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３３０４９１２月１５日 曇 良 （２４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

１２ オリエンタルエジル 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 ４８６＋ ６１：１３．８ ６．２�
（大井）

４８ アスキットキング 牡２鹿 ５５ 石橋 脩中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 ４３６＋ ４ 〃 クビ １９．９�
１１ シンパサイザー 牡２芦 ５５ 田辺 裕信水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 ４４０＋１６１：１４．０１� ４７．７�
８１５ ベルウッドジンプウ 牡２栗 ５５ 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 中田 英樹 ４５６＋ ２１：１４．１クビ １２．７�
７１３ キャニオンティアモ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹�谷川牧場 栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ４９６＋１２ 〃 クビ ９８．４�
７１４ ボンジュールココロ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 ４４８－ ６１：１４．４１� ４．３�
２３ フレーズデボワ 牡２栗 ５５ 木幡 初広 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４９４＋１０ 〃 ハナ １５２．９	
６１２ スノーモンキー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 ４４６－ ２１：１４．５クビ ２．２

５１０ マジシャンズレッド 牡２栗 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 裕 日高 永村 侑 ４７８＋１２ 〃 アタマ １３．３�
５９ グランデラポール 牡２黒鹿５５ 鈴来 直人 �グランデオーナーズ 和田 正道 浦河 絵笛牧場 ４７６＋ ４１：１４．６� １５０．８
３５ ヴェンセール 牡２鹿 ５５ 津村 明秀桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 田端牧場 ４５４－ ８１：１５．０２� ３７．３�
４７ フューリアイズ 牝２黒鹿５４ 村田 一誠誓山 正伸氏 南田美知雄 新ひだか 酒井 秀紀 ４３８－２８ 〃 ハナ ３５９．６�
８１６ ローレルナガバナシ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �ローレルレーシング 清水 英克 浦河 グランデファーム ４５８－１０ 〃 クビ １１．３�
６１１ イデアリスタ �２鹿 ５５ 今野 忠成岡田 壮史氏 菊川 正達 平取 原田 新治 ４７８－ ２ 〃 アタマ １３４．７�

（川崎）

３６ ミヤコラブロマンス 牝２鹿 ５４ 田中 勝春吉田喜代司氏 菅原 泰夫 浦河 梅田牧場 ４０８± ０１：１５．５３ ４６．１�
２４ ユ ウ シ ン 牡２鹿 ５５ 江田 照男益田 修一氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 ４５８＋２６１：１５．７１� １４０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７８５，７００円 複勝： ３６，９６７，２００円 枠連： １２，３４０，２００円

馬連： ４２，９６１，４００円 馬単： ３０，１５５，０００円 ワイド： ２２，５４３，９００円

３連複： ６１，７１７，０００円 ３連単： ９３，８５５，２００円 計： ３１６，３２５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２４０円 � ５７０円 � １，６７０円 枠 連（１－４） ３，４８０円

馬 連 �� ４，３２０円 馬 単 �� ７，５００円

ワ イ ド �� １，１６０円 �� ３，１２０円 �� ９，９３０円

３ 連 複 ��� ４２，９３０円 ３ 連 単 ��� １７８，５２０円

票 数

単勝票数 計 １５７８５７ 的中 � ２０３８２（３番人気）
複勝票数 計 ３６９６７２ 的中 � ４８４９１（３番人気）� １６４１９（７番人気）� ５０２１（９番人気）
枠連票数 計 １２３４０２ 的中 （１－４） ２６２１（１３番人気）
馬連票数 計 ４２９６１４ 的中 �� ７３４９（１５番人気）
馬単票数 計 ３０１５５０ 的中 �� ２９６９（２９番人気）
ワイド票数 計 ２２５４３９ 的中 �� ４９７８（１１番人気）�� １７６３（２８番人気）�� ５４５（５７番人気）
３連複票数 計 ６１７１７０ 的中 ��� １０６１（９１番人気）
３連単票数 計 ９３８５５２ 的中 ��� ３８８（３６３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．６―１２．６―１２．５―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．２―３４．８―４７．４―５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．６―３F３９．０
３ ・（１０，８）１１，１２（２，１３，１４）－（６，９，１５，１６）５（３，４）１＝７ ４ ・（１０，８）（２，１１）１２（１３，１４）（１５，１６）９，５（６，３，４）１＝７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オリエンタルエジル �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．８．１２ 新潟１６着

２０１０．４．１６生 牡２鹿 母 フジノプログレス 母母 アンドロジェニー ６戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
※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。
（非当選馬） １頭 ヒアルロンサン号
（非抽選馬） ５頭 カシノラッキー号・カンタベリーリュウ号・トウカイスタイル号・マイネルヴェルディ号・マイネルルークス号
※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１５日 曇 良 （２４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）

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
１：５２．０

良

不良

７１０ トーセンハクオウ 牡２栗 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 池田 新田牧場 ５１６＋ ６１：５８．８ １３．８�

６９ ドラゴンビューティ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ ８．９�
７１１ オリオンザジャパン 牡２芦 ５５ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 ４７６± ０１：５９．１１� ２．４�
８１２ オアフライダー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム ４６２＋ ２ 〃 ハナ １２．６�
３３ � マイネグロリアーナ 牝２青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 米 Dixiana
Farms LLC ４７２－ ２１：５９．６３ ３．３�

５６ ナンヨーノキョー 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 ４４８－ ２１：５９．７� ３６．６	
４４ テンジンキヨモリ 牡２青鹿５５ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４７０＋ ２１：５９．８� ２０．１

６８ エルカスティーヨ 牡２芦 ５５ 石神 深一有限会社シルク佐藤 吉勝 新ひだか 飯岡牧場 ４８６－ ８ 〃 ハナ ９１．５�
８１３� ホークオブサミット 牡２鹿 ５５ 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 米

Dr. & Mrs. John R Steele, Mr.
& Mrs. Henry Johnson, Don
Ameche III,et

５１４＋ ４２：００．５４ １２．２�
４５ � サトノロータス 牡２栗 ５５ R．ムーア 里見 治氏 古賀 慎明 米 Dr. Masa-

take Iida ４６２± ０２：００．６� ２７．７
（英）

５７ パンドラローズ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 武市 康男 えりも 上島牧場 ４６４＋ ４ 〃 ハナ ２３９．９�
２２ レディアントデイズ 牡２栗 ５５ 戸崎 圭太�橋 長治氏 田村 康仁 新ひだか グローリーファーム ４６８＋ ６２：０２．１９ ２２．０�

（大井）

１１ テイケイファイン 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹兼松 忠男氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 ４４８± ０２：０２．２クビ ３０５．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，２７１，３００円 複勝： ４０，０７７，５００円 枠連： １２，９１６，８００円

馬連： ４９，５８２，９００円 馬単： ３４，２３０，１００円 ワイド： ２３，０９３，９００円

３連複： ６１，６２３，０００円 ３連単： ９９，９９０，９００円 計： ３４１，７８６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ３２０円 � ２３０円 � １３０円 枠 連（６－７） ９５０円

馬 連 �� ４，１６０円 馬 単 �� ９，０３０円

ワ イ ド �� ９００円 �� ５３０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� ２４，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２０２７１３ 的中 � １１６５１（６番人気）
複勝票数 計 ４００７７５ 的中 � ２５８３１（５番人気）� ３９７１５（３番人気）� １１２８６９（１番人気）
枠連票数 計 １２９１６８ 的中 （６－７） １００５０（５番人気）
馬連票数 計 ４９５８２９ 的中 �� ８８１０（１５番人気）
馬単票数 計 ３４２３０１ 的中 �� ２８００（２９番人気）
ワイド票数 計 ２３０９３９ 的中 �� ５９０７（１２番人気）�� １０８５１（４番人気）�� １６５５９（２番人気）
３連複票数 計 ６１６２３０ 的中 ��� ２６３０５（３番人気）
３連単票数 計 ９９９９０９ 的中 ��� ３０５５（７２番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．６―１４．０―１４．３―１３．３―１３．１―１３．０―１３．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２５．３―３９．３―５３．６―１：０６．９―１：２０．０―１：３３．０―１：４６．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンハクオウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．７．２８ 新潟１０着

２０１０．１．１９生 牡２栗 母 ブーケドレーヌ 母母 プリンセスシラオキ ６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または施行団体名を表示している。

第５回 中山競馬 第５日



３３０５１１２月１５日 曇 良 （２４中山５）第５日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時５０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

８１５ マカゼコイカゼ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム ４２４－ ２１：０９．６ ２．７�

３５ ショウナンバグース 牡２黒鹿５５ 田中 勝春国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 ４５８－ ４ 〃 ハナ ４．７�
６１２ マイネライムライト 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 コスモヴューファーム ４３０－ ６１：０９．７� １６．６�
（大井）

２４ カシノワルツ 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B４３４＋１０ 〃 ハナ ４６．０�
６１１ ジャパンイモン 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４３６± ０ 〃 クビ １０８．４�
５９ アルマダクロス 牡２栗 ５５ 北村 宏司栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 ４５０＋ ４ 〃 ハナ ５．９�
４８ アイティコスモス 牝２黒鹿５４ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 むかわ 貞広 賢治 ４２０－ ２１：０９．８� １０．８	
１１ バトルレジナ 牝２芦 ５４ 内田 博幸宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 秋田牧場 ４６８＋１８ 〃 ハナ ９．６

１２ デルマスナカケババ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム ４６６＋ ４１：１０．０１� ４３．１�
３６ クロイゼリンチャン 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 ４４０± ０１：１０．１� １９．１�
２３ ソ ウ キ ュ ウ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀荒木隆之介氏 鈴木 伸尋 浦河 伏木田牧場 ４３２－ ６１：１０．２クビ ３０．１
７１４ サザンドリーム 牝２芦 ５４ 江田 照男南波 壽氏 伊藤 圭三 新冠 武田 修一 ４３８－ ２ 〃 ハナ ９５．２�
８１６ フウコウメイビ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義吉田 哲哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４４６± ０１：１０．４１� ２６．４�
７１３ セトノブロッサム 牝２黒鹿５４ 石橋 脩難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 ４８２－ ４１：１１．１４ ３０．３�
５１０ ガンバルンダモン 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信エデンアソシエーション 牧 光二 様似 �村 伸一 ４７４＋２４１：１１．７３� ６２．２�
４７ コスモグランツ 牡２黒鹿５５ R．ムーア �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 浦河 福岡 光夫 ４９４－ ２１：１３．９大差 ７４．２�

（英）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２１２，４００円 複勝： ４２，０９１，４００円 枠連： １７，５４５，９００円

馬連： ５４，０９１，７００円 馬単： ３５，３８５，６００円 ワイド： ２６，６９９，７００円

３連複： ６９，５５４，９００円 ３連単： １０１，０３６，３００円 計： ３６８，６１７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ３４０円 枠 連（３－８） ５８０円

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ７９０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ３，６４０円 ３ 連 単 ��� １２，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２２２１２４ 的中 � ６５８２９（１番人気）
複勝票数 計 ４２０９１４ 的中 � ９６９２１（１番人気）� ６４０４９（３番人気）� ２４９１７（６番人気）
枠連票数 計 １７５４５９ 的中 （３－８） ２２６４６（１番人気）
馬連票数 計 ５４０９１７ 的中 �� ４４４０５（１番人気）
馬単票数 計 ３５３８５６ 的中 �� １７０７９（２番人気）
ワイド票数 計 ２６６９９７ 的中 �� １８６８７（１番人気）�� ８１３２（７番人気）�� ４０１９（１９番人気）
３連複票数 計 ６９５５４９ 的中 ��� １４１３７（７番人気）
３連単票数 計１０１０３６３ 的中 ��� ５７９９（１６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．３―１１．８―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．７―４５．５―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マカゼコイカゼ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１２．７．２９ 札幌２着

２０１０．３．２６生 牝２鹿 母 マッチオブジュエル 母母 マッチザピース ５戦１勝 賞金 １３，１００，０００円
〔発走状況〕 コスモグランツ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 アイティコスモス号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（２番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモグランツ号は，平成２５年１月１５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３３０５２１２月１５日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４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

７１２ シャイニーデザート 牡６黒鹿６０ 草野 太郎小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５１８－ ６３：１６．６ ９３．９�

４５ タニノハービービー 牡３鹿 ５８ 高野 和馬谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 ４６４＋ ２３：１６．７� ２０．０�
５８ トレノユーボウ �５黒鹿６０ 石神 深一子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５１４－ ２３：１６．８� ４．０�
６１０ ア バ デ ィ �５黒鹿 ６０

５７ ▲高嶋 活士加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４３２－ ８ 〃 クビ １９．０�
３４ �	 ウィッシングデュー 牝８黒鹿５８ 横山 義行中村 浩章氏 土田 稔 米 Hopewell In-

vestments LLC ５１４－ ４ 〃 ハナ ５．２�
４６ 	 モエレジンダイコ 牡７栗 ６０ 大江原 圭坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ４９０－ ２ 〃 ハナ ７．７�
６９ オ ヤ シ オ 牡４鹿 ６０ 蓑島 靖典平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４９４＋１４３：１６．９クビ ７４．２�
８１３� アスターコリント 牡３黒鹿５８ 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III ５３２＋ ６３：１７．７５ ２０．４	
５７ カシマシンセイ 牡３鹿 ５８ 山本 康志松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム ４９８＋ ８３：１７．８クビ １８１．３

３３ シ ャ ガ ー ル �５栗 ６０ 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９４＋ ８３：１７．９� ３．０�
１１ イルテアトリーノ 牝３黒鹿５６ 中村 将之岡田 牧雄氏 栗田 徹 浦河 杵臼牧場 ５０８＋１２３：１８．０クビ ９６．２�
２２ ナ イ ク 牡３鹿 ５８ 江田 勇亮加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 林 祐二 B４９０＋ ６ 〃 ハナ ７．２
７１１ イキシアグレイド 牡３青鹿５８ 浜野谷憲尚�川島牧場 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４７６＋１０３：１８．９５ ４９．５�
８１４ カーペウィアム �３鹿 ５８ 平沢 健治田上 雅春氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４５８＋ ４３：２４．５大差 ２２２．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，０１６，１００円 複勝： ２２，７８５，９００円 枠連： １４，０２８，７００円

馬連： ３５，７７１，９００円 馬単： ２７，０２２，４００円 ワイド： １７，９７１，３００円

３連複： ４９，７９４，６００円 ３連単： ８４，５７４，２００円 計： ２６６，９６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，３９０円 複 勝 � ２，１５０円 � ５１０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ６，２２０円

馬 連 �� ７１，１６０円 馬 単 �� １２７，８４０円

ワ イ ド �� １１，１００円 �� ５，９３０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� １１１，３６０円 ３ 連 単 ��� ９４５，７００円

票 数

単勝票数 計 １５０１６１ 的中 � １２６１（１１番人気）
複勝票数 計 ２２７８５９ 的中 � ２３１１（１１番人気）� １１１１８（８番人気）� ３５２６１（３番人気）
枠連票数 計 １４０２８７ 的中 （４－７） １６６６（１７番人気）
馬連票数 計 ３５７７１９ 的中 �� ３７１（６６番人気）
馬単票数 計 ２７０２２４ 的中 �� １５６（１１９番人気）
ワイド票数 計 １７９７１３ 的中 �� ３９１（５４番人気）�� ７３６（４０番人気）�� ３４７５（１６番人気）
３連複票数 計 ４９７９４６ 的中 ��� ３３０（１４３番人気）
３連単票数 計 ８４５７４２ 的中 ��� ６６（９３８番人気）

上り １マイル １：５２．０ ４F ５５．６－３F ４１．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーデザート �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Green Desert デビュー ２００９．３．７ 中山１０着

２００６．４．１１生 牡６黒鹿 母 ポ ル ベ ニ ル 母母 Majenica 障害：１戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 バンクーバーリズム号・ハートビートボーイ号



３３０５３１２月１５日 小雨 良 （２４中山５）第５日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２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
１：４６．０

良

良

７１０ ク ロ ス ボ ウ 牡２黒鹿５５ 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 ５３４ ―１：５４．５ ２０．１�

６８ マイネルオリンポス 牡２鹿 ５５ R．ムーア �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ４１２ ― 〃 ハナ ６．６�

（英）

５７ ポッドローザ 牝２黒鹿５４ 石橋 脩小川眞査雄氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４７２ ― 〃 アタマ ３０．９�
７１１ パシャドーラ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９０ ― 〃 クビ ３．７�
４５ ミエノワンダー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０８ ― 〃 ハナ ８．１�
５６ ルナーエイジ 牡２黒鹿５５ 江田 照男 H.H．シェイク・ハムダン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６ ―１：５４．８１� ４６．２	
６９ マツリダデンカ 牡２青鹿５５ 内田 博幸�橋 文枝氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ４７４ ― 〃 ハナ ３５．５

８１２ トーホウリンドウ 牝２黒鹿５４ 戸崎 圭太東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 片山牧場 ４６８ ― 〃 アタマ １０．４�

（大井）

４４ イノチノリユウ 牡２栗 ５５ 田中 勝春西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 ４６０ ―１：５５．０１� ５．７�
８１３ ジョーヌドール 牡２栗 ５５ 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 ４６４ ― 〃 ハナ ３．５
２２ ハクシンファミリー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治新井原 博氏 根本 康広 平取 鹿戸 辰幸 ４２４ ―１：５５．３１� １４９．１�
１１ ス ガ ロ マ ン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 平取 北島牧場 ４８６ ―１：５５．９３� ９７．３�
３３ ア ン グ リ ア 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹�松栄牧場 黒岩 陽一 浦河 松栄牧場 ４１６ ― 〃 クビ １３０．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，３８０，１００円 複勝： ２７，１４１，８００円 枠連： １４，５３５，４００円

馬連： ４４，５３０，０００円 馬単： ３０，０１３，２００円 ワイド： １７，３５５，４００円

３連複： ５０，６０４，９００円 ３連単： ８４，５１９，２００円 計： ２８７，０８０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０１０円 複 勝 � ５３０円 � ２５０円 � ８５０円 枠 連（６－７） １，０６０円

馬 連 �� ５，２５０円 馬 単 �� １２，２８０円

ワ イ ド �� １，７３０円 �� ４，３４０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ３６，７３０円 ３ 連 単 ��� ２０７，９２０円

票 数

単勝票数 計 １８３８０１ 的中 � ７２１８（７番人気）
複勝票数 計 ２７１４１８ 的中 � １２８６８（７番人気）� ３４５１８（４番人気）� ７５２１（９番人気）
枠連票数 計 １４５３５４ 的中 （６－７） １０１３８（６番人気）
馬連票数 計 ４４５３００ 的中 �� ６２６７（１９番人気）
馬単票数 計 ３００１３２ 的中 �� １８０４（４４番人気）
ワイド票数 計 １７３５５４ 的中 �� ２５０６（１９番人気）�� ９７０（４０番人気）�� ２１２６（２５番人気）
３連複票数 計 ５０６０４９ 的中 ��� １０１７（８８番人気）
３連単票数 計 ８４５１９２ 的中 ��� ３００（４７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．６―３９．２―５３．０―１：０６．３―１：１９．３―１：３１．７―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．２
１
３

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

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

ク ロ ス ボ ウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Deputy Minister 初出走

２０１０．４．１２生 牡２黒鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 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または施行団体名を表示している。

３３０５４１２月１５日 小雨 良 （２４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

３５ シベリアンスオード 牡２栗 ５５ 田中 勝春藤田 在子氏 萱野 浩二 新冠 山岡牧場 ５１４ ―１：１２．８ ８．７�

４８ フジマサマキシム 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 ４９０ ― 〃 ハナ ２．１�
２４ アルマディヴァン 牝２栗 ５４ 松岡 正海コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム ４７６ ―１：１３．９７ ２１．８�
３６ ヴァンドランス 牝２栗 ５４

５１ ▲山崎 亮誠日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５６ ―１：１４．２２ １０．３�
７１３ アイネクライネ 牝２芦 ５４ 内田 博幸田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社

松田牧場 ４５６ ―１：１４．４� ４．１�
２３ アワードリング 牝２栗 ５４ 石橋 脩 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４３２ ―１：１４．８２� ２９．６�
６１１ インパクトレディー 牝２芦 ５４ 木幡 初広半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４２４ ―１：１５．５４ ５４．０	
５９ デ ン ポ ウ 牝２芦 ５４

５２ △嶋田 純次村田 滋氏 嶋田 潤 様似 様似堀牧場 ３９８ ―１：１５．７１� １５４．３

１２ ステラコーヴァ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊有限会社シルク木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４６４ ―１：１６．０２ ３７．８�
４７ コスモプリックス 牡２栗 ５５ 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 小泉 学 ４３８ ―１：１６．１クビ ７．５�
５１０ ダンシングビート 牡２栗 ５５ 田辺 裕信杉山 忠国氏 松山 将樹 新ひだか 明治牧場 ４８８ ― 〃 クビ ６４．０
６１２ フレンドレディー 牝２黒鹿５４ 石神 深一戸山 昌彦氏 南田美知雄 新ひだか 小河 豊水 ４２８ ―１：１６．７３� ２３４．３�
７１４ カシノマインド 牡２鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 ４８４ ―１：１６．８� １４９．９�
１１ ケイツーアレス 牡２黒鹿５５ 武士沢友治楠本 勝美氏 菅原 泰夫 青森 谷川 博勝 ４６２ ―１：１７．６５ １５７．７�
８１６ ゲ ル ダ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 日田牧場 ４１８ ― 〃 アタマ １７５．１�
８１５ セイルアウェイ 牡２鹿 ５５ 上野 翔手嶋 康雄氏 松永 康利 浦河 浦河土肥牧場 ５１０ ―１：１８．１３ ２５４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９０９，１００円 複勝： ２７，９８９，１００円 枠連： １６，５４２，４００円

馬連： ４２，４５９，４００円 馬単： ３２，２１８，１００円 ワイド： １８，９２０，６００円

３連複： ５０，８８６，２００円 ３連単： ９２，６６６，５００円 計： ３０３，５９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � ３７０円 枠 連（３－４） ４３０円

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� １，４４０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ４，１００円 ３ 連 単 ��� ２７，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２１９０９１ 的中 � ２００５２（４番人気）
複勝票数 計 ２７９８９１ 的中 � ２７７１４（４番人気）� ８５９５４（１番人気）� １４２５８（６番人気）
枠連票数 計 １６５４２４ 的中 （３－４） ２８７２５（２番人気）
馬連票数 計 ４２４５９４ 的中 �� ３５１２７（３番人気）
馬単票数 計 ３２２１８１ 的中 �� ９７０２（７番人気）
ワイド票数 計 １８９２０６ 的中 �� １０７７２（３番人気）�� ３０５１（１８番人気）�� ６２４３（７番人気）
３連複票数 計 ５０８８６２ 的中 ��� ９１６７（１１番人気）
３連単票数 計 ９２６６６５ 的中 ��� ２４６５（７７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１２．３―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．４―４６．７―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．４
３ ５（７，８）－９（４，１３）－１２，６（１１，１５）－（３，１４）－１０，２－１，１６ ４ ・（５，８）７－４（９，１３）－６－１２，１１，３（１４，１５）－１０－２－１－１６

勝馬の
紹 介

シベリアンスオード �
�
父 シベリアンホーク �

�
母父 Jump Start 初出走

２０１０．４．１１生 牡２栗 母 チアフルドーラ 母母 Cheer Cheer １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 アワードリング号の騎手石橋脩は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイルアウェイ号は，平成２５年１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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シャイニープリンス号



３３０５５１２月１５日 雨 良 （２４中山５）第５日 第７競走 ��２，５００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３８．６
２：３８．６

不良

不良

５１０ ユーロビート �３鹿 ５５ 田辺 裕信吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 ５２８－ ４２：４２．３ ３．８�

１１ ゲルマンシチー 牡４青 ５７ 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 ４７６＋ ４２：４３．４７ ３．７�
（大井）

６１１ インパルション 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 ４６８－ ４２：４３．８２� ７．５�
２４ � カンタベリーナイト 牡３鹿 ５５ 内田 博幸峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４９８± ０２：４４．３３ ８．０�
６１２ ローレルキングダム 牡４栗 ５７ 田中 勝春 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４９２＋ ６２：４４．４� ５．９�
２３ アプリコーゼ 牡３黒鹿５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 ５２０＋２２２：４４．５� ６８．８	
７１３ オズフェスト 牡４芦 ５７ 北村 宏司�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 ５０８± ０２：４５．０３ １１．０

７１４ アカシローレル 牡５黒鹿５７ 江田 照男臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４７０＋ ６２：４６．０６ １２６．０�
３６ オパールパワー 牡３芦 ５５ 勝浦 正樹居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ５５６＋１２２：４６．２� ４４．２�
８１６ ト キ ノ ユ ウ 牡３鹿 ５５ 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４３０－ ２２：４６．９４ １４６．６
４７ ロジサイレンス 牡５鹿 ５７ 松岡 正海久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４６０± ０２：４７．０� ２３．９�
３５ ベストアンサー 牡５鹿 ５７ R．ムーア 青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム B４６２＋ ４２：４７．２１ ２４．０�

（英）

５９ ヴァルディヴィア 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６＋ ６２：４７．３クビ ２５．１�

４８ � フォレストリーダー 牡４栗 ５７ 木幡 初広小野 博郷氏 土田 稔 新冠 赤石 久夫 B４８４－ ２２：４８．０４ １１５．９�
１２ ニ ー ロ 牡４黒鹿５７ 五十嵐雄祐平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５５２－ ２２：５０．３大差 ９５．２�
８１５� トーアボンジョルノ 牡５鹿 ５７ 今野 忠成高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５２６＋ ４２：５１．３６ １０６．３�

（川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，７６５，１００円 複勝： ４１，４６４，３００円 枠連： ２０，３７５，１００円

馬連： ６５，２０７，０００円 馬単： ３９，２２３，６００円 ワイド： ３１，３７３，３００円

３連複： ７９，２５０，４００円 ３連単： １２１，０２５，３００円 計： ４２１，６８４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（１－５） ６００円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ４００円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ５，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２３７６５１ 的中 � ５０１９１（２番人気）
複勝票数 計 ４１４６４３ 的中 � ８３９５９（１番人気）� ７２４７２（２番人気）� ４５０６０（４番人気）
枠連票数 計 ２０３７５１ 的中 （１－５） ２５１９８（３番人気）
馬連票数 計 ６５２０７０ 的中 �� ７８７４６（１番人気）
馬単票数 計 ３９２２３６ 的中 �� ２５８３２（１番人気）
ワイド票数 計 ３１３７３３ 的中 �� ３０９６６（１番人気）�� １９１５０（２番人気）�� １２２５０（６番人気）
３連複票数 計 ７９２５０４ 的中 ��� ４２４０９（２番人気）
３連単票数 計１２１０２５３ 的中 ��� １５４７４（３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．３―１８．６―３０．４―４３．７―５７．３―１：１１．２―１：２４．９―１：３８．５―１：５１．０―２：０３．４―２：１６．２―２：２９．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユーロビート �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１２．１．１５ 中山６着

２００９．３．１１生 �３鹿 母 メジロブルネット 母母 メジロアムール ７戦２勝 賞金 １６，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニーロ号・トーアボンジョルノ号は，平成２５年１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。
（非抽選馬） ２頭 マイティージュニア号・ロングスローイン号
※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。

３３０５６１２月１５日 雨 良 （２４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 ９１０，０００
９１０，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１２ ショウナンスマイル 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４６２＋１２１：１１．６ ２４．９�
（大井）

５９ ダークシーカー 牡３栗 ５６ 吉田 豊松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ５３２＋ ８１：１１．８１� ２６．１�
４８ � フェアエレン 牝３栗 ５４ 北村 宏司前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar

Farm LLC ４７２－ ２１：１２．０１� ６．４�
３５ ウインクロニクル 牡５黒鹿５７ 石橋 脩�ウイン 清水 英克 浦河 鎌田 正嗣 ４９０＋２０ 〃 クビ ９．５�
３６ ドリームジェダイ 牡３栗 ５６ 田中 勝春セゾンレースホース� 阿部 新生 新ひだか 片岡 博 ４８２－ ２ 〃 同着 ４．７�
５１０ リーサムダイチ 牡４鹿 ５７ R．ムーア 平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４８４＋ ６１：１２．２１� ９．４	

（英）

１１ ビットプレスト 牡４鹿 ５７ 江田 照男礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４６２＋ ２１：１２．４１	 １８．０


７１４ プリティーマッハ 牡４芦 ５７ 今野 忠成越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４５６＋ ４１：１２．５クビ １２４．６�
（川崎）

８１６ トウカイチャーム 牡４栗 ５７ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４８０＋ ２１：１２．９２	 ４．１�
８１５ サーストンデンバー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 ５２２＋１４１：１３．０
 ７１．１
７１３ ニシノフェミニン 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４５４＋ ６１：１３．４２	 ４２．０�
１２ シンボリルマン �５鹿 ５７ 武士沢友治シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ４９４＋１０１：１３．７１
 ２７３．１�
２４ ナイスゴールド 牝３栗 ５４ 内田 博幸 �ワイ・アール・シー 高橋 裕 日高 木村牧場 ４５６＋１２１：１３．８クビ ７．２�
２３ ダンシングロイヤル 牝４鹿 ５５

５３ △嶋田 純次藤田 浩一氏 大竹 正博 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 ４８４＋１２１：１４．１２ １２．０�

６１１ ダイワインスパイア 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 ４７６＋ ６ 〃 アタマ ４１．３�
４７ � ヤギリエスペランサ 牝４栗 ５５ 津村 明秀内田ヤエ子氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B５０２＋ ４１：１５．４８ １６３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，３６３，６００円 複勝： ４７，８５２，５００円 枠連： ２３，３３５，３００円

馬連： ７６，００３，９００円 馬単： ４３，５６３，９００円 ワイド： ３２，９０４，０００円

３連複： ９４，５９３，４００円 ３連単： １５１，０３４，３００円 計： ４９４，６５０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４９０円 複 勝 � ５６０円 � ７１０円 � ２１０円 枠 連（５－６） ４，８４０円

馬 連 �� ２６，３９０円 馬 単 �� ５９，１００円

ワ イ ド �� ５，５７０円 �� １，８６０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ４５，８１０円 ３ 連 単 ��� ４４０，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２５３６３６ 的中 � ８０３８（９番人気）
複勝票数 計 ４７８５２５ 的中 � ２０７５９（９番人気）� １５７０２（１０番人気）� ７２６１６（２番人気）
枠連票数 計 ２３３３５３ 的中 （５－６） ３５６０（２１番人気）
馬連票数 計 ７６００３９ 的中 �� ２１２６（６１番人気）
馬単票数 計 ４３５６３９ 的中 �� ５４４（１２３番人気）
ワイド票数 計 ３２９０４０ 的中 �� １４３１（５３番人気）�� ４４１８（２６番人気）�� ３８９９（３３番人気）
３連複票数 計 ９４５９３４ 的中 ��� １５２４（１３４番人気）
３連単票数 計１５１０３４３ 的中 ��� ２５３（１０２６番人気）

ハロンタイム １１．５―１０．５―１１．２―１２．０―１２．８―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．５―２２．０―３３．２―４５．２―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３８．４
３ ・（３，４）５（７，１６）（１１，１２）（９，１５）（６，１０）（８，１３）１－（２，１４） ４ ・（３，４，５）１６（１１，１２）７（９，１５）（６，１０）（１，８）（２，１３，１４）

勝馬の
紹 介

ショウナンスマイル �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２００９．８．９ 新潟９着

２００７．４．７生 牡５鹿 母 ショウナンラビアル 母母 ショウナンアクシア ３３戦３勝 賞金 ４７，９０４，０００円
〔その他〕 ヤギリエスペランサ号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヤギリエスペランサ号は，平成２５年２月１５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 キングスウィープ号・モリトブイコール号
※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１５日 雨 良 （２４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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

７１２ マイネルホウオウ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 ４９４＋ ６１：３５．４ ３．２�

４７ クリノチョモランマ 牡２青鹿５５ 江田 照男栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム ４９６＋ ２ 〃 クビ １５．３�
４６ ツクバアラモード 牝２栗 ５４ 柴田 善臣細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 ４５８＋ ８１：３５．５� ２５．７�
１１ エールブリーズ 牡２青鹿５５ 北村 宏司 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８－ ２ 〃 クビ ４．８�
２２ ダノンビーナス 牝２鹿 ５４ 内田 博幸�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 ４２２± ０１：３５．７１� ９．５�
５９ タイセイポラリス 牡２栗 ５５ 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５０２＋ ２１：３５．８� ５．０	
７１３ マンドレイク 牡２黒鹿５５ 石橋 脩�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ １９．２

６１０ シャスターデイジー 牝２栗 ５４ 田中 勝春�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４３８－ ８１：３６．０１� １７．２�
３５ ファンアットコート 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ４１：３６．２１ ７８．５�
６１１ ワキノキセキ 牡２黒鹿５５ M．デムーロ脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム ４６８＋ ２１：３６．７３ ７．３
（伊）

５８ ティンホイッスル 牝２黒鹿５４ 木幡 初広 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム ４４８＋ ２１：３６．９１� ８６．２�
２３ ラヴネヴァーダイズ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠岡田 牧雄氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム ４１６－ ８１：３７．０� ２６．８�
８１４ ミ ナ レ ッ ト 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 ４５２＋ ２ 〃 クビ ２３０．４�
３４ 	 リコーレヴェントン 牡２鹿 ５５ 今野 忠成土橋 正雄氏 荒山 勝徳 新冠 リコーファーム ４６６＋１０１：３７．１クビ ２１３．２�

（大井） （川崎）

８１５ アルマシャウラ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４３８＋ ２ 〃 ハナ １３９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，３２１，８００円 複勝： ５７，０７０，３００円 枠連： ２８，２０２，５００円

馬連： １０６，５９５，６００円 馬単： ６０，６１４，１００円 ワイド： ４０，３９３，７００円

３連複： １２４，３９９，１００円 ３連単： ２０７，６９３，１００円 計： ６５９，２９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １８０円 � ３１０円 � ５６０円 枠 連（４－７） １，５８０円

馬 連 �� ２，７４０円 馬 単 �� ４，５１０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ２，０７０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� ２２，６５０円 ３ 連 単 ��� １０３，０８０円

票 数

単勝票数 計 ３４３２１８ 的中 � ８７１３５（１番人気）
複勝票数 計 ５７０７０３ 的中 � １０４８０１（１番人気）� ４５８３１（６番人気）� ２２２５７（９番人気）
枠連票数 計 ２８２０２５ 的中 （４－７） １３１７６（８番人気）
馬連票数 計１０６５９５６ 的中 �� ２８７３７（１１番人気）
馬単票数 計 ６０６１４１ 的中 �� ９９３５（１９番人気）
ワイド票数 計 ４０３９３７ 的中 �� １４３２１（６番人気）�� ４７１３（３１番人気）�� ４１６４（３５番人気）
３連複票数 計１２４３９９１ 的中 ��� ４０５５（７９番人気）
３連単票数 計２０７６９３１ 的中 ��� １４８７（３４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．８―３５．６―４７．６―５９．７―１：１１．５―１：２３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．７

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルホウオウ �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．６．２３ 福島１着

２０１０．４．２３生 牡２栗 母 テンザンローズ 母母 コウエイシャダイ ６戦２勝 賞金 ２６，７８５，０００円
※出走取消馬 ビービープライム号（疾病〔感冒〕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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 トルークマクト号・トーセンパワフル号・ヘルデンテノール号・マイネルパントル号・モンサンスピカ号・

ワンダービリーヴ号
※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。

３３０５８１２月１５日 雨 稍重 （２４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；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２４ キングブレイク 牡３栗 ５６ 内田 博幸金井 順一氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 B５１０＋ ４１：５３．１ ２．１�

６１１ タイセイスティング 牡３栗 ５６ 蛯名 正義田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 ５２２－ ２１：５３．８４ ８．１�
５１０ マ マ キ ジ ャ 牝４芦 ５５ 田中 勝春北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４３８－ ４ 〃 ハナ ３８．１�
４７ ドリームザネクスト 牡５鹿 ５７ 江田 照男セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ５０４＋ ６１：５４．３３ ３７．８�
８１５ ジ ャ ン ナ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６＋１２１：５４．４� ９４．４�
４８ アールシネマスタア �４栗 ５７ 北村 宏司星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４９０＋１２１：５４．６１	 ７８．３�
１１ ガリレオバローズ 牡４黒鹿５７ M．デムーロ猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５３６＋ ４ 〃 クビ ３２．９	

（伊）

３５ トーセンセカイオー 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太島川 
哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 ４８８＋２２ 〃 ハナ ２０．７�
（大井）

２３ ヒラボクマジック 牡４黒鹿５７ 横山 典弘�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ５１０＋ ６１：５５．１３ ３．３�
７１３ ビタースウィート 牝５鹿 ５５ R．ムーア 桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４５４＋ ４１：５５．５２
 ２５．６�

（英）

８１６ ジェットヴォイス 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 ５０２＋ ４１：５５．６クビ ２４．９�
３６ セトブリッジ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 ５０４＋ ２１：５５．７
 ６６．７�
６１２ テーオーサクセス 牡４黒鹿５７ 松岡 正海小笹 公也氏 笹田 和秀 新冠 川上牧場 ４９６＋１８１：５６．７６ ４７．３�
５９ アントウェルペン 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 B５０２＋ ２１：５７．０１� １４．０�
７１４� ガ ナ ー ル 牡５黒鹿５７ 今野 忠成伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン

牧場 B５２８± ０２：００．３大差 ３４６．９�
（川崎）

（１５頭）
１２ ラヴィアンクレール 牡４黒鹿５７ 津村 明秀 社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３６，３６０，７００円 複勝： ６２，７２３，５００円 枠連： ３６，１１４，７００円

馬連： ９６，５５５，７００円 馬単： ６０，０７５，０００円 ワイド： ４１，５８６，７００円

３連複： ９９，４４０，０００円 ３連単： １７８，６１７，９００円 計： ６１１，４７４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � ５８０円 枠 連（２－６） ６１０円

馬 連 �� ７８０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ９３０円 �� ２，７９０円

３ 連 複 ��� ８，４６０円 ３ 連 単 ��� ２５，２３０円

票 数

単勝票数 差引計 ３６３６０７（返還計 ４０７６３） 的中 � １４１４１３（１番人気）
複勝票数 差引計 ６２７２３５（返還計 ７４７６２） 的中 � １８２４４３（１番人気）� ７２８８６（３番人気）� １９２４５（９番人気）
枠連票数 差引計 ３６１１４７（返還計 ３１００） 的中 （２－６） ４３７４６（３番人気）
馬連票数 差引計 ９６５５５７（返還計２９０１４２） 的中 �� ９２０２７（２番人気）
馬単票数 差引計 ６００７５０（返還計１７３９９９） 的中 �� ３８８０９（３番人気）
ワイド票数 差引計 ４１５８６７（返還計１０５５６７） 的中 �� ２８３８２（２番人気）�� １０７９２（７番人気）�� ３３８９（２９番人気）
３連複票数 差引計 ９９４４００（返還計５３４７５４） 的中 ��� ８６８１（２３番人気）
３連単票数 差引計１７８６１７９（返還計９８９７４８） 的中 ��� ５２２５（６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．８―３７．９―５１．２―１：０３．６―１：１５．５―１：２７．６―１：３９．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングブレイク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．１３ 京都６着

２００９．２．１８生 牡３栗 母 トロピカルナイト 母母 ウインドフレスカ １０戦３勝 賞金 ３９，３９６，０００円
〔競走除外〕 ラヴィアンクレール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻６分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ラヴィアンクレール号は，平成２４年１２月１６日から平成２５年１月１４日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガナール号は，平成２５年１月１５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３３０５９１２月１５日 雨 稍重 （２４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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

３４ ベールドインパクト 牡３鹿 ５５ M．デムーロ �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：４７．８ ２．７�
（伊）

８１５ マルカボルト 牡５黒鹿５６ 戸崎 圭太河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ ８．２�
（大井）

６１１ ブリッツェン 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４９２＋ ６ 〃 ハナ １１．６�
２２ トップカミング �６黒鹿５５ 岩部 純二�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 ４６０＋１０１：４７．９	 １２２．０�
３５ モ ン テ エ ン 牡５鹿 ５６ 内田 博幸毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 ４７８＋ ８１：４８．０クビ １０．９�
７１２ ニシノメイゲツ 牡５青鹿５６ 村田 一誠西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４６０＋ ８１：４８．１
 ６７．７	
５８ ヤングアットハート 牡５栗 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４１：４８．２	 ３５．３

２３ サンライズプリンス 牡５鹿 ５５ 松岡 正海松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５０２＋１０ 〃 クビ ５．２�
５９ ネオサクセス 牡５鹿 ５６ 吉田 豊富岡 博氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B４６６－ ８１：４８．３
 １６．５�
６１０� オセアニアボス 牡７青鹿５７ 石橋 脩�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ５０４＋ ２１：４８．６１
 ４７．９
８１４ ベストディール 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６１：４８．７	 ７．７�
７１３ アドマイヤメジャー 牡６青鹿５７ 田辺 裕信近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５２－ ２１：４９．３３	 ７２．１�
１１ セイカアレグロ 牡７鹿 ５６ 勝浦 正樹久米 大氏 黒岩 陽一 新冠 シンユウフアーム ５１６＋１４１：４９．４	 ２１２．６�
４６ デストラメンテ �８芦 ５６ 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６２± ０１：４９．６１	 ２４９．３�
４７ ドリームバスケット 牡５栗 ５６ 田中 勝春セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５６＋ ２１：５０．８７ ８．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５６，０７３，７００円 複勝： ８９，６９５，２００円 枠連： ５９，４８０，９００円

馬連： ２４４，７８５，７００円 馬単： １２８，３２６，６００円 ワイド： ７５，４３５，８００円

３連複： ２９４，３２３，９００円 ３連単： ５２４，５９０，７００円 計： １，４７２，７１２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � ３１０円 枠 連（３－８） ３９０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ６８０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ３，９８０円 ３ 連 単 ��� １５，７５０円

票 数

単勝票数 計 ５６０７３７ 的中 � １６４０３９（１番人気）
複勝票数 計 ８９６９５２ 的中 � ２３６４７４（１番人気）� １０００６６（３番人気）� ６０５５２（７番人気）
枠連票数 計 ５９４８０９ 的中 （３－８） １１４００８（１番人気）
馬連票数 計２４４７８５７ 的中 �� １４９２５８（３番人気）
馬単票数 計１２８３２６６ 的中 �� ４９７７６（５番人気）
ワイド票数 計 ７５４３５８ 的中 �� ３５７７１（４番人気）�� ２７７７９（６番人気）�� １６５４８（１４番人気）
３連複票数 計２９４３２３９ 的中 ��� ５４６６９（１４番人気）
３連単票数 計５２４５９０７ 的中 ��� ２４５９６（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３６．３―４８．４―５９．９―１：１１．７―１：２３．９―１：３５．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベールドインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２０１１．１１．１３ 京都５着

２００９．５．１４生 牡３鹿 母 ヴァイオレットラブ 母母 ヴアインゴールド １１戦３勝 賞金 ９６，９４８，０００円
〔騎手変更〕 セイカアレグロ号の騎手津村明秀は，第１０競走での負傷のため勝浦正樹に変更。
※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。

３３０６０１２月１５日 雨 稍重 （２４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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３０．７
１：３０．７

良

良

７１４ ホーカーテンペスト 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８６± ０１：３４．０ ５．２�

３６ フェスティヴタロー 牡３栗 ５６ 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 ４８６＋１０１：３４．１� １４．４�
５９ オメガブルーハワイ 牝５黒鹿５５ 内田 博幸原 �子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６０＋ ４１：３４．３１	 １７．７�
１２ キッズニゴウハン 牡４栗 ５７ 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４８４± ０１：３４．４
 ２．７�
２３ ケイアイエレガント 牝３黒鹿 ５４

５２ △嶋田 純次 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B５０８± ０１：３４．５� ７９．２	
６１２� シークレットベース 牝４鹿 ５５ 石橋 脩山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 ４４４－ ２ 〃 クビ ７２．７

１１ ゴールドスマイル 牡４鹿 ５７ 江田 照男居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４７４－ ４１：３４．６クビ １２４．１�
８１６ プロスペラスマム 牝５鹿 ５５ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５２０＋ ４１：３４．７
 ２１８．１�
８１５� トレノソルーテ �６鹿 ５７

５４ ▲山崎 亮誠戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５３０± ０ 〃 クビ ３６８．４
２４ ミエノゴーゴー 牡４黒鹿５７ R．ムーア 里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７４± ０ 〃 ハナ ５．５�

（英）

４８  ダークマレイン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-
ter Farm ４５４＋ ２１：３４．８クビ ８．４�

３５ ロジフェローズ 牝５青鹿５５ 北村 宏司久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ ８７．２�
５１０ ロイヤルクレスト 牡４栃栗５７ 柴田 善臣�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５２４± ０１：３４．９クビ ７．８�
７１３� メ ス ナ ー 牡７芦 ５７ 松岡 正海岡田 繁幸氏 畠山 重則 門別 旭 牧場 ４８２＋１４１：３５．０
 １５３．５�
４７ マイネルハイセンス 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４９０＋１４１：３５．１
 １３．４�
（大井）

６１１ アルマトゥーラ 牡５芦 ５７ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４６８＋ ４ 〃 ハナ ２３３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，２３２，１００円 複勝： ６４，６０９，８００円 枠連： ３３，５９９，４００円

馬連： １１７，２０５，９００円 馬単： ６８，５０８，１００円 ワイド： ４６，７４９，８００円

３連複： １３８，５６６，１００円 ３連単： ２６６，８４７，１００円 計： ７７７，３１８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２４０円 � ３９０円 � ３８０円 枠 連（３－７） ３，５１０円

馬 連 �� ４，１１０円 馬 単 �� ６，７６０円

ワ イ ド �� １，７３０円 �� １，５８０円 �� ３，０６０円

３ 連 複 ��� ２２，９３０円 ３ 連 単 ��� １０７，０９０円

票 数

単勝票数 計 ４１２３２１ 的中 � ６３０１４（２番人気）
複勝票数 計 ６４６０９８ 的中 � ７８８８４（３番人気）� ４１１６３（８番人気）� ４３３６０（６番人気）
枠連票数 計 ３３５９９４ 的中 （３－７） ７０６９（１５番人気）
馬連票数 計１１７２０５９ 的中 �� ２１０９３（１７番人気）
馬単票数 計 ６８５０８１ 的中 �� ７４８７（３１番人気）
ワイド票数 計 ４６７４９８ 的中 �� ６６８０（２４番人気）�� ７３９３（１９番人気）�� ３７１０（３０番人気）
３連複票数 計１３８５６６１ 的中 ��� ４４６１（６４番人気）
３連単票数 計２６６８４７１ 的中 ��� １８３９（３２９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．２―１１．５―１２．０―１２．０―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３４．６―４６．１―５８．１―１：１０．１―１：２１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．９

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

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

ホーカーテンペスト �
�
父 Hawk Wing �

�
母父 Halling デビュー ２０１１．７．２３ 函館５着

２００９．４．１１生 牡３栗 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight １３戦３勝 賞金 ３０，２２０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔騎手変更〕 シークレットベース号の騎手津村明秀は，第１０競走での負傷のため石橋脩に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マックスストレイン号
※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。



（２４中山５）第５日 １２月１５日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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

２０１，２１０，０００円
９，２８０，０００円
１，６４０，０００円
１７，９３０，０００円
６２，２７０，５００円
５，３８０，８００円
１，７３７，６００円

勝馬投票券売得金
３３０，６９１，７００円
５６０，４６８，５００円
２８９，０１７，３００円
９７５，７５１，１００円
５８９，３３５，７００円
３９５，０２８，１００円
１，１７４，７５３，５００円
２，００６，４５０，７００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 ６，３２１，４９６，６００円

総入場人員 １９，８２５名 （有料入場人員 １７，１２４名）


