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3309612月23日 晴 稍重 （25中山5）第9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

612 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 486－ 21：11．8 3．3�
48 ハリケーンリリー 牡2鹿 55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 490＋ 41：12．65 15．7�
59 チュウワベイビー 牝2芦 54 内田 博幸中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 446－ 41：12．7� 9．2�
816 ミシェルメモリアル 牝2鹿 54 丸田 恭介山内 晃氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 460＋ 61：13．01� 28．8�
35 ハンサムオウジ 牡2鹿 55 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 中田 浩美 452＋141：13．1クビ 15．2�
47 ドスコイサーファー 牡2鹿 55 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 436± 0 〃 クビ 38．6	
24 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 438＋ 21：13．2クビ 2．0

815 スガノギムレット 牡2青鹿55 石橋 脩菅原 光博氏 大和田 成 新ひだか 田上 稔 458＋121：13．62� 87．4�
12 ラズライトブルー 牝2鹿 54 吉田 隼人 �ブルーマネジメント田島 俊明 新冠 川上 悦夫 434－141：13．7� 143．3�
611 アイファーカウント 牡2栗 55 戸崎 圭太中島 稔氏 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 468＋101：14．12� 178．0
36 デモクラシー 牡2鹿 55 西田雄一郎藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 B460＋ 61：14．2クビ 27．8�
713 ビ オ レ ン ト 牝2栗 54 北村 宏司細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 484－ 2 〃 アタマ 225．6�
510 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± 01：14．52 95．6�
23 リックバナード 牡2栗 55 柴山 雄一山邉 浩氏 清水 英克 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 480＋ 41：14．6� 78．6�
714 ニ ー チ ェ 牡2芦 55 松岡 正海石川 秀守氏 伊藤 大士 新ひだか 藤原牧場 482－ 2 〃 クビ 52．3�
11 プティットコピーヌ 牝2鹿 54 田中 勝春�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428± 01：15．13 31．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，645，000円 複勝： 53，294，500円 枠連： 14，537，700円
馬連： 53，295，600円 馬単： 38，799，200円 ワイド： 28，943，000円
3連複： 76，786，700円 3連単： 130，272，400円 計： 419，574，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 330円 � 250円 枠 連（4－6） 2，690円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 900円 �� 590円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 7，250円 3 連 単 ��� 35，630円

票 数

単勝票数 計 236450 的中 � 58209（2番人気）
複勝票数 計 532945 的中 � 93473（2番人気）� 38004（4番人気）� 55940（3番人気）
枠連票数 計 145377 的中 （4－6） 4001（10番人気）
馬連票数 計 532956 的中 �� 14938（9番人気）
馬単票数 計 387992 的中 �� 6298（14番人気）
ワイド票数 計 289430 的中 �� 7906（9番人気）�� 12667（6番人気）�� 4485（14番人気）
3連複票数 計 767867 的中 ��� 7817（21番人気）
3連単票数 計1302724 的中 ��� 2699（95番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．6―12．1―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―34．0―46．1―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンデンバー �
�
父 テラノフォースワン �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2013．11．2 福島2着

2011．4．30生 牡2鹿 母 ホシノテンビー 母母 プリティレーベル 4戦1勝 賞金 10，300，000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。
（非抽選馬） 5頭 カットキタイネン号・グランドエンジェル号・ディーエススワット号・トーホウクローバー号・ヤマニンブロケード号

3309712月23日 晴 良 （25中山5）第9日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時20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

611 カウニスクッカ 牝2鹿 54 田辺 裕信大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 460＋ 41：36．9 33．7�
35 チ ェ ー ザ レ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 524＋ 41：37．32� 2．5�
48 メイショウボイス 牡2鹿 55 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 新ひだか ウエスタンファーム 484－ 41：37．51� 6．6�
510 アプレイザル 牡2黒鹿55 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 494＋201：37．71� 53．8�
714 シゲルキシュウ 牡2芦 55 丸田 恭介森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 秀昭 466＋ 21：37．9	 20．2�
612 ヘヴンリーシチー 牝2青 54

53 ☆横山 和生 	友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 幾千世牧場 422＋121：38．0� 33．5

11 ボ デ ギ ー タ 牝2鹿 54 三浦 皇成手嶋 康雄氏 天間 昭一 新冠 ハシモトフアーム 482－ 8 〃 アタマ 11．3�
47 ベアファースト 牝2黒鹿54 吉田 隼人熊木 浩氏 二ノ宮敬宇 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 448＋ 61：38．1	 16．6�
815 レッドファルクス 牡2芦 55 北村 宏司 	東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 468－ 41：38．2� 3．1
12 コスモミヅハノメ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 424± 01：38．3� 27．9�
59 カシノスティーヴ 牡2栗 55 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 488＋ 41：38．4� 111．9�
816 ショウブキセキ 牝2黒鹿54 江田 照男長塩 豊氏 菅原 泰夫 新冠 パカパカ

ファーム 440＋ 41：38．5� 419．5�
713 コスモベツァーリ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 日高 戸川牧場 436＋ 21：38．81	 31．5�
24 ステキステキ 牝2栗 54 丸山 元気西村新一郎氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 452＋ 21：39．01� 232．2�
23 ローズビジュー 牝2栗 54 津村 明秀三枝 栄二氏 武藤 善則 青森 諏訪牧場 436－ 61：39．21� 161．6�
36 アキノムーン 牝2黒鹿54 黛 弘人穐吉 正孝氏 蛯名 利弘 浦河 秋場牧場 414± 0 〃 クビ 333．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，454，500円 複勝： 42，493，900円 枠連： 17，859，100円
馬連： 58，328，600円 馬単： 39，040，700円 ワイド： 30，451，000円
3連複： 77，632，800円 3連単： 123，104，700円 計： 415，365，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，370円 複 勝 � 540円 � 150円 � 190円 枠 連（3－6） 1，820円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 10，620円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 2，110円 �� 310円

3 連 複 ��� 6，370円 3 連 単 ��� 68，110円

票 数

単勝票数 計 264545 的中 � 6200（10番人気）
複勝票数 計 424939 的中 � 14697（9番人気）� 101512（1番人気）� 62267（3番人気）
枠連票数 計 178591 的中 （3－6） 7249（9番人気）
馬連票数 計 583286 的中 �� 10843（15番人気）
馬単票数 計 390407 的中 �� 2714（33番人気）
ワイド票数 計 304510 的中 �� 5649（16番人気）�� 3240（23番人気）�� 28607（2番人気）
3連複票数 計 776328 的中 ��� 9003（19番人気）
3連単票数 計1231047 的中 ��� 1334（195番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．4―47．4―59．8―1：12．4―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．5―3F37．1

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

勝馬の
紹 介

カウニスクッカ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monarchos デビュー 2013．9．7 阪神6着

2011．3．29生 牝2鹿 母 マネーペニー 母母 My White Corvette 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブラックエミオ号

第５回 中山競馬 第９日



3309812月23日 晴 良 （25中山5）第9日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時50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
1：46．4
1：45．9

良
良

12 ヴィータアレグリア 牝2黒鹿54 吉田 隼人 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 444－ 21：52．1 29．6�
48 ダイワリベラル 牡2黒鹿55 田辺 裕信大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 520＋201：52．31� 11．0�
23 マルーンドロップ 牝2栗 54 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 450－ 8 〃 クビ 17．9�
611 エリーフェアリー 牝2鹿 54 内田 博幸谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 480＋ 41：52．51� 7．7�
714 ギンザフェアレディ 牝2青鹿54 横山 典弘有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 456－ 21：52．6クビ 3．1	
816 シュタインベルガー 牡2青鹿55 M．デムーロ �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 512＋281：52．7	 18．8


（仏）

36 キョウエイマグマ 牡2鹿 55 江田 照男田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 460＋ 21：52．8� 11．8�
815 マイネルシャルフ 牡2鹿 55 柴田 大知 �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 488＋121：53．01� 12．0�
47 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 416－ 21：53．32 4．9
11 カメレオンアミ 牝2鹿 54 岩部 純二�和田牧場 和田 正道 新冠 武田 修一 434－ 4 〃 クビ 212．6�
713 ジ ョ ニ ー 牡2鹿 55 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 502＋121：53．51� 8．5�
35 コスモトレント 牝2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 480＋ 81：53．6� 83．2�
510 トレランシア 牝2栗 54 津村 明秀山口 敦広氏 和田正一郎 えりも エクセルマネジメント 452－ 41：53．81� 413．5�
24 タケショウレーブ 牡2栗 55 三浦 皇成�ナイト商事 矢野 照正 浦河 富菜牧場 480－ 2 〃 ハナ 148．4�
612 デ イ ラ イ ト 牡2鹿 55 戸崎 圭太窪田 康志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 482＋ 61：54．01� 18．6�
59 ウインベルグラーノ 牡2鹿 55 宮崎 北斗�ウイン 尾関 知人 新冠 コスモヴューファーム 440＋161：54．31	 131．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，070，500円 複勝： 52，002，400円 枠連： 22，381，500円
馬連： 74，787，300円 馬単： 43，131，200円 ワイド： 34，045，400円
3連複： 94，363，200円 3連単： 137，329，800円 計： 487，111，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，960円 複 勝 � 750円 � 360円 � 580円 枠 連（1－4） 4，510円

馬 連 �� 11，350円 馬 単 �� 25，800円

ワ イ ド �� 3，960円 �� 4，210円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 61，090円 3 連 単 ��� 434，980円

票 数

単勝票数 計 290705 的中 � 7750（11番人気）
複勝票数 計 520024 的中 � 17267（10番人気）� 42053（5番人気）� 23406（9番人気）
枠連票数 計 223815 的中 （1－4） 3663（16番人気）
馬連票数 計 747873 的中 �� 4863（48番人気）
馬単票数 計 431312 的中 �� 1234（96番人気）
ワイド票数 計 340454 的中 �� 2110（49番人気）�� 1981（51番人気）�� 3596（37番人気）
3連複票数 計 943632 的中 ��� 1140（160番人気）
3連単票数 計1373298 的中 ��� 233（1021番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―37．7―50．4―1：03．1―1：15．9―1：28．4―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．2
1
3
3（4，13）（1，9）（2，11）（6，14）5，10，8（12，16）7－15・（3，4，13）（9，11）（1，2）（5，6，14）（8，10）16（12，7，15）

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

勝馬の
紹 介

ヴィータアレグリア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Lion Heart デビュー 2013．8．25 新潟6着

2011．2．6生 牝2黒鹿 母 カクタスペア 母母 Cactus Belle 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ジョニー号の騎手北村宏司は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

ヴィータアレグリア号の騎手吉田隼人は，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：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ウインシビュラ号・オーミアリエル号・カワキタアロー号・サマーブリーズ号・シャイニーピューマ号・

ヨウザンフウ号
※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。

3309912月23日 晴 稍重 （25中山5）第9日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

712 ヒカリヴェロニカ 牝2栗 54 田辺 裕信�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 494 ―1：13．3 17．1�
814 ヤマイチヒカリ 牝2鹿 54 北村 宏司坂本 肇氏 大江原 哲 森 笹川大晃牧場 458 ―1：13．72� 11．5�
713 ケージーオオゾラ 牝2栗 54 平野 優川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 446 ―1：13．91� 40．8�
47 ダ ー エ 牝2栗 54

53 ☆横山 和生小林 博雄氏 伊藤 正徳 平取 高橋 幸男 458 ―1：14．11� 57．3�
59 キレイナオヒメサマ 牝2栗 54 三浦 皇成國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 462 ―1：14．31 21．5�
22 ラヴィングルック 牝2黒鹿54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436 ―1：14．72� 17．0	
35 ファンディータ 牝2黒鹿54 柴田 大知
日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム 430 ― 〃 クビ 18．4�
58 パープルシャドウ 牝2鹿 54 M．デムーロ飯塚 知一氏 尾関 知人 浦河 木戸口牧場 508 ―1：14．8クビ 1．8�

（仏）

46 ベルモントビジン 牝2黒鹿54 内田 博幸 
ベルモントファーム堀井 雅広 新冠 ベルモント
ファーム 458 ―1：14．9� 63．8

610 スイートワンダー 牝2栗 54 西田雄一郎伊東 純一氏 大江原 哲 日高 メイプルファーム 504 ― 〃 クビ 42．1�
23 ラ ダ ム ド ー 牝2栗 54 柴山 雄一栗山 良子氏 池上 昌弘 日高 新井 昭二 436 ―1：15．0� 26．1�
34 ニナフェアリー 牝2鹿 54 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 432 ―1：15．1� 10．9�
611 デジタルアート 牝2黒鹿54 戸崎 圭太窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：16．27 6．3�
11 ヴェルダンディ 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太
協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 452 ―1：16．51� 111．3�
815 エリースプラッシュ 牝2栗 54 松岡 正海谷川 正純氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 440 ―1：18．110 221．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，764，100円 複勝： 42，453，800円 枠連： 20，349，100円
馬連： 54，911，500円 馬単： 40，655，500円 ワイド： 29，184，600円
3連複： 69，697，600円 3連単： 120，758，200円 計： 407，774，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 410円 � 340円 � 810円 枠 連（7－8） 4，350円

馬 連 �� 6，410円 馬 単 �� 14，210円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 5，990円 �� 4，660円

3 連 複 ��� 47，240円 3 連 単 ��� 286，560円

票 数

単勝票数 計 297641 的中 � 13760（6番人気）
複勝票数 計 424538 的中 � 27767（5番人気）� 36134（3番人気）� 12618（10番人気）
枠連票数 計 203491 的中 （7－8） 3459（16番人気）
馬連票数 計 549115 的中 �� 6324（21番人気）
馬単票数 計 406555 的中 �� 2112（41番人気）
ワイド票数 計 291846 的中 �� 4050（19番人気）�� 1187（53番人気）�� 1531（47番人気）
3連複票数 計 696976 的中 ��� 1089（126番人気）
3連単票数 計1207582 的中 ��� 311（685番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．7―12．2―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―35．0―47．2―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカリヴェロニカ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2011．4．29生 牝2栗 母 ヒカリマーガレット 母母 タヤスメモリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 グルモン号（疾病〔右寛跛行〕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。



3310012月23日 晴 稍重 （25中山5）第9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

59 カネコメオスター 牡2栗 55 江田 照男髙岡 義雄氏 矢野 英一 新ひだか 藤沢牧場 482 ―1：57．0 15．5�
611 ベ ッ ク 牡2栗 55 戸崎 圭太細川祐季子氏 伊藤 正徳 平取 稲原牧場 494 ― 〃 ハナ 17．1�
713 フクノグングニル 牡2鹿 55 松岡 正海福島 実氏 小島 茂之 青森 長谷地 義正 526 ―1：57．53 15．6�
11 トーセンミラージュ 牡2青鹿55 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 522 ―1：57．71 2．9�
610 パ ロ パ ロ 牡2栗 55 三浦 皇成�LS.M 小野 次郎 新ひだか 井高牧場 500 ―1：58．65 8．3	
815 ディープリアン 牝2鹿 54 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 464 ―1：58．7クビ 49．5

47 グロリアスステップ 牡2栗 55 柴山 雄一桜井 忠隆氏 和田正一郎 苫小牧 藤澤 昭勝 484 ―1：59．12� 43．4�
34 ペイシャンスオウ 牝2栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 鈴木 伸尋 様似 髙村 伸一 452 ―1：59．73� 9．3�
58 チェイスザルーア 牡2鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 540 ―1：59．91 4．0
35 アンフォルタス 牡2鹿 55 吉田 隼人伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 492 ―2：00．11� 31．7�
23 ユーガッタフレンド 牡2鹿 55 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 496 ― 〃 クビ 76．3�
712 ミルオーカン 牡2黒鹿55 丸山 元気池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 514 ―2：00．2� 44．1�
46 エメラルタイガー 牡2栗 55

54 ☆横山 和生高橋 勉氏 勢司 和浩 新ひだか 出羽牧場 504 ―2：00．94 67．9�
814 タイセイバリオス 牡2鹿 55 田中 勝春田中 成奉氏 武藤 善則 日高 沖田牧場 482 ― 〃 ハナ 93．8�
22 ハ ブ ー ブ �2芦 55 村田 一誠 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 466 ―2：01．32� 8．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，981，700円 複勝： 43，197，800円 枠連： 25，707，500円
馬連： 62，185，900円 馬単： 39，857，300円 ワイド： 31，025，700円
3連複： 82，319，900円 3連単： 125，984，500円 計： 441，260，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 480円 � 480円 � 490円 枠 連（5－6） 1，040円

馬 連 �� 8，440円 馬 単 �� 16，370円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 2，400円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 27，560円 3 連 単 ��� 198，250円

票 数

単勝票数 計 309817 的中 � 15804（6番人気）
複勝票数 計 431978 的中 � 24076（6番人気）� 23656（7番人気）� 23412（8番人気）
枠連票数 計 257075 的中 （5－6） 18385（3番人気）
馬連票数 計 621859 的中 �� 5440（33番人気）
馬単票数 計 398573 的中 �� 1797（63番人気）
ワイド票数 計 310257 的中 �� 3499（27番人気）�� 3182（31番人気）�� 3157（32番人気）
3連複票数 計 823199 的中 ��� 2205（84番人気）
3連単票数 計1259845 的中 ��� 469（573番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．4―14．0―13．6―12．9―12．6―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．3―52．3―1：05．9―1：18．8―1：31．4―1：44．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カネコメオスター �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 Sky Classic 初出走

2011．4．22生 牡2栗 母 プリペアーフォーレイン 母母 Word to the Wise 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時15分に変更。
〔発走状況〕 ユーガッタフレンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 サンエイコーオー号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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 アメシストカナン号・グレイトフル号・ドラゴンキック号

3310112月23日 晴 稍重 （25中山5）第9日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走12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

816 タニセンジャッキー 牡4鹿 57 中舘 英二染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 484＋ 81：11．9 6．1�
714 ハヤブサフィーバー 牡4栗 57 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B496＋ 61：12．0� 81．3�
815 オードゥルルド 牝4青鹿55 勝浦 正樹 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 59．3�
713 セトノブロッサム 牝3黒鹿54 柴山 雄一難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 490＋101：12．1� 36．8�
611 サーストンデンバー 牡4鹿 57 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B530＋ 41：12．2クビ 5．7�
12 	 イヤーオブドラゴン 牡3鹿 56 北村 宏司窪田 康志氏 大竹 正博 米 Sally An-

dersen 512＋ 8 〃 クビ 7．9	
510 シークレットアーム 牡4鹿 57 丸田 恭介�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 526＋ 21：12．41
 13．7

612 ガッダムアスカ 牝4芦 55 石橋 脩神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 458－121：12．61� 10．9�
24 � ロクイチスマイル 牝4芦 55

53 △杉原 誠人栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 494＋ 4 〃 ハナ 159．0�
35 � イナズマソリオ 牝4黒鹿55 村田 一誠小泉 賢悟氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム 480＋ 4 〃 ハナ 30．9
23 シンキングマシーン �4黒鹿57 横山 典弘佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 506± 0 〃 アタマ 2．4�
59 マリーズミイ 牝3鹿 54 内田 博幸冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B438＋ 41：13．23� 18．1�
11 アタッキングゾーン �5鹿 57 平野 優広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 504± 01：13．4 31．8�
48 ニチドウレパード 牡5栗 57

54 ▲伴 啓太山田 伸氏 黒岩 陽一 新ひだか 大平牧場 518＋201：14．14 180．3�
36 ベルウッドシーマ 牡3黒鹿56 木幡 初広鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 520－ 41：14．3 161．3�
47 スターオブミューズ 牝3鹿 54 田中 勝春藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 474－ 81：18．2大差 165．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，946，400円 複勝： 57，573，000円 枠連： 24，562，800円
馬連： 75，241，800円 馬単： 45，804，400円 ワイド： 37，261，600円
3連複： 103，024，800円 3連単： 163，662，100円 計： 542，076，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 270円 � 1，460円 � 1，180円 枠 連（7－8） 5，310円

馬 連 �� 13，720円 馬 単 �� 18，550円

ワ イ ド �� 4，390円 �� 3，810円 �� 14，950円

3 連 複 ��� 114，000円 3 連 単 ��� 522，870円

票 数

単勝票数 計 349464 的中 � 45590（3番人気）
複勝票数 計 575730 的中 � 68531（3番人気）� 9333（12番人気）� 11777（11番人気）
枠連票数 計 245628 的中 （7－8） 3416（17番人気）
馬連票数 計 752418 的中 �� 4048（41番人気）
馬単票数 計 458044 的中 �� 1823（63番人気）
ワイド票数 計 372616 的中 �� 2099（44番人気）�� 2422（40番人気）�� 608（74番人気）
3連複票数 計1030248 的中 ��� 667（194番人気）
3連単票数 計1636621 的中 ��� 231（1005番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．6―12．3―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．1―46．4―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タニセンジャッキー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．7．3 中山3着

2009．5．16生 牡4鹿 母 コイセヨオトメ 母母 チャイナブリーズ 16戦3勝 賞金 36，350，000円
〔発走状況〕 マリーズミイ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。

シンキングマシーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 タニセンジャッキー号の騎手中舘英二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 マリーズミイ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターオブミューズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月23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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アラマサスチール号・ヴェアリアスローズ号
（非抽選馬） 2頭 タツフラッシュ号・ロマネクイーン号



3310212月23日 晴 良 （25中山5）第9日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時10分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

36 コスモユッカ 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 492＋ 62：01．2 6．3�
23 エバーグリーン 牡5青 57 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 504＋18 〃 ハナ 19．9�
47 モ ビ ー ル 牡5鹿 57 北村 宏司吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 468＋ 42：01．52 12．5�
35 ルイーザシアター 牡5鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 510＋142：01．92� 11．7�
510 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 480＋ 42：02．11	 33．9	
713 ロジメジャー 牡4黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 498＋ 4 〃 ハナ 3．7

48 ライトヴァース 牡4鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 42：02．2� 15．4�
24 エイダイポイント 牡5芦 57

56 ☆横山 和生�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 456＋ 42：02．51
 10．7�
12 ソムニアシチー 牝3鹿 54 江田 照男 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B454＋182：02．71	 41．1
11 ワールドレーヴ 牡3黒鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 466－ 22：03．01
 64．5�
714 スプリングパリオ 牡4鹿 57 津村 明秀加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 482＋ 22：03．32 106．3�
816 トーセンワープ 牡3鹿 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム 468＋142：03．51	 36．2�
818 コスモマスタング 牡5黒鹿57 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 500＋12 〃 ハナ 270．2�
817 モ モ ト ン ボ 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 ハナ 3．9�

（仏）

612 カ ウ ウ ェ ラ 牡3青鹿56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 462＋162：04．35 29．5�
611� ク ロ ク モ �4青鹿57 黛 弘人石田 宏氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 460± 02：04．4� 410．5�
59 フローズンムーン 牝3鹿 54 柴山 雄一 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 474＋102：04．71
 27．1�
715 シンセラメンテ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 中川 公成 平取 坂東牧場 510－ 2 （競走中止） 60．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，103，700円 複勝： 61，049，800円 枠連： 31，618，400円
馬連： 85，616，100円 馬単： 48，591，300円 ワイド： 45，778，700円
3連複： 116，310，000円 3連単： 173，268，100円 計： 597，336，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 650円 � 300円 枠 連（2－3） 1，610円

馬 連 �� 6，000円 馬 単 �� 11，120円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 1，070円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 16，840円 3 連 単 ��� 94，580円

票 数

単勝票数 計 351037 的中 � 44200（3番人気）
複勝票数 計 610498 的中 � 85631（3番人気）� 21272（8番人気）� 54487（4番人気）
枠連票数 計 316184 的中 （2－3） 14559（7番人気）
馬連票数 計 856161 的中 �� 10546（22番人気）
馬単票数 計 485913 的中 �� 3225（37番人気）
ワイド票数 計 457787 的中 �� 5799（23番人気）�� 10886（8番人気）�� 4546（31番人気）
3連複票数 計1163100 的中 ��� 5098（55番人気）
3連単票数 計1732681 的中 ��� 1352（295番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．1―12．0―12．0―12．0―12．3―12．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―36．3―48．3―1：00．3―1：12．3―1：24．6―1：36．7―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．6
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

コスモユッカ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2011．7．9 函館2着

2009．4．12生 牡4鹿 母 モエレフレッシュ 母母 エルフィッシュ 17戦3勝 賞金 36，828，000円
〔競走中止〕 シンセラメンテ号は，競走中に疾病〔寛骨々折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 エイダイポイント号の調教師菊沢隆徳は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マンインザムーン号
※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。

3310312月23日 晴 稍重 （25中山5）第9日 第8競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

816 アサクサポイント �5青鹿57 M．デムーロ田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482＋ 61：52．8 2．7�
（仏）

48 ブルーチッパー 牝3鹿 54 内田 博幸青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 472－ 8 〃 クビ 11．7�
510 ミッキーナチュラル 牡4栗 57 田辺 裕信野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 514＋101：53．11	 17．0�
612 ロンギングエース 牡3鹿 56 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 クビ 14．1�
714 モントリヒト 牡4栗 57 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 444＋161：53．73
 8．3�
24 ドラゴンピース 牡4鹿 57

55 △杉原 誠人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 498＋ 41：53．91
 10．1	
611 サマーティアラ 牝5青鹿55 勝浦 正樹セゾンレースホース
 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 452－ 81：54．11� 104．2�
11 ニシノゲイナー 牡5鹿 57 三浦 皇成西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 458－ 41：54．2
 43．7�
713 ファストソング 牝3栗 54 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 490＋ 21：54．73 122．2
815 ガ ム ラ ン 牡5青鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 548＋261：54．91
 5．5�
35 ハヤブサペコチャン 牝3栗 54 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462＋ 61：55．0クビ 32．1�
47 ケイジータイタン �3青鹿56 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B528＋121：55．1	 70．6�
59 ボーカリスト 牡7鹿 57 松岡 正海増田 雄一氏 清水 英克 千歳 社台ファーム B468＋101：55．95 173．8�
23 テンゲントッパ 牡5黒鹿57 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B462＋ 6 〃 クビ 286．4�
36 ケツァルコアトル 牡3青鹿56 柴山 雄一�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 528＋121：56．53
 40．1�
12 ローマンエンブレム 牡4栗 57

56 ☆横山 和生�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B526＋ 41：57．45 6．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，815，000円 複勝： 60，694，300円 枠連： 30，489，600円
馬連： 91，006，900円 馬単： 55，119，200円 ワイド： 42，735，000円
3連複： 116，945，300円 3連単： 191，206，000円 計： 627，011，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 330円 � 390円 枠 連（4－8） 800円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 820円 �� 890円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 9，810円 3 連 単 ��� 38，240円

票 数

単勝票数 計 388150 的中 � 114132（1番人気）
複勝票数 計 606943 的中 � 161665（1番人気）� 40794（6番人気）� 32481（8番人気）
枠連票数 計 304896 的中 （4－8） 28347（4番人気）
馬連票数 計 910069 的中 �� 35842（6番人気）
馬単票数 計 551192 的中 �� 13355（8番人気）
ワイド票数 計 427350 的中 �� 13242（7番人気）�� 12016（8番人気）�� 3976（28番人気）
3連複票数 計1169453 的中 ��� 8801（33番人気）
3連単票数 計1912060 的中 ��� 3691（110番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．8―49．3―1：01．5―1：13．9―1：26．7―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アサクサポイント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．12．25 中山3着

2008．3．9生 �5青鹿 母 レリックレーヌ 母母 カフェドフランス 25戦3勝 賞金 63，153，000円
〔制裁〕 ドラゴンピース号の騎手杉原誠人は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 ヴェルデホ号・エイトプリンス号・カントリースノー号・ゴーゴーヒュウガ号・ショウナンダイラ号・

トーセンブリッツ号・ラゴディラゴライ号
※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。



3310412月23日 晴 稍重 （25中山5）第9日 第9競走 ��
��1，200�

ふゆざくら

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

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000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 サンマディソン 牝2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 450＋ 41：11．6 11．7�
713 ク ー ゲ ル 牡2栗 55 戸崎 圭太幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 510＋ 6 〃 ハナ 3．5�
714 サ ノ イ チ 牡2鹿 55 田辺 裕信ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 456± 0 〃 アタマ 3．8�
612 ヒマラヤタカコ 牝2栗 54 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 452＋ 41：12．13 67．2�
59 ニシノイナズマ 牡2芦 55 北村 宏司西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 488＋121：12．31� 71．6�
23 ロマンシーズ 牡2鹿 55 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 516＋ 41：12．51� 12．7�
12 プリサイスエース 牡2栗 55 江田 照男井山 登氏 矢野 照正 新冠 芳住 鉄兵 486－ 8 〃 クビ 12．8	
510 ファンファーレ 牝2栗 54 丸田 恭介
ミルファーム 武市 康男 えりも エクセルマネジメント 472＋ 21：12．6� 106．9�
815 ジ ャ リ ー ヴ 牝2鹿 54 丸山 元気佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 土田 扶美子 480＋ 8 〃 クビ 77．0�
47 	 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 502＋ 21：12．7クビ 17．6
611 クインズセブン 牡2鹿 55 中舘 英二 �クイーンズ・ランチ 松山 康久 浦河 富田牧場 494＋ 2 〃 クビ 87．8�
11 スウィープアウェイ 牡2芦 55 三浦 皇成藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 454－ 4 〃 アタマ 29．8�
36 ウイングラビティ 牡2鹿 55 黛 弘人�ウイン 武市 康男 新ひだか 城地 清満 464＋ 2 〃 ハナ 273．9�
48 ファイトユアソング 牝2鹿 54 横山 和生
グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 430＋ 21：12．8クビ 4．9�
35 ヴ ィ ス ビ ー 牝2黒鹿54 柴田 大知大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：13．01� 35．6�
24 ウエスタンメルシー 牝2鹿 54 田中 勝春西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム 450－ 21：13．1クビ 13．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，271，800円 複勝： 78，662，300円 枠連： 43，160，900円
馬連： 128，952，300円 馬単： 78，637，100円 ワイド： 54，474，900円
3連複： 159，863，400円 3連単： 284，951，200円 計： 875，973，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 280円 � 140円 � 140円 枠 連（7－8） 930円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 6，100円

ワ イ ド �� 750円 �� 680円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 20，650円

票 数

単勝票数 計 472718 的中 � 32099（4番人気）
複勝票数 計 786623 的中 � 54578（6番人気）� 174161（1番人気）� 168501（2番人気）
枠連票数 計 431609 的中 （7－8） 34610（5番人気）
馬連票数 計1289523 的中 �� 45837（8番人気）
馬単票数 計 786371 的中 �� 9518（22番人気）
ワイド票数 計 544749 的中 �� 16522（8番人気）�� 18728（7番人気）�� 55600（1番人気）
3連複票数 計1598634 的中 ��� 52661（4番人気）
3連単票数 計2849512 的中 ��� 10185（48番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―12．4―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．1―46．5―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマディソン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．13 東京2着

2011．3．24生 牝2鹿 母 チューベローズ 母母 チ ュ ー ニ ー 4戦2勝 賞金 18，971，000円

3310512月23日 晴 良 （25中山5）第9日 第10競走 ��
��2，200�クリスマスカップ

発走14時50分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

36 マイネオーチャード 牝5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム 466＋142：14．0 9．8�

818 ステラウインド 牡4黒鹿57 北村 宏司前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 476 2：14．42� 4．0�
23 ガ チ バ ト ル 牡3栗 55 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 458－ 22：14．5� 15．4�
715 マイネルマーク 牡5青鹿57 丹内 祐次 �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 B472＋ 82：14．6	 33．8�
817 クイーンオリーブ 牝5青鹿55 戸崎 圭太有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 476－ 4 〃 クビ 12．6�
510 エーシングングン 牡4栗 57 横山 典弘�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 468－ 62：14．7� 5．0	
714 クリールカイザー 牡4栗 57 丸田 恭介横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 480－ 4 〃 アタマ 5．7

24 コウヨウレジェンド 
5鹿 57 丸山 元気寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 498－ 62：15．01	 139．3�
611� サクラボールド 牡6栗 57 石橋 脩�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 486＋ 22：15．21� 30．1�
35 ドリームゴスペル 牡6鹿 57 武士沢友治セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 536＋ 82：15．51	 95．0
713� レオプログレス 牡8青 57 田辺 裕信�レオ 萱野 浩二 様似 清水 誠一 474＋102：15．81	 27．8�
47 エクセリオン 牡6芦 57 柴田 善臣岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 474－102：15．9	 283．3�
59 シンボリボルドー 牡6鹿 57 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 460± 0 〃 ハナ 435．2�
612 リ ベ ル タ ス 牡5鹿 57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 504＋10 〃 ハナ 11．8�

（仏）

816 ミカエルビスティー 牡6黒鹿57 三浦 皇成備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 482± 02：16．1	 57．6�
48 ピュアブリーゼ 牝5栗 55 古川 吉洋 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 480＋162：16．31� 39．1�
12 � キングズクエスト 
4栗 57 黛 弘人岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 22：16．4	 146．2�
11 ソルレヴァンテ 牡4鹿 57 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 484＋102：16．82� 7．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 57，543，100円 複勝： 99，108，400円 枠連： 57，075，700円
馬連： 183，494，100円 馬単： 91，317，800円 ワイド： 73，085，100円
3連複： 236，186，500円 3連単： 384，492，100円 計： 1，182，302，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 310円 � 200円 � 440円 枠 連（3－8） 1，650円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 5，830円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，700円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 11，510円 3 連 単 ��� 66，010円

票 数

単勝票数 計 575431 的中 � 46606（5番人気）
複勝票数 計 991084 的中 � 80747（5番人気）� 153138（2番人気）� 51924（8番人気）
枠連票数 計 570757 的中 （3－8） 25631（6番人気）
馬連票数 計1834941 的中 �� 51669（9番人気）
馬単票数 計 913178 的中 �� 11570（24番人気）
ワイド票数 計 730851 的中 �� 17304（10番人気）�� 10459（22番人気）�� 11962（18番人気）
3連複票数 計2361865 的中 ��� 15153（37番人気）
3連単票数 計3844921 的中 ��� 4299（217番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．6―36．3―49．1―1：01．7―1：13．5―1：25．5―1：37．6―1：49．7―2：01．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．4
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネオーチャード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2010．11．7 東京4着

2008．4．12生 牝5栗 母 シルキーヴェルジェ 母母 ザ ン ゼ 28戦5勝 賞金 116，854，000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。



3310612月23日 晴 稍重 （25中山5）第9日 第11競走 ��
��1，800�2013フェアウェルステークス

発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，24．12．22以降25．12．15まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

35 ジェベルムーサ 牡3鹿 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 550＋ 61：50．9 3．5�
611 ワイルドフラッパー 牝4黒鹿53 M．デムーロ吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 524＋ 21：51．43 3．3�

（仏）

59 ナムラタイタン 牡7栗 58 津村 明秀奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 528＋ 41：51．5クビ 23．1�
510 ドコフクカゼ 牡3黒鹿54 内田 博幸國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 502＋ 2 〃 ハナ 13．6�
612� ダブルスター 牡4栗 54 柴田 善臣�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 510＋ 41：51．71� 20．8�
714 サトノタイガー 牡5黒鹿53 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 476＋ 41：52．01	 120．2	
815 サイレントメロディ 牡6青 57 石橋 脩 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋181：52．1
 69．2

47 ロイヤルクレスト 牡5栃栗55 古川 吉洋�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 526＋101：52．2	 11．4�
36 コパノリッキー 牡3栗 56 戸崎 圭太小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 526＋ 21：52．3クビ 6．6�
11 クリールパッション 牡8鹿 56 丸田 恭介横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B480－ 4 〃 ハナ 30．6
713 ボ レ ア ス 牡5鹿 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 ハナ 26．7�
24 タイセイスティング 牡4栗 55 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 524＋ 41：53．04 16．6�
12 ナイトフッド 牡7青鹿54 横山 典弘 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B528＋10 〃 ハナ 16．2�
816� メイショウサミット 牡7鹿 53 勝浦 正樹松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 B540＋ 61：53．85 55．8�
23 � オーブルチェフ 牡4栗 55 丸山 元気前田 幸治氏 萩原 清 米 Bloodstock

Holdings LLC 512＋ 41：54．65 81．0�
48 � チャーリーブレイヴ 牡3鹿 54 松岡 正海林 正道氏 尾関 知人 米 Mike

Abraham 496＋ 41：54．81
 68．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 85，745，500円 複勝： 133，808，100円 枠連： 92，876，300円
馬連： 354，129，100円 馬単： 184，053，000円 ワイド： 117，860，400円
3連複： 455，381，600円 3連単： 862，261，500円 計： 2，286，115，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 160円 � 500円 枠 連（3－6） 370円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，400円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 23，160円

票 数

単勝票数 計 857455 的中 � 198147（2番人気）
複勝票数 計1338081 的中 � 313733（1番人気）� 248637（2番人気）� 48235（11番人気）
枠連票数 計 928763 的中 （3－6） 186020（1番人気）
馬連票数 計3541291 的中 �� 383798（1番人気）
馬単票数 計1840530 的中 �� 93276（2番人気）
ワイド票数 計1178604 的中 �� 115476（1番人気）�� 19078（19番人気）�� 15677（22番人気）
3連複票数 計4553816 的中 ��� 62713（13番人気）
3連単票数 計8622615 的中 ��� 27488（49番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．7―12．5―12．3―12．6―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．5―49．0―1：01．3―1：13．9―1：26．2―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジェベルムーサ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2012．11．4 東京1着

2010．2．15生 牡3鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice 8戦5勝 賞金 77，436，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダノンゴールド号
（非抽選馬） 3頭 エアハリファ号・クラシカルノヴァ号・マスクトヒーロー号
※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。

3310712月23日 晴 良 （25中山5）第9日 第12競走 ��
��1，200�ハッピーエンドカップ

発走16時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 スマートオリオン 牡3栗 56 M．デムーロ大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 494＋ 41：09．5 1．7�
（仏）

23 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± 01：09．6� 39．1�

35 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 476－ 21：09．81	 12．8�
48 ルナフォンターナ 牝4栗 55 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 61：09．9� 5．0�
611 ツクバリンカーン 牡3芦 56 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 536＋ 61：10．0クビ 13．0�
59 ヨシカワクン 牝3鹿 54 横山 典弘井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B460－ 41：10．21	 37．3�
12 ポピュラーストック 
5栗 57 勝浦 正樹 	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 B494＋ 4 〃 ハナ 114．2

815 ベストブルーム 牡6鹿 57 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 クビ 28．3�
612 アポロオラクル 牡3鹿 56 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 448＋10 〃 ハナ 23．9�
714 イ ト ク ク リ 牝5鹿 55 戸崎 圭太池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 508＋141：10．3� 62．4
36 ランドシャーク 牡4鹿 57 石橋 脩千明牧場 勢司 和浩 平取 稲原牧場 504＋ 6 〃 クビ 24．2�
713 グ レ カ ー レ 牝3鹿 54 武士沢友治 	スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 442＋ 61：10．4� 109．0�
24 ヤサカシャイニー 牝5栗 55 丸山 元気志邑 宣彦氏 根本 康広 新冠 オリエント牧場 460－ 41：10．5クビ 35．6�
11 キャストロメファ 牝3鹿 54 三浦 皇成手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 452＋ 6 〃 ハナ 22．1�
510� クリノロッキー 牡3栗 56 柴山 雄一栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 ヤナガワ牧場 506＋141：11．03 353．5�
816 ビップイシマツ 牡3青 56 松岡 正海鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：11．1� 91．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，053，700円 複勝： 133，096，200円 枠連： 67，303，500円
馬連： 198，289，600円 馬単： 132，326，900円 ワイド： 83，881，300円
3連複： 264，980，700円 3連単： 604，083，100円 計： 1，558，015，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 570円 � 260円 枠 連（2－4） 1，160円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 940円 �� 390円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 7，610円 3 連 単 ��� 28，270円

票 数

単勝票数 計 740537 的中 � 360248（1番人気）
複勝票数 計1330962 的中 � 620028（1番人気）� 33892（9番人気）� 91999（3番人気）
枠連票数 計 673035 的中 （2－4） 42971（5番人気）
馬連票数 計1982896 的中 �� 51715（10番人気）
馬単票数 計1323269 的中 �� 27213（13番人気）
ワイド票数 計 838813 的中 �� 21506（12番人気）�� 59662（2番人気）�� 5826（30番人気）
3連複票数 計2649807 的中 ��� 25699（22番人気）
3連単票数 計6040831 的中 ��� 15773（74番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―10．9―11．5―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．7―45．2―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートオリオン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2012．8．4 新潟9着

2010．3．15生 牡3栗 母 トロピカルレディー 母母 キヤニオンシロー 9戦3勝 賞金 37，463，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アイティクイーン号・タマニューホープ号・テイエムコウノトリ号・ローレルソラン号
※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。

２レース目 ４レース目



（25中山5）第9日 12月23日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 194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

218，410，000円
2，080，000円
11，480，000円
2，090，000円
19，750，000円
73，163，500円
5，044，000円
1，862，400円

勝馬投票券売得金
513，395，000円
857，434，500円
447，922，100円
1，420，238，800円
837，333，600円
608，726，700円
1，853，492，500円
3，301，373，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，839，916，900円

総入場人員 27，418名 （有料入場人員 23，492名）



平成25年度 第5回中山競馬 総計

競走回数 107回 出走延頭数 1，606頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，577，130，000円
6，240，000円
107，450，000円
23，540，000円
234，420，000円
601，599，000円
47，660，000円
15，417，600円

勝馬投票券売得金
5，828，069，800円
8，231，717，300円
4，563，329，500円
16，215，306，800円
10，098，485，300円
6，011，259，000円
21，022，467，600円
43，348，494，200円
983，089，500円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 116，302，219，000円

総入場延人員 353，235名 （有料入場延人員 277，574名）
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