 牡7栗 58 津村 明秀吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：48．2	 94．8�
510 ダービーフィズ 牡3栗 54 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 460＋161：48．3
 7．6�
24 タイキパーシヴァル 牡5栗 56 石橋 脩�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510＋10 〃 ハナ 13．4�
12 サクラアルディート 牡5鹿 56 R．ムーア �さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 484＋ 6 〃 ハナ 4．8	

（英）

816 フェイムゲーム 牡3青鹿55 北村 宏司 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 460＋16 〃 クビ 16．0

713 クラウンレガーロ 牡3栗 54 田中 勝春�クラウン 天間 昭一 新冠 大栄牧場 470＋ 6 〃 アタマ 7．0�
35 トップカミング �7黒鹿55 武士沢友治�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 458＋101：48．51� 87．4�
815 セイウンジャガーズ 牡6黒鹿56 後藤 浩輝西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud 474＋ 2 〃 クビ 55．3
47 サムソンズプライド 牡3鹿 54 田辺 裕信有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 482＋221：48．6クビ 16．4�
11  コスモファントム 牡6鹿 59 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 524－ 2 〃 クビ 50．2�
36 モ ン テ エ ン 牡6鹿 56 内田 博幸毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 486＋121：48．7クビ 15．4�
59 ブリッツェン 牡7鹿 57 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 486＋ 21：48．8	 59．4�
23 イケドラゴン 牡8栗 56 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 540＋12 〃 ハナ 229．8�
612 ミヤジタイガ 牡3鹿 55 松山 弘平曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 492＋ 41：49．0	 4．9�
611 ム ク ド ク �7青鹿56 江田 照男平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 21：49．42
 120．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，914，300円 複勝： 101，262，600円 枠連： 51，174，200円
馬連： 250，697，000円 馬単： 126，099，000円 ワイド： 81，151，600円
3連複： 308，281，700円 3連単： 539，105，300円 計： 1，517，685，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 1，580円 � 290円 枠 連（4－7） 1，220円

馬 連 �� 27，350円 馬 単 �� 35，000円

ワ イ ド �� 6，010円 �� 820円 �� 8，870円

3 連 複 ��� 52，880円 3 連 単 ��� 336，040円

票 数

単勝票数 計 599143 的中 � 105187（1番人気）
複勝票数 計1012626 的中 � 158576（1番人気）� 13302（14番人気）� 96133（5番人気）
枠連票数 計 511742 的中 （4－7） 31088（5番人気）
馬連票数 計2506970 的中 �� 6766（56番人気）
馬単票数 計1260990 的中 �� 2659（85番人気）
ワイド票数 計 811516 的中 �� 3236（59番人気）�� 26025（8番人気）�� 2183（72番人気）
3連複票数 計3082817 的中 ��� 4303（129番人気）
3連単票数 計5391053 的中 ��� 1184（765番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―12．0―11．8―11．9―12．0―11．9―11．8―11．7

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアソミュール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．20 京都4着

2009．3．15生 牡4黒鹿 母 エアラグーン 母母 アイドリームドアドリーム 18戦7勝 賞金 130，215，000円
〔制裁〕 クラウンレガーロ号の騎手田中勝春は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アフォード号・キングレオポルド号・ダノンプログラマー号・ピュアブリーゼ号・メイショウサミット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3306012月14日 晴 良 （25中山5）第5日 第12競走 ��
��1，600�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
1：30．7
1：30．7

良
良

712 ミ ナ レ ッ ト 牝3鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 466＋ 41：35．3 12．2�
813 ショウナンダイチ 牡3鹿 56 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋10 〃 ハナ 7．9�
46 カフェリュウジン 牡3鹿 56 戸崎 圭太西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 524± 0 〃 アタマ 4．6�
11 ファンデルワールス �4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 498＋ 61：35．4	 13．9�
610 プロスペラスマム 牝6鹿 55 左海 誠二本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 522－ 21：35．6	 369．1�

（船橋）

33 ドラゴンライズ 牡5鹿 57 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 482＋ 6 〃 クビ 19．6	
22 マイネルミラノ 牡3栗 56 石橋 脩 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B474＋ 8 〃 アタマ 31．9�
58 ケンブリッジサン 牡3鹿 56 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 482＋ 61：35．81
 18．7�
45 オメガホームラン �4芦 57 内田 博幸原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 450＋101：36．11	 2．1
711 ミエノゴーゴー 牡5黒鹿57 R．ムーア 里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 486＋241：36．2� 10．6�

（英）

57 ワイキキブリーズ 牝6栗 55 柴田 大知折手 邦雄氏 和田 雄二 新ひだか 折手牧場 508＋ 4 〃 ハナ 237．5�
34 ルネッタアスール 牝4鹿 55 後藤 浩輝青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 472＋121：36．3	 43．5�
814 ロ ゼ オ 牡4栗 57 大野 拓弥栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 506＋201：36．51
 379．8�
69 マカゼコイカゼ 牝3鹿 54 村田 一誠國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 410－ 81：37．03 130．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，645，500円 複勝： 69，667，000円 枠連： 37，712，500円
馬連： 116，898，900円 馬単： 68，828，500円 ワイド： 46，353，600円
3連複： 140，324，900円 3連単： 278，563，600円 計： 804，994，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 310円 � 240円 � 170円 枠 連（7－8） 1，750円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 8，510円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 690円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 38，630円

票 数

単勝票数 計 466455 的中 � 30274（5番人気）
複勝票数 計 696670 的中 � 52603（5番人気）� 73213（3番人気）� 129001（2番人気）
枠連票数 計 377125 的中 （7－8） 15994（7番人気）
馬連票数 計1168989 的中 �� 21115（17番人気）
馬単票数 計 688285 的中 �� 5975（31番人気）
ワイド票数 計 463536 的中 �� 8796（17番人気）�� 17045（7番人気）�� 15262（9番人気）
3連複票数 計1403249 的中 ��� 20722（16番人気）
3連単票数 計2785636 的中 ��� 5322（129番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．4―11．8―12．0―12．6―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．1―46．9―58．9―1：11．5―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミ ナ レ ッ ト �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2012．8．4 新潟1着

2010．4．12生 牝3鹿 母 ノ ワ ゼ ッ ト 母母 ファーディーン 20戦3勝 賞金 43，951，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（25中山5）第5日 12月14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 177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

198，300，000円
12，980，000円
1，590，000円
17，490，000円
64，564，500円
5，180，400円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
421，377，800円
895，612，500円
281，219，900円
990，082，400円
657，118，800円
422，176，900円
1，246，980，700円
2，391，469，800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 7，306，038，800円

総入場人員 23，225名 （有料入場人員 20，432名）
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