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3308512月23日 曇 稍重 （24中山5）第8日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時00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

815 スズノニシキ 牡2鹿 55 内田 博幸小紫惠美子氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 508－ 41：12．4 7．6�
510 ドラゴンブラック 牡2青鹿55 R．ムーア 窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 豊洋牧場 472－ 61：12．61� 1．7�

（英）

611 メイショウトラクマ 牡2黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 512－ 21：12．7� 4．2�
23 ブラウンワールド 牝2黒鹿54 石橋 脩キャピタルクラブ 加藤 和宏 新冠 田鎖牧場 450＋ 21：13．12	 10．2�
35 アキノディフェンス 牝2青 54 田辺 裕信穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 456＋161：13．52	 91．8�
11 
 シ ア ー ジ ュ 牝2鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 和田 正道 米 Foxborough

Farm et. al. 434＋ 41：13．92	 23．6�
612 ダイヤパッション 牝2栗 54 丸田 恭介大野 數芳氏 金成 貴史 平取 北島牧場 444－ 61：14．1� 236．0	
36 リュウノヒゲ 牝2芦 54 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 460＋ 61：14．2� 84．7

12 ヒアルロンサン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 438＋ 61：14．3クビ 45．5�
47 タイキシャーリー 牝2栗 54

51 ▲杉原 誠人�大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム 442－ 6 〃 ハナ 90．1
713 ソ デ フ リ ン 牝2栗 54 田中 博康下河邉行信氏 小桧山 悟 日高 中前牧場 436－ 41：14．5� 440．3�
59 ボールドタイド 牡2鹿 55

52 ▲山崎 亮誠増田 陽一氏 星野 忍 むかわ 市川牧場 416＋161：14．71	 435．7�
24 ティアップベリー 牡2鹿 55 蛯名 正義田中 昇氏 高木 登 豊浦 飯原牧場 494－ 61：14．8	 16．7�
48 マトリカリア 牝2黒鹿54 津村 明秀 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 452± 01：15．0� 305．0�
816 カワキタフラッシュ 牝2栗 54 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 446＋181：16．38 330．9�
714 トレッドオンエアー 牡2黒鹿55 丸山 元気有限会社シルク武市 康男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋141：16．4クビ 121．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，653，700円 複勝： 113，637，700円 枠連： 21，532，600円
馬連： 75，713，100円 馬単： 61，223，400円 ワイド： 35，860，700円
3連複： 99，723，500円 3連単： 191，885，600円 計： 636，230，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 170円 � 110円 � 120円 枠 連（5－8） 760円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 240円 �� 380円 �� 140円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 4，850円

票 数

単勝票数 計 366537 的中 � 38268（3番人気）
複勝票数 計1136377 的中 � 67431（3番人気）� 760115（1番人気）� 145620（2番人気）
枠連票数 計 215326 的中 （5－8） 21061（3番人気）
馬連票数 計 757131 的中 �� 81140（2番人気）
馬単票数 計 612234 的中 �� 24978（7番人気）
ワイド票数 計 358607 的中 �� 33628（2番人気）�� 17719（5番人気）�� 89690（1番人気）
3連複票数 計 997235 的中 ��� 120167（1番人気）
3連単票数 計1918856 的中 ��� 29244（13番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．7―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―47．0―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノニシキ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．10．13 東京8着

2010．2．15生 牡2鹿 母 スズダニエル 母母 ア ン ブ レ ラ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プラチナアックス号
（非抽選馬） 5頭 ウインエスペランサ号・カカアデンカ号・シンクロニシティ号・トウカイスタイル号・バシニアティヴ号
※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。

3308612月23日 曇 稍重 （24中山5）第8日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時30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
1：46．0

良
良

12 ポップジェムズ 牡2鹿 55 C．スミヨン 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472－ 21：51．0 2．1�
（仏）

612 サトノマーキュリー 牡2黒鹿55 北村 宏司里見 治氏 国枝 栄 むかわ 上水牧場 486± 01：51．21� 20．2�
23 ヒカルエリントン 牡2鹿 55 福永 祐一髙橋 京子氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 536＋ 41：51．41� 4．2�
24 ケイアイリーラ 牝2鹿 54

52 △嶋田 純次 �啓愛義肢材料販売所 和田正一郎 浦河 富田牧場 442－101：51．71� 181．5�
48 ヤマチョウボス 牡2鹿 55 岩田 康誠長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 492＋ 21：51．91� 14．3�
816 ワイハーノカゼ 牝2鹿 54 松岡 正海ドラゴンヒルズホースクラブ 小野 次郎 日高 白井牧場 448－ 21：52．0� 33．8	
714 アポロダイヤモンド 牝2鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 444－ 4 〃 ハナ 136．9

35 アンサーソング 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース田島 俊明 安平 追分ファーム 452＋ 61：52．1	 54．6�
59 サクセスカーチス 牡2鹿 55 蛯名 正義髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 452± 0 〃 ハナ 9．0
611 ケージーモンブラン 牡2鹿 55 R．ムーア 川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 478＋ 6 〃 クビ 27．9�

（英）

47 エーブウルトラマン 牡2栗 55 吉田 隼人 �レーシングホース
ジャパン 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 434＋16 〃 ハナ 289．0�

36 ワ サ ビ 牝2黒鹿54 C．ウィリアムズ 村木 篤氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 456－ 21：52．2クビ 58．8�
（豪）

11 トドロキカポネサン 牡2黒鹿55 大野 拓弥原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 428＋ 4 〃 アタマ 181．9�
815 オーバーザトップ 牡2黒鹿55 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 444－ 41：52．3� 7．6�
713 コウヨウセレクト 牡2栗 55 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 500＋ 21：52．4	 34．1�
510 ダイワロージー 牝2鹿 54 柴田 善臣大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 折手牧場 426± 01：52．61� 100．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，421，900円 複勝： 64，097，000円 枠連： 22，265，800円
馬連： 85，806，600円 馬単： 59，278，000円 ワイド： 39，620，200円
3連複： 113，537，400円 3連単： 179，697，400円 計： 599，724，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 330円 � 150円 枠 連（1－6） 1，060円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 720円 �� 180円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 9，190円

票 数

単勝票数 計 354219 的中 � 139470（1番人気）
複勝票数 計 640970 的中 � 253195（1番人気）� 28989（6番人気）� 106012（2番人気）
枠連票数 計 222658 的中 （1－6） 15642（4番人気）
馬連票数 計 858066 的中 �� 35545（5番人気）
馬単票数 計 592780 的中 �� 17238（7番人気）
ワイド票数 計 396202 的中 �� 11608（7番人気）�� 74034（1番人気）�� 7469（11番人気）
3連複票数 計1135374 的中 ��� 53605（4番人気）
3連単票数 計1796974 的中 ��� 14439（19番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．6―12．9―12．5―12．7―12．3―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―37．3―50．2―1：02．7―1：15．4―1：27．7―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポップジェムズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．27 東京2着

2010．3．26生 牡2鹿 母 ポ ッ プ ス 母母 ポツプシンガー 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔騎手変更〕 ヤマチョウボス号の騎手M．デムーロは，病気のため岩田康誠に変更。
※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 ダイワロフティ号
※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。

第５回 中山競馬 第８日



3308712月23日 曇 稍重 （24中山5）第8日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時00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 ジャングルターザン 牡2鹿 55 R．ムーア �グリーンテック矢野 英一 新ひだか グランド牧場 446 ―1：12．8 2．9�
（英）

714 トシスプリング 牝2芦 54 柴田 善臣上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 412 ―1：12．9� 6．0�
36 ブライティアミル 牝2栗 54 的場 勇人小林 昌志氏 的場 均 新冠 清水 克則 460 ―1：13．32� 32．3�
713 カレイファンタジア 牡2鹿 55 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中村 和夫 496 ―1：13．62 20．9�
47 アイドルワン 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �高木競走馬育成牧場 大和田 成 浦河 福岡 光夫 458 ―1：13．81� 26．8	
48 スズカロカフラ 牝2栗 54

51 ▲横山 和生永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 442 ―1：13．9� 65．2

816 ハッピーアンブルー 牝2栗 54 丸田 恭介 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 456 ―1：14．0クビ 21．7�
24 バトルタイムレス 牝2栗 54

51 ▲杉原 誠人宮川 秋信氏 田島 俊明 新冠 川島牧場 462 ―1：14．32 4．7�
815 ラピッズトウショウ 牝2栗 54 武士沢友治トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 434 ―1：14．83 80．9
612 エレガントアゲン 牝2栗 54

51 ▲長岡 禎仁浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 406 ― 〃 アタマ 212．7�
23 エンデュミオン 牡2栗 55 西田雄一郎藤田 宗平氏 本間 忍 日高 日西牧場 514 ―1：14．9クビ 71．1�
11 ハッピーキャスト 牡2鹿 55 横山 典弘小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 480 ―1：15．0� 6．1�
12 ケンブリッジモス 牡2栗 55 C．ウィリアムズ 中西 宏彰氏 畠山 吉宏 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 470 ―1：15．63� 14．0�
（豪）

611 コウギョウボーラー 牡2青鹿55 武 豊菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 430 ―1：15．81 13．1�
510 ホームイモン 牝2黒鹿54 三浦 皇成井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 448 ―1：17．29 101．1�

（15頭）
59 クリーンオトコギ 牡2栗 55 松岡 正海石橋 和夫氏 清水 英克 様似 猿倉牧場 442 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，691，500円 複勝： 38，249，000円 枠連： 23，901，500円
馬連： 64，171，600円 馬単： 41，443，300円 ワイド： 25，896，200円
3連複： 69，150，900円 3連単： 105，654，700円 計： 394，158，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 210円 � 590円 枠 連（3－7） 620円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，330円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 8，060円 3 連 単 ��� 32，600円

票 数

単勝票数 差引計 256915（返還計 7552） 的中 � 72151（1番人気）
複勝票数 差引計 382490（返還計 9275） 的中 � 107335（1番人気）� 45759（4番人気）� 11736（10番人気）
枠連票数 差引計 239015（返還計 211） 的中 （3－7） 28870（2番人気）
馬連票数 差引計 641716（返還計 62939） 的中 �� 55959（2番人気）
馬単票数 差引計 414433（返還計 41473） 的中 �� 21746（3番人気）
ワイド票数 差引計 258962（返還計 23771） 的中 �� 17643（3番人気）�� 4595（18番人気）�� 2272（29番人気）
3連複票数 差引計 691509（返還計119773） 的中 ��� 6336（26番人気）
3連単票数 差引計1056547（返還計182864） 的中 ��� 2392（88番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―12．5―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．1―47．6―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャングルターザン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2010．3．9生 牡2鹿 母 ユーオーミー 母母 タイキギャル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 クリーンオトコギ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 テュケー号
※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。

3308812月23日 曇 稍重 （24中山5）第8日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時30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

33 ワンダーロード 牡2青鹿55 吉田 隼人伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 468 ―1：54．7 3．7�
711 ビッグバンドジャズ 牡2黒鹿55 北村 宏司下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 500 ―1：55．55 15．8�
814 ハイパーチャージ 牡2鹿 55 R．ムーア 池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 498 ―1：56．35 12．8�

（英）

46 リアルエンブレム 牡2鹿 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514 ―1：57．15 2．8�

34 ベルグレイヴィア 牡2鹿 55 福永 祐一 H.H．シェイク・ハムダン 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480 ― 〃 クビ 25．7	

22 ロードアストロ 牡2鹿 55 内田 博幸 
ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 480 ―1：57．63 6．0�
813 コ ウ ジ ョ ウ 牡2栗 55 松岡 正海小菅 定雄氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 514 ―1：57．91� 28．0�
11 ハ ル コ マ チ 牝2鹿 54 田中 勝春髙橋 治夫氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 460 ―1：58．0� 20．7
712 レッドエンブレム 牡2黒鹿55 岩田 康誠 
東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 506 ―1：59．49 8．9�
58 トキンパンチ 牡2栗 55 三浦 皇成西村新一郎氏 蛯名 利弘 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 492 ― 〃 クビ 81．2�
69 インジニアス 牡2栗 55 江田 照男田中 春美氏 嶋田 潤 新冠 赤石 久夫 474 ―1：59．93 89．2�
45 フクノカストル 牡2黒鹿55 岩部 純二福島 実氏 萱野 浩二 新ひだか 中田 浩美 470 ― 〃 クビ 120．0�
610 オ シ ダ シ 牡2鹿 55 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 488 ―2：00．1� 24．7�
57 カミノエンジェル 牝2栗 54 丸田 恭介村上 正喜氏 松永 康利 様似 様似共栄牧場 480 ―2：00．2クビ 76．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，084，900円 複勝： 39，128，900円 枠連： 22，440，100円
馬連： 74，069，400円 馬単： 48，332，300円 ワイド： 29，347，500円
3連複： 86，361，100円 3連単： 139，164，900円 計： 467，929，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 390円 � 360円 枠 連（3－7） 880円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，040円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 8，740円 3 連 単 ��� 35，850円

票 数

単勝票数 計 290849 的中 � 63444（2番人気）
複勝票数 計 391289 的中 � 89653（2番人気）� 22026（6番人気）� 24510（5番人気）
枠連票数 計 224401 的中 （3－7） 18981（3番人気）
馬連票数 計 740694 的中 �� 25299（7番人気）
馬単票数 計 483323 的中 �� 10185（10番人気）
ワイド票数 計 293475 的中 �� 7766（8番人気）�� 7018（11番人気）�� 3905（25番人気）
3連複票数 計 863611 的中 ��� 7298（26番人気）
3連単票数 計1391649 的中 ��� 2865（106番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．5―13．5―12．5―12．8―12．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．3―51．8―1：04．3―1：17．1―1：29．7―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．6
1
3
・（3，5）（2，11）6（1，14）（4，7）8，12－10－13－9・（11，14，3）（6，12）2－4（1，13）5（8，10）－7＝9

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

勝馬の
紹 介

ワンダーロード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2010．3．16生 牡2青鹿 母 シルキーステラ 母母 ウエルシュクイーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※インジニアス号・オシダシ号・カミノエンジェル号・ワンダーロード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



3308912月23日 曇 稍重 （24中山5）第8日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時20分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

12 フォルテリコルド 牡3鹿 56 武士沢友治 �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 544＋281：11．4 11．3�

612 ファンデルワールス �3鹿 56 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 486－ 21：11．61� 53．3�
816 リバティーアゲイン 牡3青鹿56 田辺 裕信阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 488＋ 61：11．7クビ 5．0�
24 ヒカルソラフネ 牡3鹿 56 吉田 隼人髙橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 496＋121：11．8� 3．2�
714 スフィンクス 牝3鹿 54 丸山 元気佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 448＋ 81：11．9� 40．3�
713	 ロードエストレーラ 牡3栗 56 北村 宏司 	ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 丸幸小林牧場 492＋ 2 〃 ハナ 17．4

35 アポロパックマン 牡3黒鹿56 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 むかわ 真壁 信一 486± 01：12．0クビ 6．3�
59 ジ ア ッ ロ 牡3栗 56 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 522－ 21：12．31� 4．8�
611 コウヨウゼウス 牡3芦 56 江田 照男寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 478＋101：12．61� 115．3
23 スピーディードータ 牝3鹿 54

51 ▲杉原 誠人安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 470＋10 〃 クビ 39．3�
510	 サンマルミニスター 牡3鹿 56 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 532＋ 41：12．7� 167．1�
11 ダノンカスガ 牡5青鹿57 和田 竜二	ダノックス 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 504＋241：12．8� 28．3�
36 	 ドリームパワー 牝3鹿 54

51 ▲平野 優�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 430－ 21：13．01� 18．7�
47 シ ム ー ン 牡3鹿 56 三浦 皇成�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム 516＋321：13．31� 23．2�
815 アラカメジョウ 牝3鹿 54 丹内 祐次�アラキファーム 阿部 新生 新冠 アラキフアーム 450＋12 〃 アタマ 90．0�
48 	 サ ト シ ッ ク 牡5鹿 57 中谷 雄太小林 照弘氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 528＋121：13．4クビ 251．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，583，900円 複勝： 55，193，500円 枠連： 26，704，400円
馬連： 101，619，900円 馬単： 61，385，800円 ワイド： 41，331，300円
3連複： 126，199，600円 3連単： 194，815，800円 計： 639，834，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 360円 � 1，120円 � 200円 枠 連（1－6） 9，380円

馬 連 �� 25，900円 馬 単 �� 49，410円

ワ イ ド �� 6，020円 �� 860円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 33，060円 3 連 単 ��� 333，590円

票 数

単勝票数 計 325839 的中 � 22919（5番人気）
複勝票数 計 551935 的中 � 38604（5番人気）� 10570（12番人気）� 94007（3番人気）
枠連票数 計 267044 的中 （1－6） 2103（27番人気）
馬連票数 計1016199 的中 �� 2896（55番人気）
馬単票数 計 613858 的中 �� 917（102番人気）
ワイド票数 計 413313 的中 �� 1640（55番人気）�� 12485（9番人気）�� 3126（38番人気）
3連複票数 計1261996 的中 ��� 2818（96番人気）
3連単票数 計1948158 的中 ��� 431（743番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．4―12．2―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．7―45．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォルテリコルド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 End Sweep デビュー 2011．7．9 中山6着

2009．2．11生 牡3鹿 母 ストロングメモリー 母母 アピーリングストーリー 13戦2勝 賞金 19，700，000円
〔制裁〕 ファンデルワールス号の騎手嘉藤貴行は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（11番・10番・9番への進路影

響）
〔その他〕 サトシック号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サトシック号は，平成25年1月23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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プレミアムカード号
（非抽選馬） 5頭 アマレット号・エリクサー号・カルテブランシェ号・グローリーステップ号・レッツゴーマークン号

3309012月23日 曇 稍重 （24中山5）第8日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走12時50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 9，700，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

48 トウショウクラウン 牡4栗 57 内田 博幸トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 524＋101：52．0 12．5�
611 ワイルドフラッパー 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 512－ 2 〃 クビ 8．1�

（仏）

11 ドラゴンフォルテ 牡3鹿 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 470－ 21：52．74 4．9�
35 メテオライト 牡3栗 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 512＋161：52．8� 2．6�
815 コスモメルハバ 牡3鹿 56 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 504± 01：53．11	 38．1	
714 ヤマタケディガー 牡6栗 57 三浦 皇成山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 470＋ 2 〃 ハナ 9．0

510 リアライズキボンヌ 牝3鹿 54

51 ▲杉原 誠人工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 448± 01：53．31
 63．9�
24 エーペックス 牡3青鹿56 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 514＋20 〃 ハナ 38．5�
47 ハリウッドスター 牡5鹿 57 勝浦 正樹吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 536＋12 〃 ハナ 84．4
12 サトノプライマシー 牡3鹿 56 R．ムーア 里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 530＋ 6 〃 ハナ 5．6�

（英）

59 � ローレルカンタータ 牡6栗 57
54 ▲横山 和生 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム 530＋121：54．25 230．7�

612 マスターソムリエ 牡5鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 510＋141：54．83� 35．8�
23 アポロマーベリック 牡3鹿 56 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 498－ 21：54．9クビ 41．4�
36 � エアイグアス 牡6黒鹿57 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm 498＋ 21：55．43 38．0�
713� メイプルダイキチ 牡4黒鹿57 宮崎 北斗節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 480－ 61：55．82� 298．4�
816� ホウショウアビル 牝6鹿 55 大野 拓弥芳賀 吉孝氏 藤原 辰雄 米 Green

Gates Farm 490＋ 71：55．9� 187．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，329，200円 複勝： 62，139，700円 枠連： 33，260，400円
馬連： 107，341，400円 馬単： 66，419，400円 ワイド： 43，264，300円
3連複： 126，580，500円 3連単： 203，299，600円 計： 682，634，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 320円 � 260円 � 190円 枠 連（4－6） 3，010円

馬 連 �� 4，170円 馬 単 �� 9，000円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 960円 �� 640円

3 連 複 ��� 6，940円 3 連 単 ��� 55，780円

票 数

単勝票数 計 403292 的中 � 25567（6番人気）
複勝票数 計 621397 的中 � 46590（6番人気）� 61164（5番人気）� 100750（2番人気）
枠連票数 計 332604 的中 （4－6） 8180（12番人気）
馬連票数 計1073414 的中 �� 19019（16番人気）
馬単票数 計 664194 的中 �� 5451（33番人気）
ワイド票数 計 432643 的中 �� 7008（15番人気）�� 11060（11番人気）�� 17447（6番人気）
3連複票数 計1265805 的中 ��� 13469（20番人気）
3連単票数 計2032996 的中 ��� 2690（169番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．9―36．1―48．7―1：01．3―1：13．9―1：26．6―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウクラウン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2010．8．22 新潟14着

2008．2．6生 牡4栗 母 レトロトウショウ 母母 メルヘントウショウ 17戦4勝 賞金 37，009，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 プルプル号
※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。



3309112月23日 曇 良 （24中山5）第8日 第7競走 ��
��2，000�ホープフルステークス

発走13時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金750万円毎1�増

賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 750，000
750，000

円
円

付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード
中央レコード

1：59．9
1：59．9

良
良

11 サトノネプチューン 牡2鹿 55 R．ムーア 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：01．6 17．4�
（英）

711 マイネルストラーノ 牡2青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 62：01．7� 32．8�

45 カミノタサハラ 牡2鹿 55 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514± 02：01．8� 4．6�

710 ミヤジタイガ 牡2鹿 56 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 490＋ 42：02．01	 6．1�
33 ブレイクラッシュ 牡2栗 55 C．ルメール 青山 洋一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 510＋ 22：02．1クビ 8．3�

（仏）

812 ヴ ェ ル デ ホ 牡2黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 510＋ 4 〃 同着 7．3	
68 ケンブリッジサン 牡2鹿 55 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 468± 0 〃 クビ 3．5

69 オースミミズホ 牝2鹿 54 吉田 隼人�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 436± 02：02．2クビ 82．2�
56 トーセンワープ 牡2鹿 55 内田 博幸島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム 464＋ 22：02．41 26．7
44 
 ビービーボイジャー 牡2栗 55 大野 拓弥�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 498－ 2 〃 ハナ 35．4�
22 セ キ シ ョ ウ 牝2青鹿54 武 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 486＋ 82：02．5� 19．0�
57 キープインタッチ 牡2鹿 55 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 クビ 73．9�
813 モンテエベレスト 牡2青鹿55 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 502－ 82：03．45 9．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 60，806，600円 複勝： 89，266，900円 枠連： 35，500，700円
馬連： 169，718，600円 馬単： 95，777，800円 ワイド： 63，266，600円
3連複： 186，965，800円 3連単： 306，072，200円 計： 1，007，375，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 520円 � 830円 � 220円 枠 連（1－7） 4，850円

馬 連 �� 28，380円 馬 単 �� 49，850円

ワ イ ド �� 6，010円 �� 1，230円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 42，570円 3 連 単 ��� 372，750円

票 数

単勝票数 計 608066 的中 � 27645（7番人気）
複勝票数 計 892669 的中 � 42120（8番人気）� 24650（11番人気）� 134610（2番人気）
枠連票数 計 355007 的中 （1－7） 5409（23番人気）
馬連票数 計1697186 的中 �� 4414（60番人気）
馬単票数 計 957778 的中 �� 1418（112番人気）
ワイド票数 計 632666 的中 �� 2535（58番人気）�� 13086（14番人気）�� 6120（36番人気）
3連複票数 計1869658 的中 ��� 3242（129番人気）
3連単票数 計3060722 的中 ��� 606（880番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．5―48．0―1：00．8―1：13．1―1：25．7―1：37．8―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノネプチューン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2012．10．7 東京1着

2010．1．24生 牡2鹿 母 アンナヴァン 母母 フサイチミニヨン 2戦2勝 賞金 22，322，000円
〔騎手変更〕 キープインタッチ号の騎手M．デムーロは，病気のため北村宏司に変更。
※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。

3309212月23日 曇 良 （24中山5）第8日 第8競走 ��
��2，500�グッドラックハンデキャップ

発走14時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，23．12．24以降24．12．16まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

612 マイネルメダリスト 牡4鹿 56 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 496＋ 62：34．4 5．3�

47 � シャドウパーティー 牡3鹿 55 R．ムーア 飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge
Park Stud 496± 0 〃 ハナ 3．1�

（英）

59 タガノレイヨネ 牡3栗 53 中舘 英二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 502－ 42：34．61 14．4�

713 クリールカイザー 牡3栗 55 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 476＋ 2 〃 クビ 5．7�
815 キンセイポラリス 牡6鹿 54 C．ウィリアムズ 山田 裕仁氏 伊藤 大士 門別 天羽牧場 412＋ 2 〃 アタマ 23．0�

（豪）

510� レオプログレス 牡7青 55 C．スミヨン�レオ 木村 哲也 様似 清水 誠一 472± 02：34．7	 11．3	
（仏）

816� ローレルクラシック 牡5栗 56 C．ルメール �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 492－ 8 〃 クビ 9．0

（仏）

48 グレートマーシャル 牡4鹿 55 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 488＋ 62：34．8クビ 34．3�
24 プロヴィデンス 牡6鹿 55 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 522＋ 62：35．22	 47．3�
12 ロードアイアン 牡6鹿 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 492＋ 2 〃 アタマ 61．9
36 シルクドルフィン 牡6鹿 54 木幡 初広有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 520－ 6 〃 アタマ 54．0�
611 ヴァーゲンザイル 
4黒鹿57 内田 博幸 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 ハナ 19．2�
23 ジェイケイラン 牝6黒鹿50 伊藤 工真小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 506＋182：35．41� 80．8�
714 ポールアックス 
6鹿 55 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516± 02：35．5	 19．8�
35 フィルハーマジック 牝4鹿 52 宮崎 北斗�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 458± 02：35．82 19．4�
11 � ミウラリチャード 牡8鹿 50 平野 優佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B540＋ 22：37．39 210．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，131，000円 複勝： 87，137，400円 枠連： 49，369，600円
馬連： 196，314，600円 馬単： 103，629，800円 ワイド： 73，076，200円
3連複： 234，233，400円 3連単： 357，747，100円 計： 1，153，639，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 150円 � 380円 枠 連（4－6） 710円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，420円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 22，920円

票 数

単勝票数 計 521310 的中 � 78329（2番人気）
複勝票数 計 871374 的中 � 139044（2番人気）� 202103（1番人気）� 44418（6番人気）
枠連票数 計 493696 的中 （4－6） 51711（1番人気）
馬連票数 計1963146 的中 �� 160913（1番人気）
馬単票数 計1036298 的中 �� 40745（3番人気）
ワイド票数 計 730762 的中 �� 55034（1番人気）�� 11918（17番人気）�� 13902（11番人気）
3連複票数 計2342334 的中 ��� 38579（7番人気）
3連単票数 計3577471 的中 ��� 11524（44番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―11．6―12．0―12．3―13．1―12．9―12．9―12．3―12．9―12．5―11．6―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．8―17．9―29．5―41．5―53．8―1：06．9―1：19．8―1：32．7―1：45．0―1：57．9―2：10．4―2：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」 上り4F49．4―3F36．5
1
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルメダリスト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2010．7．25 新潟2着

2008．4．18生 牡4鹿 母 ツクバノーブル 母母 ハンキダイヤ 23戦4勝 賞金 85，436，000円
〔発走時刻の変更〕 14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シンボリローレンス号
（非抽選馬） 1頭 ケージーカチボシ号
※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。

１レース目



3309312月23日 曇 稍重 （24中山5）第8日 第9競走 ��
��1，800�

し わ す

師走ステークス
発走14時35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 17，000，000円 6，800，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，700，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 ツクバコガネオー �4栗 57 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 524＋ 21：52．0 1．8�
36 タカオノボル 牡4黒鹿57 松岡 正海櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 B440－ 2 〃 ハナ 34．3�
12 	 イッシンドウタイ 牡3鹿 56 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 492－ 81：52．42
 12．7�
23 コルポディヴェント 牡4栗 57 北村 宏司 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋ 41：52．71� 6．3�
510 ナイトフッド 牡6青鹿57 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B522＋ 4 〃 ハナ 7．2�
612 ドラゴンヴォイス 牡4鹿 57 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 452＋ 61：53．01� 7．6	
611	 チョイワルグランパ 牡6黒鹿57 福永 祐一
グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B510± 01：53．1
 19．4�
11 ア イ ノ カ ゼ 牡7鹿 57 柴田 大知丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 ムラカミファーム 506＋ 21：53．31� 93．0�
714 アグネスアンカー 牡6鹿 57 的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 B552± 01：53．61� 149．4
24 ウインマリアベール 牝5栗 55 吉田 隼人
ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 クビ 217．2�
815 カ ス ガ 牝6鹿 55 丸田 恭介高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 456－ 41：53．7クビ 224．7�
713	 クラシックセンス 牡5鹿 57 C．スミヨン �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490＋12 〃 クビ 29．2�

（仏）

35 ブルーソックス 牡5鹿 57 和田 竜二田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 B496＋ 81：54．55 131．6�
816 ジョウノボヘミアン 牡6鹿 57 大野 拓弥小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 500± 01：54．71
 107．0�
59 ドリームマイスター 牡7鹿 57 津村 明秀セゾンレースホース
 畠山 吉宏 静内 藤川フアーム 514＋ 41：56．5大差 155．2�
47 スーブルソー �5鹿 57 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム B504－ 21：57．35 31．8�

（豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，280，300円 複勝： 91，595，500円 枠連： 47，998，900円
馬連： 233，080，100円 馬単： 142，850，500円 ワイド： 70，525，300円
3連複： 237，574，900円 3連単： 492，201，400円 計： 1，376，106，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 490円 � 320円 枠 連（3－4） 2，260円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 830円 �� 540円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 6，440円 3 連 単 ��� 31，330円

票 数

単勝票数 計 602803 的中 � 267347（1番人気）
複勝票数 計 915955 的中 � 358672（1番人気）� 32098（8番人気）� 54806（5番人気）
枠連票数 計 479989 的中 （3－4） 15723（9番人気）
馬連票数 計2330801 的中 �� 63298（11番人気）
馬単票数 計1428505 的中 �� 26986（12番人気）
ワイド票数 計 705253 的中 �� 21076（9番人気）�� 34080（4番人気）�� 5743（29番人気）
3連複票数 計2375749 的中 ��� 27229（22番人気）
3連単票数 計4922014 的中 ��� 11597（93番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．0―12．3―12．2―12．6―12．6―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．0―49．3―1：01．5―1：14．1―1：26．7―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3
6（3，13）（2，12）（8，11，10，16）（5，7）（4，14）9（1，15）・（13，6）（10，7）（3，12，16）（2，11，14）（5，8）15（1，4）－9

2
4

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

勝馬の
紹 介

ツクバコガネオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．4．24 新潟6着

2008．2．24生 �4栗 母 シ ン デ ィ 母母 Dance Design 16戦5勝 賞金 79，897，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーブルソー号は，平成25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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ストロングバサラ号・ヒラボクビジン号
※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。

3309412月23日 晴 良 （24中山5）第8日 第10競走 ��
��2，500�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走15時25分 （第57回グランプリ） （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬；負担重量は，3歳55�4
歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 200，000，000円 80，000，000円 50，000，000円 30，000，000円 20，000，000円
付 加 賞 3，444，000円 984，000円 492，000円
生産者賞 賞 品
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

2：29．5
2：29．5
2：29．5

良
良
良

713 ゴールドシップ 牡3芦 55 内田 博幸小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 506＋ 62：31．9 2．7�
36 オーシャンブルー 牡4鹿 57 C．ルメール 青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 438＋ 22：32．11� 27．6�

（仏）

59 ルーラーシップ 牡5鹿 57 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 512＋ 62：32．2クビ 3．7�
（豪）

12 エイシンフラッシュ 牡5黒鹿57 三浦 皇成平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488± 02：32．41� 10．0�
23 スカイディグニティ 牡3鹿 55 C．スミヨン �G1レーシング 友道 康夫 新冠 大栄牧場 480－ 62：32．5� 16．7	

（仏）

510 ダークシャドウ 牡5栗 57 R．ムーア 飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 514＋ 2 〃 ハナ 10．8

（英）

815 ナカヤマナイト 牡4栗 57 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 490＋ 62：33．03 13．9�
816 ル ル ー シ ュ 牡4黒鹿57 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514＋122：33．42� 15．6�
714 ビートブラック 牡5青 57 石橋 脩前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント 522＋ 8 〃 アタマ 23．6
47 ダイワファルコン 牡5鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 514＋ 82：33．5	 38．4�
24 アーネストリー 牡7鹿 57 福永 祐一前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 530－ 4 〃 アタマ 70．1�
11 ローズキングダム 牡5黒鹿57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 460＋ 62：33．6� 51．6�
48 トレイルブレイザー 牡5鹿 57 武 豊前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント 498 2：34．23� 27．4�
612 オウケンブルースリ 牡7栗 57 田辺 裕信福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム 486＋ 22：34．41� 116．6�
35 ネヴァブション 牡9黒鹿57 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 488＋ 82：34．5	 144．1�
611 トゥザグローリー 牡5鹿 57 蛯名 正義 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 534－ 42：36．110 29．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 1，267，847，300円 複勝： 1，001，462，800円 枠連： 1，455，097，600円 馬連： 5，292，370，800円 馬単： 2，675，802，200円
ワイド： 1，286，471，400円 3連複： 6，460，127，600円 3連単：13，862，644，100円 5重勝： 803，434，000円 計： 34，105，257，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 530円 � 140円 枠 連（3－7） 3，350円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 240円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 24，250円

5 重 勝
対象競走：中山8R／阪神9R／中山9R／阪神10R／中山10R

キャリーオーバー なし����� 3，660，090円

票 数

単勝票数 計12678473 的中 � 3830239（1番人気）
複勝票数 計10014628 的中 � 2626538（1番人気）� 299974（10番人気）� 2263538（2番人気）
枠連票数 計14550976 的中 （3－7） 320589（12番人気）
馬連票数 計52923708 的中 �� 1049047（12番人気）
馬単票数 計26758022 的中 �� 380387（18番人気）
ワイド票数 計12864714 的中 �� 227309（13番人気）�� 1629662（1番人気）�� 206708（15番人気）
3連複票数 計64601276 的中 ���1186571（7番人気）
3連単票数 計138626441 的中 ��� 421936（58番人気）
5重勝票数 差引計8034340（返還計3362999） 的中 ����� 162

ハロンタイム 7．0―11．3―11．6―12．0―12．2―12．7―12．6―12．5―11．9―12．1―12．1―11．9―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．3―29．9―41．9―54．1―1：06．8―1：19．4―1：31．9―1：43．8―1：55．9―2：08．0―2：19．9

コーナー
通過順位

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

2


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

勝馬の
紹 介

ゴールドシップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．7．9 函館1着

2009．3．6生 牡3芦 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム 10戦7勝 賞金 639，789，000円
〔騎手変更〕 エイシンフラッシュ号の騎手M．デムーロは，病気のため三浦皇成に変更。
〔発走状況〕 ルーラーシップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ルーラーシップ号は，発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 2頭 デスペラード号・メイショウカンパク号
※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。

３レース目
５レース目



3309512月23日 晴 良 （24中山5）第8日 第11競走 ��1，600�ノ エ ル 賞
発走16時05分 （芝・右・外）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

35 フラワーロック 牝4鹿 55 岩田 康誠�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 472± 01：35．1 5．8�
11 ウインクリアビュー 牝5栗 55 R．ムーア �ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 458± 0 〃 ハナ 3．0�

（英）

23 プレノタート 牝3鹿 54 蛯名 正義有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 444－ 61：35．2� 34．8�
611 クラックシード 牝5黒鹿55 大野 拓弥 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 81：35．3� 7．6�
816 ゴールデンムーン 牝3栗 54 C．ルメール �G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 458－ 81：35．4� 6．7	

（仏）

815 ハイタッチクイーン 牝5栗 55 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 454＋10 〃 アタマ 33．4

714 サイレントソニック 牝4黒鹿55 内田 博幸細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 456＋ 21：35．5� 6．9�
36 � デ ン フ ァ レ 牝5栗 55 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 488－ 21：35．71	 79．2�
24 アルディートプリエ 牝3黒鹿54 田辺 裕信吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 484－18 〃 ハナ 112．3
612 メイブリーズ 牝3芦 54 柴田 善臣千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 2 〃 アタマ 15．9�
48 フ ァ ー ゴ 牝3栗 54 C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 422± 01：35．8クビ 12．8�

（豪）

713 メロークーミス 牝4鹿 55 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ
ファーム 466＋ 61：35．9� 89．1�

59 フィールマイハート 牝5鹿 55 三浦 皇成�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 498± 01：36．21� 58．3�
47 ヤマニンアストレア 牝5黒鹿55 村田 一誠土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 458－ 41：36．41	 84．4�
12 ダイワフェリス 牝3栗 54 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 520＋ 81：37．14 18．1�
510 トレノエンジェル 牝5栗 55 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 512＋121：38．48 92．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，975，000円 複勝： 123，380，500円 枠連： 89，897，600円
馬連： 324，853，300円 馬単： 177，789，200円 ワイド： 109，481，300円
3連複： 386，108，100円 3連単： 769，176，900円 計： 2，068，661，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 140円 � 560円 枠 連（1－3） 860円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，910円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 10，960円 3 連 単 ��� 54，780円

票 数

単勝票数 計 879750 的中 � 119753（2番人気）
複勝票数 計1233805 的中 � 142388（3番人気）� 318700（1番人気）� 41710（9番人気）
枠連票数 計 898976 的中 （1－3） 77407（3番人気）
馬連票数 計3248533 的中 �� 248566（2番人気）
馬単票数 計1777892 的中 �� 51687（5番人気）
ワイド票数 計1094813 的中 �� 71951（2番人気）�� 8704（35番人気）�� 13796（23番人気）
3連複票数 計3861081 的中 ��� 26010（28番人気）
3連単票数 計7691769 的中 ��� 10364（140番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―11．9―12．0―11．8―11．8―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．1―36．0―48．0―59．8―1：11．6―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

フラワーロック �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2010．8．1 新潟5着

2008．3．16生 牝4鹿 母 カシオペアレディ 母母 タケノフアルコン 24戦4勝 賞金 55，643，000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。



（24中山5）第8日 12月23日 （祝日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 11回 出走頭数 170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

572，290，000円
2，080，000円
7，130，000円
7，030，000円
53，440，000円
59，375，500円
5，012，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
1，728，805，300円
1，765，288，900円
1，827，969，200円
6，725，059，400円
3，533，931，700円
1，818，141，000円
8，126，562，800円
16，802，359，700円
803，434，000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 43，131，552，000円

総入場人員 101，237名 （有料入場人員 91，900名）
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