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3306112月15日 晴 良 （25中山5）第6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

816 アイティダイヤ 牝2栗 54 田辺 裕信一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 武田牧場 454＋ 21：12．9 5．8�
11 パッシオーネラヴィ 牝2鹿 54 三浦 皇成藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 456＋ 61：13．22 13．4�
23 ギンザデスポット 牡2栗 55 R．ムーア 有馬 博文氏 清水 英克 厚真 大川牧場 472－ 2 〃 ハナ 6．5�

（英）

48 アポロオオジャ 牡2栗 55 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 450＋ 4 〃 クビ 2．9�
713 オータムラヴ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�Basic 田島 俊明 新ひだか 見上牧場 490＋ 41：13．83� 4．3�
815 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 448－ 21：13．9クビ 20．3

12 ヤマタケカントウ 牡2芦 55 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 三枝牧場 470＋ 81：14．11� 106．1�
510 ジャズコンボ 牡2栗 55 江田 照男礒川 正明氏 松永 康利 新冠 平山牧場 452＋ 41：14．2� 28．5�
35 ローズマリーイチ 牝2鹿 54 北村 宏司鈴木 照雄氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 432＋101：14．3� 19．9
36 パ ル メ ッ ト 牝2鹿 54 内田 博幸 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 B464＋ 21：14．51 33．1�
24 ラ ン ド ロ ワ 牝2芦 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 452＋ 41：14．71� 17．2�
714 マイネルモヒート 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新ひだか 大平牧場 474＋ 61：14．8� 33．3�
612 シェールライン 牝2鹿 54 大野 拓弥 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 西田 雄二 420－ 21：15．01 151．7�
47 ド ー タ ン 牡2黒鹿55 的場 勇人�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 458＋161：15．32 310．9�
59 デルマラムチャン 牝2青鹿54 松田 大作浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 416＋121：15．62 265．3�
611 ジョージバジー 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 426－ 41：15．91� 558．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，288，700円 複勝： 42，417，600円 枠連： 15，087，600円
馬連： 53，766，700円 馬単： 33，445，400円 ワイド： 27，503，600円
3連複： 72，817，000円 3連単： 106，357，000円 計： 370，683，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 450円 � 200円 枠 連（1－8） 2，310円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 6，770円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 700円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 7，930円 3 連 単 ��� 46，980円

票 数

単勝票数 計 192887 的中 � 26655（3番人気）
複勝票数 計 424176 的中 � 61387（4番人気）� 20225（5番人気）� 62544（3番人気）
枠連票数 計 150876 的中 （1－8） 4835（9番人気）
馬連票数 計 537667 的中 �� 8708（16番人気）
馬単票数 計 334454 的中 �� 3647（23番人気）
ワイド票数 計 275036 的中 �� 5589（11番人気）�� 10031（6番人気）�� 5447（14番人気）
3連複票数 計 728170 的中 ��� 6777（29番人気）
3連単票数 計1063570 的中 ��� 1671（140番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．8―12．6―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．6―47．2―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイティダイヤ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Johannesburg デビュー 2013．7．20 福島12着

2011．4．22生 牝2栗 母 スターオブアフリカ 母母 ウ ー ジ ャ 6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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オーガンディー号・シゲルオオスミ号・スイートジョジョ号
※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。

3306212月15日 晴 良 （25中山5）第6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

714 ツクバホシノオー 牡2鹿 55 柴田 善臣荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 504＋ 41：57．2 2．6�
612 クロフネフリート 牡2鹿 55 福永 祐一平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 526＋ 41：57．52 5．9�
35 ウインヴォイジャー 牡2芦 55 石橋 脩�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 516± 01：58．56 30．6�
24 ジョックロック 牡2鹿 55 津村 明秀�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 456± 01：58．6� 46．0�
23 オ ベ リ ス ク 牡2鹿 55 後藤 浩輝前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 524± 01：58．7� 3．9	
816 コスモパトラ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 446± 01：58．8クビ 18．3

59 スパルタカス 牡2栗 55 田辺 裕信 M・

Kenichiホールディング� 栗田 徹 新ひだか 三石川上牧場 476＋20 〃 クビ 65．3�
815 レイニーアプローズ 牡2鹿 55 吉田 豊吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 ハナ 56．9�
713 バーティカルテイル 牡2栗 55 蛯名 正義広尾レース� 金成 貴史 大樹 大樹ファーム 460＋ 62：00．9大差 107．9
12 ファイントライ 牡2栗 55 的場 勇人井山 登氏 的場 均 日高 出口牧場 B498－ 42：01．11 246．9�
510 ロ ジ モ ン 牡2鹿 55 内田 博幸久米田正明氏 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 484＋ 82：01．2� 8．1�
11 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 484＋ 42：01．52 320．4�
47 ヤマニンシャージュ 牡2黒鹿55 三浦 皇成土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 500＋142：02．67 233．3�
611 トーセンプレジオ 牡2黒鹿55 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 486± 02：03．34 7．1�
48 ジェイリーン 牡2鹿 55 大野 拓弥八百板俊一郎氏 星野 忍 厚真 阿部 栄乃進 506－ 62：03．93� 216．2�
36 シゲルスルガ 牡2黒鹿55 大庭 和弥森中 蕃氏 武市 康男 日高 門別牧場 468＋ 22：04．1� 421．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，617，300円 複勝： 42，050，400円 枠連： 14，033，500円
馬連： 49，258，100円 馬単： 34，474，700円 ワイド： 22，893，900円
3連複： 61，680，100円 3連単： 102，188，900円 計： 350，196，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 190円 � 460円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，290円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 16，180円

票 数

単勝票数 計 236173 的中 � 74275（1番人気）
複勝票数 計 420504 的中 � 121017（1番人気）� 55757（3番人気）� 16684（7番人気）
枠連票数 計 140335 的中 （6－7） 25316（1番人気）
馬連票数 計 492581 的中 �� 43454（2番人気）
馬単票数 計 344747 的中 �� 18892（2番人気）
ワイド票数 計 228939 的中 �� 19694（2番人気）�� 4084（15番人気）�� 3366（17番人気）
3連複票数 計 616801 的中 ��� 9308（15番人気）
3連単票数 計1021889 的中 ��� 4663（52番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．8―13．3―13．3―13．3―13．1―13．3―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．1―50．4―1：03．7―1：17．0―1：30．1―1：43．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ツクバホシノオー �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．12．1 中山2着

2011．4．11生 牡2鹿 母 スペシャルリボン 母母 スカーレットリボン 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンシャージュ号・トーセンプレジオ号・ジェイリーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成26年1月15日まで平地競走に出走できない。
シゲルスルガ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月15日まで平地競
走に出走できない。

第５回 中山競馬 第６日



3306312月15日 晴 良 （25中山5）第6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 ヴァンデミエール 牝2鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 41：10．8 7．3�
714 コ ス モ ド ガ 牡2栃栗55 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 4 〃 アタマ 6．5�
611 コスモワッショイ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B424－ 2 〃 クビ 12．0�
12 シングルカスク 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：10．9� 9．2�
24 サンデンバー 牡2鹿 55 的場 勇人加藤 信之氏 的場 均 新冠 樋渡 信義 488＋ 21：11．0� 2．1�
59 カルネアデス 牡2鹿 55 松田 大作手嶋 康雄氏 加藤 和宏 浦河 昭和牧場 452－ 41：11．1� 266．3	
713 コーデュロイ 牡2黒鹿55 R．ムーア H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 21：11．2� 7．4

（英）

815 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 474－ 61：11．3クビ 29．8�
47 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 448－ 21：11．51 54．3
612 ナ リ ノ サ チ 牝2青鹿54 柴田 善臣成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 422－ 61：11．71	 140．4�
48 アラマサクリスエス 牝2青鹿54 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 422± 01：12．02 49．5�
11 フジノグランデ 牝2黒鹿54 三浦 皇成�富士開発 鹿戸 雄一 新ひだか 本桐牧場 454± 01：12．21	 19．5�
816 ベ ニ ツ バ キ 牝2栗 54 後藤 浩輝水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 422－ 41：12．52 78．1�
36 シャドウリーフ 牝2栗 54 田中 勝春飯塚 知一氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 442－ 41：13．24 111．5�
23 ワールドスローン 牝2鹿 54 津村 明秀小林 章氏 蛯名 利弘 新ひだか 原 フアーム 432－ 21：13．51� 325．2�
510 スカーレットムーン 牝2黒鹿54 大野 拓弥ポリッシュホースメイト和田 正道 新ひだか 前田 宗将 480－ 41：13．92� 251．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，338，700円 複勝： 46，452，200円 枠連： 18，550，800円
馬連： 53，939，900円 馬単： 38，031，400円 ワイド： 28，389，200円
3連複： 73，909，600円 3連単： 116，942，300円 計： 401，554，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 260円 � 220円 � 290円 枠 連（3－7） 1，110円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 860円 �� 930円 �� 860円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 44，740円

票 数

単勝票数 計 253387 的中 � 27677（3番人気）
複勝票数 計 464522 的中 � 47958（4番人気）� 60488（2番人気）� 40031（6番人気）
枠連票数 計 185508 的中 （3－7） 12380（5番人気）
馬連票数 計 539399 的中 �� 15074（10番人気）
馬単票数 計 380314 的中 �� 5163（18番人気）
ワイド票数 計 283892 的中 �� 8159（10番人気）�� 7495（11番人気）�� 8230（9番人気）
3連複票数 計 739096 的中 ��� 7801（23番人気）
3連単票数 計1169423 的中 ��� 1929（137番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．4―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァンデミエール �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．8．17 新潟4着

2011．3．3生 牝2鹿 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー 6戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 コーデュロイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカーレットムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月15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） 1頭 プティットコピーヌ号
（非抽選馬） 1頭 アタリクジ号
※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。

3306412月15日 晴 良 （25中山5）第6日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時15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

11 ヴァルコイネン 牡2芦 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 466± 02：05．2 4．6�
24 フジマサクラウン 牡2鹿 55 三浦 皇成藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 492－ 22：05．73 15．0�
47 ケイクエスト 牡2栗 55 福永 祐一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 496＋ 4 〃 クビ 4．9�
36 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 438－ 6 〃 アタマ 17．9�
48 レッドラウディー 牡2青鹿55 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 538－ 4 〃 アタマ 1．9	
714 カ レ ー ニ ナ 牝2鹿 54 横山 典弘近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 456＋ 62：05．9� 27．3

59 トーセンパピー 牝2黒鹿54 柴田 善臣島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 454＋ 2 〃 ハナ 192．6�
510 ウインヤード 牡2鹿 55 吉田 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 454＋ 22：06．32� 50．3
612 ミラクルステイ 牝2黒鹿54 的場 勇人�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 444－ 82：06．72� 408．0�
817 マイネソルプレーザ 牝2栗 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 4 〃 ハナ 127．0�
611 レイズアスピリット 牡2青 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 470＋122：06．8� 22．6�
816 テイエムペガサス 牝2黒鹿54 大野 拓弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 B448－ 4 〃 クビ 194．1�
12 ハイノリッジ 牝2鹿 54 宮崎 北斗西森 鶴氏 高橋 義博 浦河 鮫川 啓一 444－ 22：06．9� 83．5�
23 パルファイア 牡2栗 55 木幡 初広池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか 西川富岡牧場 470＋ 4 〃 ハナ 508．3�
713 ショウナンサバンナ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか ヒサイファーム 502－ 22：07．11	 119．5�
35 メリディアン 牝2栗 54 武士沢友治折手 邦雄氏 和田 雄二 新ひだか 折手牧場 412＋ 42：07．31	 95．2�
715 クインズトロブラボ 牡2黒鹿55 松田 大作 �クイーンズ・ランチ 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 498＋ 42：07．4� 139．7�
818 フジマサレグルス 牝2鹿 54 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 安平 ノーザンファーム 422－ 42：08．35 321．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，443，000円 複勝： 58，906，200円 枠連： 18，967，500円
馬連： 58，804，500円 馬単： 47，291，900円 ワイド： 31，012，200円
3連複： 80，117，400円 3連単： 149，538，700円 計： 475，081，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 420円 � 170円 枠 連（1－2） 3，560円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 860円 �� 340円 �� 990円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 23，850円

票 数

単勝票数 計 304430 的中 � 52578（2番人気）
複勝票数 計 589062 的中 � 80505（3番人気）� 30040（5番人気）� 105847（2番人気）
枠連票数 計 189675 的中 （1－2） 3938（11番人気）
馬連票数 計 588045 的中 �� 14039（8番人気）
馬単票数 計 472919 的中 �� 6700（13番人気）
ワイド票数 計 310122 的中 �� 8476（9番人気）�� 25212（3番人気）�� 7277（11番人気）
3連複票数 計 801174 的中 ��� 16779（10番人気）
3連単票数 計1495387 的中 ��� 4629（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―37．9―51．4―1：04．7―1：17．4―1：29．6―1：41．7―1：53．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．6
1
3

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

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

ヴァルコイネン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．11．17 東京3着

2011．3．19生 牡2芦 母 ハイエストホワイト 母母 ア ド マ イ ス 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 レッドラウディー号の騎手内田博幸は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（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 コスモポルカ号・ゴールドアクター号



3306512月15日 晴 良 （25中山5）第6日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時05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

11 ホットランナー 牝2栗 54 M．デムーロ山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 496 ―1：40．0 7．5�
（仏）

59 ショウナンバクフウ 牝2鹿 54 和田 竜二国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 462 ―1：40．21� 30．6�
510 アサクサレーサー 牡2黒鹿55 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 484 ― 〃 クビ 10．1�
816 ビジータイム 牝2青鹿54 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧 光二 新ひだか グランド牧場 418 ―1：40．3クビ 9．0�
36 スパークルキャット 牝2黒鹿54 吉田 豊�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 中神牧場 460 ―1：40．4� 5．1	
612 マザーシップ 牝2鹿 54 武 豊�イージス 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：40．5� 11．3

23 スイートルイーズ 牝2鹿 54 江田 照男シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 436 ―1：40．6� 32．2�
815 クイーンラズベリ 牝2栗 54 北村 宏司 �グリーンファーム加藤 和宏 千歳 社台ファーム 450 ―1：40．7� 100．9�
611 ショウナンガーラ 牡2鹿 55 柴田 善臣国本 哲秀氏 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム 488 ―1：40．9� 31．8
713 レッドアシェット 牝2栗 54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 484 ― 〃 アタマ 16．4�
47 パステルピンク 牝2青鹿54 戸崎 圭太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 492 ―1：41．22 2．9�
12 クールジャイロ 牡2栗 55 松田 大作川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 506 ―1：41．3� 60．6�
35 オウケングレイ 牡2鹿 55 浜中 俊福井 明氏 牧浦 充徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454 ―1：41．93� 27．5�
24 ハラハラドキドキ 牝2黒鹿54 内田 博幸原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 420 ―1：43．7大差 19．9�
714 プロテッツィオーネ 牝2鹿 54 木幡 初広加藤 徹氏 成島 英春 日高 広富牧場 408 ―1：43．91� 328．5�
48 リトルキング 牡2鹿 55 蛯名 正義�大北牧場 佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 428 ― （競走中止） 109．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，595，300円 複勝： 39，119，000円 枠連： 18，210，600円
馬連： 58，683，500円 馬単： 37，168，600円 ワイド： 27，295，800円
3連複： 74，172，700円 3連単： 111，273，600円 計： 393，519，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 300円 � 820円 � 300円 枠 連（1－5） 2，260円

馬 連 �� 12，510円 馬 単 �� 24，110円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 1，080円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 33，840円 3 連 単 ��� 228，120円

票 数

単勝票数 計 275953 的中 � 29226（3番人気）
複勝票数 計 391190 的中 � 37435（3番人気）� 11050（11番人気）� 36348（4番人気）
枠連票数 計 182106 的中 （1－5） 5964（10番人気）
馬連票数 計 586835 的中 �� 3462（43番人気）
馬単票数 計 371686 的中 �� 1138（79番人気）
ワイド票数 計 272958 的中 �� 1901（44番人気）�� 6440（11番人気）�� 1821（45番人気）
3連複票数 計 741727 的中 ��� 1618（108番人気）
3連単票数 計1112736 的中 ��� 360（677番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―13．2―13．2―13．2―12．2―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．1―38．3―51．5―1：04．7―1：16．9―1：28．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

ホットランナー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Galileo 初出走

2011．2．21生 牝2栗 母 ホットレッグス 母母 アクセラレイション 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 リトルキング号は，競走中に異常歩様となったため2コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 リトルキング号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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 スクリットリーチェ号・ビービーオドラント号
※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。

3306612月15日 晴 良 （25中山5）第6日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時35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

69 ファンシーミューズ 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 470 ―1：58．8 7．4�
813 ノースエット 牡2黒鹿55 石橋 脩平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 512 ―1：59．01� 94．2�
711 シ ッ プ ウ 牡2黒鹿55 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 494 ― 〃 クビ 31．4�
11 � ブルーミーフラワー 牡2鹿 55 R．ムーア �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 488 ―1：59．1クビ 3．0�
（英）

33 マックスユーキャン 牝2栗 54 横山 典弘 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462 ―1：59．31� 4．7	

68 サ ウ ス ゴ ビ 牡2栗 55 蛯名 正義 K.C．タン氏 和田 正道 新冠 アサヒ牧場 448 ― 〃 クビ 9．7

44 フジノゴトク 牡2栗 55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 508 ―2：00．04 8．3�
45 ス ト ー ク ス 牡2鹿 55 三浦 皇成�ジェイアール 黒岩 陽一 日高 北田 剛 470 ―2：00．1	 52．5�
57 バイオレットスター 牝2栗 54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 516 ―2：00．2	 5．8
710 フォトンベルト 牡2鹿 55 戸崎 圭太嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 500 ―2：00．94 29．8�
812 フジマサミラージュ 牝2栗 54 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 458 ― 〃 クビ 134．6�
56 ミスティックアート 牝2黒鹿54 内田 博幸飯田 正剛氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 492 ―2：01．1
 15．1�
22 タ ケ ル マ ヤ 牝2栗 54 宮崎 北斗森 保彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 442 ―2：02．16 171．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，274，900円 複勝： 37，211，700円 枠連： 16，284，200円
馬連： 49，398，800円 馬単： 35，636，700円 ワイド： 22，104，000円
3連複： 59，737，500円 3連単： 109，295，200円 計： 353，943，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 270円 � 2，370円 � 970円 枠 連（6－8） 8，460円

馬 連 �� 58，340円 馬 単 �� 67，270円

ワ イ ド �� 9，600円 �� 3，720円 �� 16，580円

3 連 複 ��� 317，170円 3 連 単 ��� 2，068，210円

票 数

単勝票数 計 242749 的中 � 25986（4番人気）
複勝票数 計 372117 的中 � 43678（4番人気）� 3658（11番人気）� 9391（9番人気）
枠連票数 計 162842 的中 （6－8） 1422（19番人気）
馬連票数 計 493988 的中 �� 625（62番人気）
馬単票数 計 356367 的中 �� 391（98番人気）
ワイド票数 計 221040 的中 �� 565（57番人気）�� 1478（34番人気）�� 326（70番人気）
3連複票数 計 597375 的中 ��� 139（227番人気）
3連単票数 計1092952 的中 ��� 39（1296番人気）

ハロンタイム 13．3―12．8―14．3―13．9―13．1―12．8―12．9―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―26．1―40．4―54．3―1：07．4―1：20．2―1：33．1―1：45．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファンシーミューズ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2011．4．18生 牝2鹿 母 モンヴェール 母母 スペシャルジェイド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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。



3306712月15日 晴 良 （25中山5）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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
1：48．5
1：47．8

重
重

34 ハードロッカー �4黒鹿57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 444＋ 21：54．8 6．6�
712 アイアイエンデバー 牡4黒鹿57 吉田 豊齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 B460＋ 4 〃 クビ 18．1�
33 バイタルフォルム 牡3黒鹿56 M．デムーロ髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 494＋101：55．22� 2．6�

（仏）

46 � ウェルウィッチア 牡4鹿 57 後藤 浩輝塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B480＋ 21：55．41� 20．0�
58 オアフライダー 牡3鹿 56 三浦 皇成 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 482＋ 41：55．71	 10．0�
69 リバティーアゲイン 牡4青鹿57 津村 明秀阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 500＋161：56．12� 14．2�
711 ジオメトリー 牡3栗 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 498＋121：56．2� 31．1	
11 ノーブルガイア 牝4黒鹿55 江田 照男菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 448＋ 61：56．3クビ 154．3

22 アポロダッシュ 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 464－161：56．4� 23．3�
813 スリープレシャス 牡5青 57 内田 博幸永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476＋ 61：56．93 8．4
57 � ビックセイラー 牝3芦 54 的場 勇人�槇本牧場 的場 均 日高 槇本牧場 510－121：57．32� 42．4�
610� マ レ ン カ ヤ 牝5鹿 55 宮崎 北斗加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 452－ 41：57．5	 301．3�
45 スーパーマダム 牝3鹿 54 蛯名 正義原 
子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476± 01：59．9大差 5．3�
814 ガ ウ チ ョ 牡3鹿 56 大野 拓弥阿部 幸暉氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム 490＋142：00．21	 38．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，331，200円 複勝： 48，670，500円 枠連： 19，888，500円
馬連： 72，238，400円 馬単： 43，156，800円 ワイド： 32，294，500円
3連複： 88，609，800円 3連単： 144，647，200円 計： 477，836，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 430円 � 150円 枠 連（3－7） 1，250円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 8，330円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 350円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 41，820円

票 数

単勝票数 計 283312 的中 � 33961（3番人気）
複勝票数 計 486705 的中 � 64117（3番人気）� 22977（7番人気）� 108500（1番人気）
枠連票数 計 198885 的中 （3－7） 11836（6番人気）
馬連票数 計 722384 的中 �� 11798（19番人気）
馬単票数 計 431568 的中 �� 3827（34番人気）
ワイド票数 計 322945 的中 �� 5756（19番人気）�� 25654（1番人気）�� 6820（15番人気）
3連複票数 計 886098 的中 ��� 12595（13番人気）
3連単票数 計1446472 的中 ��� 2553（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．2―50．5―1：03．1―1：15．7―1：28．4―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．1
1
3
・（3，4）14（5，12）（9，13）2，11（6，7，10）8－1・（3，4）14（5，9，12）（2，13，11）6，8，10，7－1

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

勝馬の
紹 介

ハードロッカー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 In The Wings デビュー 2011．9．4 新潟7着

2009．2．5生 �4黒鹿 母 ダ ラ バ ン カ 母母 Dararita 15戦3勝 賞金 27，900，000円
〔制裁〕 アイアイエンデバー号の騎手吉田豊は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーパーマダム号・ガウチョ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月15日

まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ユキノマークン号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※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。

3306812月15日 晴 良 （25中山5）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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

36 � 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 478＋ 61：11．4 4．9�
714 スマートレパード 牡3栃栗56 武 豊大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 494－ 21：11．61� 2．0�
47 アルベルティ 牡5鹿 57 蛯名 正義 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 518－ 41：11．7� 9．9�
23 ミヤビリファイン 牡4青鹿57 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 510－ 21：11．8� 26．5�
11 キングオブロー 牡4鹿 57 北村 宏司池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 488＋ 81：11．9	 5．4�
612 ウインプロスパー 牡3鹿 56 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 522＋101：12．1� 41．3	
510 タ プ ロ ー ム 牝3鹿 54 柴田 大知
ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 502＋ 8 〃 アタマ 104．3�
713 ピオニエトウショウ 牝4鹿 55 浜中 俊トウショウ産業� 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 440－ 41：12．2クビ 14．2�
59 ガ ク ニ ホ シ 牡7鹿 57 江田 照男矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 494± 01：12．52 83．3
24 アルセーヌシチー 牡7鹿 57 松田 大作 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 508－ 41：12．6	 144．3�
12 ベルストーリー 牝4鹿 55 大野 拓弥髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 512－ 8 〃 クビ 143．0�
48 ストロングロビン 牡7鹿 57 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 478－10 〃 ハナ 112．8�
815 デルマネコムスメ 牝3栗 54 内田 博幸浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 436－121：12．81� 34．9�
611� カディーシャ 牝4栗 55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 424± 01：12．9クビ 39．3�
35 � モズブラックアイ 牡4鹿 57 田中 勝春浜野順之助氏 金成 貴史 日高 目黒牧場 502＋ 21：13．75 178．9�
816� タニマサホーク 牡6鹿 57 戸崎 圭太谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 492± 01：14．02 64．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，904，400円 複勝： 65，976，700円 枠連： 26，135，200円
馬連： 87，052，900円 馬単： 56，797，200円 ワイド： 41，825，700円
3連複： 111，425，000円 3連単： 200，347，200円 計： 627，464，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 120円 � 190円 枠 連（3－7） 430円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 250円 �� 530円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 7，290円

票 数

単勝票数 計 379044 的中 � 61099（2番人気）
複勝票数 計 659767 的中 � 103191（2番人気）� 212122（1番人気）� 70316（4番人気）
枠連票数 計 261352 的中 （3－7） 45917（1番人気）
馬連票数 計 870529 的中 �� 127339（1番人気）
馬単票数 計 567972 的中 �� 29051（4番人気）
ワイド票数 計 418257 的中 �� 45883（1番人気）�� 17566（6番人気）�� 29635（3番人気）
3連複票数 計1114250 的中 ��� 63789（2番人気）
3連単票数 計2003472 的中 ��� 20295（12番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―12．0―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―46．3―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サクラインザスカイ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク

2009．5．7生 牡4栗 母 サクラヴィッキー 母母 サクラヴィクトリア 16戦3勝 賞金 41，948，000円
地方デビュー 2011．7．20 門別

※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 クロムレック号
（非抽選馬） 1頭 クリノロッキー号



3306912月15日 晴 良 （25中山5）第6日 第9競走 ��
��2，000�チ バ テ レ 杯

発走14時10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

チバテレ杯（1着）
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
1：58．0
1：56．1

良
良

78 ミエノワンダー 牡3鹿 56 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504－ 22：00．6 5．2�
22 � シャドウパーティー 牡4鹿 57 R．ムーア 飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 504＋ 22：00．81 2．0�
（英）

66 ライズトゥフェイム 牡3鹿 56 田中 勝春有限会社シルク加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋142：01．01	 14．5�

79 ア ロ ヒ ラ ニ 牡4黒鹿57 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 ハナ 8．4�
33 
 アルティスト 牡6鹿 57 柴田 善臣塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 486± 0 〃 クビ 121．2�
810 プ レ イ 牡5青鹿57 柴田 大知岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 520＋ 22：01．1クビ 21．6	
67 カ ム フ ィ ー 牡4黒鹿57 横山 典弘清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 476＋ 6 〃 クビ 6．4

11 ブランクヴァース 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 504＋122：01．2� 11．0�
811 マ グ メ ル 牡4鹿 57 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B466＋ 42：01．3� 47．0�
44 ナンヨーケンゴー 3鹿 56 内田 博幸中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 482＋ 6 〃 アタマ 44．5
55 リルバイリル 5鹿 57 三浦 皇成小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 486－ 22：01．61� 37．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，679，900円 複勝： 86，981，900円 枠連： 28，558，100円
馬連： 120，194，600円 馬単： 80，584，100円 ワイド： 51，610，300円
3連複： 143，125，900円 3連単： 307，662，600円 計： 868，397，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 120円 � 360円 枠 連（2－7） 330円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 250円 �� 890円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 12，930円

票 数

単勝票数 計 496799 的中 � 76103（2番人気）
複勝票数 計 869819 的中 � 144074（3番人気）� 259602（1番人気）� 42599（6番人気）
枠連票数 計 285581 的中 （2－7） 65284（1番人気）
馬連票数 計1201946 的中 �� 157487（1番人気）
馬単票数 計 805841 的中 �� 37805（5番人気）
ワイド票数 計 516103 的中 �� 60295（1番人気）�� 12796（13番人気）�� 20547（7番人気）
3連複票数 計1431259 的中 ��� 45969（7番人気）
3連単票数 計3076626 的中 ��� 17569（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．5―48．6―1：00．5―1：12．3―1：24．5―1：36．5―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミエノワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．15 中山5着

2010．4．16生 牡3鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 9戦3勝 賞金 46，077，000円
〔制裁〕 シャドウパーティー号の騎手R．ムーアは，最後の直線コース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戒

告。（被害馬：11番）
※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。

3307012月15日 晴 良 （25中山5）第6日 第10競走 ��
��1，200�

ちゅうとう

仲冬ステークス
発走14時45分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

714� サウンドガガ 牝4黒鹿55 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 米
Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

486－ 61：11．2 3．4�
24 ローブドヴルール 牝7鹿 55 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 506＋ 4 〃 ハナ 13．4�
815 カフェシュプリーム 牡4鹿 57 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 514± 01：11．51	 4．3�
59 エステーラブ 牝6青鹿55 蛯名 正義齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 456－ 2 〃 クビ 26．1�
35 レッドヴァンクール 
7鹿 57 和田 竜二 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 526＋ 61：11．6� 29．1	
36 � ルチャドルアスール 
4黒鹿57 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 516＋ 2 〃 クビ 17．9

23 クランチタイム 牡5鹿 57 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 506± 01：11．7クビ 26．1�
612 トーセントレジャー 牡5鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 矢野牧場 B506± 01：11．8	 58．6
611 ディアセルヴィス 牡3鹿 56 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 468－ 2 〃 クビ 36．9�
11 ウッドシップ 牝5鹿 55 後藤 浩輝小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 482＋ 8 〃 ハナ 82．4�
12 ノボレインボー 牝7芦 55 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 522－ 6 〃 ハナ 45．0�
713 ゲンパチメジャー 牡4栗 57 三浦 皇成平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 492－ 8 〃 ハナ 5．4�
510 エイコオウイング 牝5鹿 55 福永 祐一木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 478＋ 61：12．01 36．2�
816 サザンブレイズ 牡5栗 57 吉田 豊南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 480＋ 21：12．1� 123．1�
47 ト レ ボ ー ネ 
5鹿 57 川須 栄彦田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 454± 01：12．2クビ 51．1�
48 ワールドエンド 牡4鹿 57 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 新冠 新冠伊藤牧場 516－ 21：12．41 5．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，135，300円 複勝： 76，217，500円 枠連： 44，629，500円
馬連： 157，337，700円 馬単： 88，251，200円 ワイド： 62，351，300円
3連複： 200，224，100円 3連単： 348，227，100円 計： 1，023，373，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 240円 � 150円 枠 連（2－7） 850円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 710円 �� 340円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 14，070円

票 数

単勝票数 計 461353 的中 � 109400（1番人気）
複勝票数 計 762175 的中 � 150133（2番人気）� 67384（5番人気）� 151773（1番人気）
枠連票数 計 446295 的中 （2－7） 38757（3番人気）
馬連票数 計1573377 的中 �� 55208（7番人気）
馬単票数 計 882512 的中 �� 19657（11番人気）
ワイド票数 計 623513 的中 �� 20777（7番人気）�� 50428（1番人気）�� 21772（6番人気）
3連複票数 計2002241 的中 ��� 59348（3番人気）
3連単票数 計3482271 的中 ��� 18266（20番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．2―11．8―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．3―45．1―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サウンドガガ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Phone Trick デビュー 2011．12．24 阪神6着

2009．5．3生 牝4黒鹿 母 Whistle Call 母母 Find Happiness 15戦5勝 賞金 55，893，000円
※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。
（非当選馬） 5頭 キングオブヘイロー号・サウスビクトル号・ダイヤモンドムーン号・ブルーソックス号・レギス号

１レース目



3307112月15日 晴 良 （25中山5）第6日 第11競走 ��
��1，600�第65回朝日杯フューチュリティステークス（ＧⅠ）

発走15時25分 （芝・右・外）
牡・牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 1，288，000円 368，000円 184，000円
生産者賞
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：33．4
1：32．3
1：33．4

良
良
良

36 � アジアエクスプレス 牡2栗 55 R．ムーア 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud 528－ 81：34．7 8．7�
（英）

611 ショウナンアチーヴ 牡2黒鹿55 後藤 浩輝国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 21：34．91� 15．2�

714 ウインフルブルーム 牡2栗 55 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 4 〃 クビ 12．1�
24 マイネルディアベル 牡2青鹿55 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 446＋ 21：35．11� 29．6�

（仏）

23 ア ト ム 牡2鹿 55 川田 将雅杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 448＋ 6 〃 ハナ 2．8�
816 ショウナンワダチ 牡2芦 55 北村 宏司国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 480± 01：35．2	 17．3	
713
 プレイアンドリアル 牡2鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 河津 裕昭 新冠 森 牧場 488＋ 4 〃 アタマ 3．9


（川崎）

35 サトノロブロイ 牡2鹿 55 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 520＋ 21：35．41 49．2�
510 グリサージュ 牝2芦 54 江田 照男吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 474－ 6 〃 アタマ 96．0�
11 ベ ル カ ン ト 牝2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 476＋ 8 〃 クビ 5．5
59 ツィンクルソード 牡2芦 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：35．5クビ 21．7�
815 ハイアーレート 牡2黒鹿55 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 498－ 21：35．81� 181．0�
612 アポロスターズ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 490－ 21：35．9� 180．4�
48 � ニシノデンジャラス 牡2栗 55 田辺 裕信西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 新冠橋本牧場 528＋ 61：36．75 164．5�
47 エルカミーノレアル 牡2鹿 55 川須 栄彦広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 468± 01：36．8クビ 91．4�
12 テイエムキュウコー 牡2鹿 55 三浦 皇成竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 464－ 61：37．65 222．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 438，502，100円 複勝： 470，304，500円 枠連： 326，101，600円
馬連： 1，531，511，500円 馬単： 916，371，400円 ワイド： 462，781，900円
3連複： 2，235，810，600円 3連単： 4，972，141，700円 計： 11，353，525，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 390円 � 470円 � 400円 枠 連（3－6） 4，160円

馬 連 �� 7，710円 馬 単 �� 13，000円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 1，890円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 27，430円 3 連 単 ��� 162，960円

票 数

単勝票数 計4385021 的中 � 397435（4番人気）
複勝票数 計4703045 的中 � 321339（4番人気）� 258306（6番人気）� 319331（5番人気）
枠連票数 計3261016 的中 （3－6） 57910（16番人気）
馬連票数 計15315115 的中 �� 146676（28番人気）
馬単票数 計9163714 的中 �� 52050（44番人気）
ワイド票数 計4627819 的中 �� 47287（30番人気）�� 60511（21番人気）�� 55468（25番人気）
3連複票数 計22358106 的中 ��� 60158（76番人気）
3連単票数 計49721417 的中 ��� 22518（411番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．4―11．7―11．8―12．2―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．1―46．8―58．6―1：10．8―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

�アジアエクスプレス �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Running Stag デビュー 2013．11．3 東京1着

2011．2．9生 牡2栗 母 Running Bobcats 母母 Backatem 3戦3勝 賞金 88，131，000円
〔制裁〕 ベルカント号の騎手武豊は，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）
※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。
（非当選馬） 5頭 キーンソード号・タガノグランパ号・ピークトラム号・ミッキーアイル号・モーリス号
※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。

3307212月15日 晴 良 （25中山5）第6日 第12競走 ��
��1，600�

なんそう

南総ステークス
発走16時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

11 サンライズメジャー 牡4栗 56 福永 祐一松岡 隆雄氏 中村 均 日高 下河辺牧場 482－141：34．2 3．9�
22 フラアンジェリコ 牡5栗 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 アタマ 7．9�
710 サトノネプチューン 牡3鹿 54 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：34．41 22．4�
55 フルアクセル 牡5栗 56 石橋 脩山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 486＋10 〃 クビ 12．1�
811 マイネルアダマス 牡4鹿 55 R．ムーア �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B432＋ 41：34．5クビ 15．2	
（英）

33 ウインクリアビュー 牝6栗 53 北村 宏司�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 468＋ 2 〃 クビ 14．3

56 ノーブルディード 牡5黒鹿55 和田 竜二 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム 498－ 41：34．71� 37．7�
79 プランスデトワール 牡5芦 55 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 アタマ 9．9�
68 マイネヒメル 牝4栗 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 41：34．8� 31．5
812 サニーヘイロー 牝5栗 52 勝浦 正樹宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 470＋101：35．11� 151．1�
44 シ ェ ル ビ ー 牡4栗 56 M．デムーロ杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 516＋ 4 〃 ハナ 2．5�

（仏）

67 サンブルエミューズ 牝3栗 53 横山 典弘 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 442＋ 81：36．48 20．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 71，835，100円 複勝： 107，715，100円 枠連： 37，950，000円
馬連： 180，743，900円 馬単： 103，668，100円 ワイド： 73，268，300円
3連複： 212，677，100円 3連単： 458，761，400円 計： 1，246，619，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 230円 � 630円 枠 連（1－2） 1，500円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，810円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 10，890円 3 連 単 ��� 44，010円

票 数

単勝票数 計 718351 的中 � 145685（2番人気）
複勝票数 計1077151 的中 � 185177（2番人気）� 129778（3番人気）� 35510（9番人気）
枠連票数 計 379500 的中 （1－2） 18719（6番人気）
馬連票数 計1807439 的中 �� 88624（4番人気）
馬単票数 計1036681 的中 �� 31751（5番人気）
ワイド票数 計 732683 的中 �� 33822（3番人気）�� 9679（24番人気）�� 6751（31番人気）
3連複票数 計2126771 的中 ��� 14422（41番人気）
3連単票数 計4587614 的中 ��� 7693（142番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．4―11．4―11．7―12．1―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．1―46．5―58．2―1：10．3―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

サンライズメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2012．3．18 阪神3着

2009．4．6生 牡4栗 母 ティファニータッチ 母母 Careless Heiress 12戦5勝 賞金 74，469，000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を表示している。

３レース目



（25中山5）第6日 12月15日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

325，330，000円
2，080，000円
15，820，000円
3，130，000円
29，620，000円
66，507，000円
5，272，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
822，945，900円
1，122，023，300円
584，397，100円
2，472，930，500円
1，514，877，500円
883，330，700円
3，414，306，800円
7，127，382，900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 17，942，194，700円

総入場人員 35，394名 （有料入場人員 31，064名）
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