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3307312月21日 晴 不良 （25中山5）第7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）

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

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

59 マリーズケイ 牝2鹿 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 472± 01：12．3 2．5�
713 ネイティヴコード 牝2鹿 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B496± 01：12．51� 6．8�
48 ヒ ラ リ ア ス 牝2鹿 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 本桐牧場 456－ 41：12．6� 16．2�
35 スリーパイン 牝2鹿 54 石橋 脩鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 480－ 2 〃 ハナ 27．7�
510 サマードール 牝2栗 54

51 ▲原田 和真セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 荒木 貴宏 460± 0 〃 クビ 179．6�
47 スイートマルセル 牝2鹿 54 田中 博康シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 458－ 41：12．7� 6．6	
12 ナイトアンドデイ 牝2鹿 54 柴山 雄一
ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 萩澤 俊雄 442＋ 61：12．8クビ 65．6�
612 ヴィジオネール 牝2黒鹿54 宮崎 北斗加藤 誠氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 416－ 8 〃 アタマ 12．3�
36 マダムアグライア 牝2鹿 54 横山 典弘髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 480＋ 21：12．9クビ 11．1
11 メイショウベルシア 牝2鹿 54 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 460－ 21：13．22 6．8�
816 アイアムルミエール 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太堀 祥子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 468± 01：13．41� 58．8�
611 リネンフクウン 牝2鹿 54 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 安平 追分ファーム 450＋201：14．25 346．5�
714 イーサンアテナ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹国本 勇氏 柴田 政人 日高 中前牧場 436－12 〃 クビ 341．4�
24 ボウキョウノネン 牝2栗 54 津村 明秀小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 422＋ 21：14．3クビ 208．8�
23 リックブライアン 牝2栗 54

52 △杉原 誠人山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 橋本牧場 392－181：14．4� 273．1�
815 ア オ リ ン ゴ 牝2鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤井牧場 444＋ 21：14．61� 12．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，453，500円 複勝： 55，890，700円 枠連： 17，711，400円
馬連： 69，076，100円 馬単： 45，277，200円 ワイド： 36，229，100円
3連複： 93，044，700円 3連単： 147，035，100円 計： 493，717，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 210円 � 400円 枠 連（5－7） 920円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 410円 �� 860円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 17，920円

票 数

単勝票数 計 294535 的中 � 95927（1番人気）
複勝票数 計 558907 的中 � 150799（1番人気）� 65405（3番人気）� 26780（8番人気）
枠連票数 計 177114 的中 （5－7） 14215（3番人気）
馬連票数 計 690761 的中 �� 50876（3番人気）
馬単票数 計 452772 的中 �� 20116（3番人気）
ワイド票数 計 362291 的中 �� 24280（2番人気）�� 10120（11番人気）�� 5917（21番人気）
3連複票数 計 930447 的中 ��� 14865（17番人気）
3連単票数 計1470351 的中 ��� 6057（45番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．6―12．1―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．2―46．3―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリーズケイ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．9．21 中山3着

2011．5．24生 牝2鹿 母 マリーズスマイル 母母 ノーザンハマナス 5戦1勝 賞金 11，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時50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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ドクターシェイド号

3307412月21日 晴 不良 （25中山5）第7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 サムソンズシエル 牡2鹿 55 R．ムーア 有限会社シルク伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：53．2 3．5�
（英）

816 アイソレーション 牡2鹿 55 M．デムーロ丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 520－ 21：54．15 7．2�
（仏）

815 ジャックポット 牡2鹿 55 武士沢友治�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 460－ 81：54．63 32．4�
48 ポッドジョーカー 牡2黒鹿55 北村 宏司小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 466－ 21：54．91� 3．8�
12 マウントマズル 牡2鹿 55 柴田 善臣中沢 春吉氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 470＋ 61：55．64 10．8�
510 デグニティクローズ 牡2鹿 55 蛯名 正義	ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 21：55．91� 11．0

23 フクノブリューナク 牡2栗 55 松岡 正海福島 実氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 490＋ 6 〃 ハナ 83．5�
11 マイケルチョウサン 牡2鹿 55 横山 典弘	チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 484＋ 4 〃 クビ 25．1�
59 タイセイデューク 牡2鹿 55 柴山 雄一田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 B484－ 81：56．0� 217．8
47 カーライルシチー 牡2鹿 55 岩部 純二 	友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか カタオカフアーム 446＋ 21：56．42� 292．9�
24 カネトシモナカ 牡2黒鹿55 木幡 初広兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 梅田牧場 472－ 41：56．71� 120．3�
713 ファインクリスエス 牡2黒鹿55 江田 照男井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 466－ 21：56．8� 127．3�
36 ソフィスティケイト 牡2青 55 吉田 豊 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 456－ 2 〃 アタマ 35．8�
35 トーアキヨモリ 牡2鹿 55

53 △杉原 誠人高山ランド	 星野 忍 豊浦トーア牧場 542－ 21：57．54 279．5�
611 キンノタマゴ 牡2鹿 55 石橋 脩田頭 勇貴氏 大和田 成 新ひだか 三石橋本牧場 442－ 81：59．2大差 30．6�
612	 ウエスタンイヴ 牝2黒鹿54 田中 勝春 	ウエスタンファーム 藤沢 和雄 米 Winches-

ter Farm 462± 01：59．83� 4．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，309，600円 複勝： 47，753，500円 枠連： 16，364，700円
馬連： 54，882，800円 馬単： 36，354，200円 ワイド： 29，038，300円
3連複： 74，853，400円 3連単： 114，624，900円 計： 400，181，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 230円 � 520円 枠 連（7－8） 890円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，970円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 8，280円 3 連 単 ��� 28，550円

票 数

単勝票数 計 263096 的中 � 59650（1番人気）
複勝票数 計 477535 的中 � 105344（1番人気）� 55346（4番人気）� 18573（7番人気）
枠連票数 計 163647 的中 （7－8） 13720（4番人気）
馬連票数 計 548828 的中 �� 33973（5番人気）
馬単票数 計 363542 的中 �� 13400（5番人気）
ワイド票数 計 290383 的中 �� 16656（4番人気）�� 3474（20番人気）�� 2686（28番人気）
3連複票数 計 748534 的中 ��� 6679（25番人気）
3連単票数 計1146249 的中 ��� 2963（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．6―50．3―1：02．7―1：15．5―1：28．2―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サムソンズシエル �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．8．18 新潟5着

2011．4．10生 牡2鹿 母 ヴィヴィッドカラー 母母 アドマイヤライト 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キンノタマゴ号・ウエスタンイヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月

21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。
（非抽選馬） 4頭 アイヅバレット号・シャイニーパティオ号・トシルビー号・ニルス号
※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。

第５回 中山競馬 第７日



3307512月21日 晴 稍重 （25中山5）第7日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時45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

510 ショウナンラグーン 牡2黒鹿55 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞�湖 レイクヴィラファーム 494＋ 22：04．4 26．2�
48 マイネルヴェルト 牡2芦 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 6 〃 アタマ 3．8�
24 ロッカバラード 牡2青鹿55 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 440± 02：04．61� 3．5�
12 ゴールドアクター 牡2青鹿55 石橋 脩居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 484－ 42：04．7� 12．9�
11 サトノバセロン 牡2青鹿55 吉田 隼人里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500－ 22：04．8� 14．0	
35 ミュゼエクスプレス �2栗 55 西田雄一郎髙橋 仁氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 B478－ 42：05．01� 60．5

47 ア タ リ ク ジ 牡2鹿 55

53 △杉原 誠人小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 472＋ 8 〃 クビ 52．9�
23 コスモポルカ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新ひだか 静内酒井牧場 494－ 42：05．21� 84．5�
818 スーパーハリケーン 牡2鹿 55 北村 宏司草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 470＋ 22：05．41� 6．1
612 ガ ラ ハ ッ ド �2青鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 436－ 22：05．5クビ 34．5�
59 タ ニ タ ニ 牡2黒鹿55 田中 勝春中村 祐子氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 504－102：05．81	 76．2�
715 ヒ シ ニ ー ス 牝2鹿 54 木幡 初広阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 カミイスタット 438－ 22：05．9クビ 164．6�
816 キネオメジャー 牡2栗 55 R．ムーア 吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B474＋ 2 〃 クビ 11．0�

（英）

713 マイネルレパード 牡2鹿 55 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 厚真 阿部 栄乃進 450＋ 42：06．0� 40．7�

714 マイネルクロノス 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 剛 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 62：06．21� 63．2�

817 ワンハンドカット 牡2鹿 55 M．デムーロ丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 496＋ 42：06．62� 22．5�
（仏）

611 サクラフォンテーヌ 牝2黒鹿54 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 436－ 22：06．91	 12．4�
36 フクノゲイボルグ 牡2芦 55 津村 明秀福島 実氏 岩戸 孝樹 日高 瀬戸牧場 460－ 22：07．75 189．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，453，000円 複勝： 48，478，800円 枠連： 21，157，600円
馬連： 57，043，400円 馬単： 35，130，300円 ワイド： 30，557，100円
3連複： 76，401，800円 3連単： 111，287，000円 計： 405，509，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 550円 � 150円 � 160円 枠 連（4－5） 4，010円

馬 連 �� 5，750円 馬 単 �� 14，190円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 1，740円 �� 290円

3 連 複 ��� 6，650円 3 連 単 ��� 65，290円

票 数

単勝票数 計 254530 的中 � 7664（9番人気）
複勝票数 計 484788 的中 � 15754（9番人気）� 103826（1番人気）� 96541（2番人気）
枠連票数 計 211576 的中 （4－5） 3899（15番人気）
馬連票数 計 570434 的中 �� 7331（21番人気）
馬単票数 計 351303 的中 �� 1828（48番人気）
ワイド票数 計 305571 的中 �� 4647（18番人気）�� 3939（21番人気）�� 31242（1番人気）
3連複票数 計 764018 的中 ��� 8479（15番人気）
3連単票数 計1112870 的中 ��� 1258（174番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．2―13．0―13．1―13．1―12．6―12．4―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．0―49．0―1：02．1―1：15．2―1：27．8―1：40．2―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンラグーン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2013．8．4 函館7着

2011．2．23生 牡2黒鹿 母 メジロシャレード 母母 メジロドーベル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時40分に変更。
〔制裁〕 サトノバセロン号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成26年1月5日から平成26年1月

6日まで騎乗停止。（被害馬：14番・17番）
※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 ストラクチャード号・ナイフリッジ号・ブラウンネプチュー号・マイネルミランダス号
※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。

3307612月21日 晴 不良 （25中山5）第7日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時15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

33 � シ ャ ラ ク 牡2鹿 55 蛯名 正義林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike
Abraham 500 ―1：12．3 3．1�

44 ノボキャビア 牝2栗 54 内田 博幸�LS.M 森 秀行 浦河 高昭牧場 466 ―1：12．51 5．2�
79 � ヒャクバイガエシ 牡2栗 55 M．デムーロ幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米

Alastar Thor-
oughbred Com-
pany LLC

460 ― 〃 クビ 6．2�
（仏）

22 スカイグランジャー 牡2鹿 55 村田 一誠小林 久義氏 中川 公成 えりも エクセルマネジメント 508 ―1：12．71� 54．3�
67 ヒカリブランデー 牡2鹿 55 吉田 隼人�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 480 ― 〃 ハナ 18．9�
811 ソアリングホーク 牡2鹿 55 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 492 ― 〃 クビ 13．5	
55 スズカオーショウ 牡2栗 55 大野 拓弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 488 ―1：12．8	 11．4

11 ドラゴンスピード 牡2栗 55 北村 宏司窪田 康志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 514 ―1：12．9クビ 3．6�
710 ボンクラージュ 牝2鹿 54 勝浦 正樹桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 418 ―1：13．22 104．6�
56 ミレニアムスター 牡2芦 55

53 △杉原 誠人吉田 正志氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム 488 ― 〃 ハナ 25．4
68 ショウカンロン 牡2芦 55 丹内 祐次 �荻伏三好ファーム 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム 484 ―1：13．94 114．1�
812 ポッドボーイ 牡2青鹿55 嘉藤 貴行小川眞査雄氏 土田 稔 新冠 川上 悦夫 470 ―1：14．32
 118．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，446，300円 複勝： 40，073，600円 枠連： 11，576，800円
馬連： 47，684，400円 馬単： 35，041，000円 ワイド： 21，788，800円
3連複： 57，274，800円 3連単： 105，876，900円 計： 342，762，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 200円 � 190円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 350円 �� 340円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 6，620円

票 数

単勝票数 計 234463 的中 � 60772（1番人気）
複勝票数 計 400736 的中 � 106012（1番人気）� 45625（4番人気）� 49170（3番人気）
枠連票数 計 115768 的中 （3－4） 10934（2番人気）
馬連票数 計 476844 的中 �� 42916（2番人気）
馬単票数 計 350410 的中 �� 17100（3番人気）
ワイド票数 計 217888 的中 �� 15919（3番人気）�� 16266（2番人気）�� 9715（6番人気）
3連複票数 計 572748 的中 ��� 26289（3番人気）
3連単票数 計1058769 的中 ��� 11818（10番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．2―12．1―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．6―46．7―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シ ャ ラ ク �
�
父 Cowboy Cal �

�
母父 Lord Carson 初出走

2011．2．10生 牡2鹿 母 Carson City Red 母母 Marlenesatthemall 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時05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。

追 加 記 事（第 5回中山競馬第 6日第 2競走）
〔その他〕　　トーセンプレジオ号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3307712月21日 晴 稍重 （25中山5）第7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

48 オウケンブラック 牡2鹿 55 松岡 正海福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 480 ―1：36．9 19．0�
11 ビービーオドラント 牝2黒鹿54 田辺 裕信坂東 勝彦氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 452 ―1：37．11 4．4�
23 リュクサンブール 牡2鹿 55 M．デムーロ村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456 ― 〃 クビ 12．1�

（仏）

24 ノリノリハッピー 牡2栗 55 R．ムーア 足立 範子氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 470 ―1：37．2クビ 2．4�
（英）

612 シャインプレイン 牝2栗 54 北村 宏司�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498 ―1：37．62� 8．7�

12 ヤマニンマルキーザ 牡2栗 55 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 466 ― 〃 クビ 14．6	
815 マンハッタンレディ 牝2芦 54 吉田 隼人吉田 和美氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 490 ―1：37．7	 59．2

59 シャドウマスク 牝2青鹿54 内田 博幸飯塚 知一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 458 ―1：38．01	 6．8�
36 プラチナムーン 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか 橋本牧場 402 ― 〃 ハナ 49．3�
35 グロリアスヴァレー 牝2鹿 54 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか カントリー牧場 396 ―1：38．32 140．8
713 ラ ブ コ ー ル 牝2芦 54 津村 明秀畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 442 ―1：38．51
 67．5�
47 スクリットリーチェ 牝2青鹿54 黛 弘人岡田 壮史氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 436 ―1：38．71
 142．1�
816 ミルノワール 牝2青鹿54 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454 ―1：38．8	 17．3�
510 プ レ ー ル 牝2青 54 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 上村 清志 482 ― 〃 クビ 69．1�
611 タケデンカジュアル 牝2黒鹿54 中谷 雄太武市 弘氏 嶋田 潤 新冠 新冠橋本牧場 462 ―1：39．75 312．3�
714 シュシュフルール 牝2青鹿 54

53 ☆横山 和生菅波立知子氏 勢司 和浩 青森 マルシチ牧場 470 ―1：40．44 275．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，964，600円 複勝： 35，984，000円 枠連： 16，689，500円
馬連： 48，669，500円 馬単： 31，869，100円 ワイド： 21，820，700円
3連複： 59，669，400円 3連単： 94，204，800円 計： 333，871，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 370円 � 190円 � 310円 枠 連（1－4） 2，330円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 9，330円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，670円 �� 780円

3 連 複 ��� 9，800円 3 連 単 ��� 76，910円

票 数

単勝票数 計 249646 的中 � 10400（8番人気）
複勝票数 計 359840 的中 � 23379（6番人気）� 58922（2番人気）� 29249（5番人気）
枠連票数 計 166895 的中 （1－4） 5305（10番人気）
馬連票数 計 486695 的中 �� 10131（16番人気）
馬単票数 計 318691 的中 �� 2521（33番人気）
ワイド票数 計 218207 的中 �� 4156（16番人気）�� 3145（24番人気）�� 7173（9番人気）
3連複票数 計 596694 的中 ��� 4494（33番人気）
3連単票数 計 942048 的中 ��� 904（237番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．1―48．3―1：00．7―1：12．8―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オウケンブラック �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ア サ テ ィ ス 初出走

2011．4．6生 牡2鹿 母 メジロバーミューズ 母母 メジロエバート 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時30分に変更。
〔制裁〕 ビービーオドラント号の調教師久保田貴士は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 クインズフローリー号・ダイワシェリー号・チャンピオンパイロ号・ナカヤマジェンヌ号・バリス号・ヒロソーラー号
※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。

3307812月21日 晴 不良 （25中山5）第7日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時35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

611� ビービーボイジャー 牡3栗 56 江田 照男�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 496＋ 21：10．2 5．4�
612 ピグマリオン 牡4鹿 57 M．デムーロ �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 21：10．52 1．7�

（仏）

510 プリティーキャロル 牝3芦 54 北村 宏司伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 460＋ 4 〃 クビ 10．6�
48 ディアイレイザー 牡4栗 57 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 B488＋121：10．81� 26．7�
714� ショウナンサッチモ 牡4栗 57 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 森永牧場 504＋281：11．22� 28．9�
713� ヒミノコンドル 牡3鹿 56 柴田 大知佐々木八郎氏 天間 昭一 新冠 須崎牧場 518＋ 4 〃 ハナ 73．8	
36 トミケンスプリング 牝4青鹿55 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 482± 01：11．62� 163．3

23 ジ ョ バ イ ロ 牡3鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 498＋121：11．7� 11．6�
59 ダンディーソル 牡3青鹿56 田中 博康 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 488＋12 〃 アタマ 46．8�
35 インスペード 牡4黒鹿57 横山 典弘ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 472－101：11．91� 14．6�
815 ローゼズガーランド 牝4鹿 55

54 ☆横山 和生藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 488－ 41：12．0クビ 52．3�
816 ビッグダージリン 牝3鹿 54 柴山 雄一関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 B466± 0 〃 クビ 76．0�
12 カワキタシャウト 牡3鹿 56 松岡 正海川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 490＋ 21：12．1クビ 13．6�
47 � コーリンヴァレロ 牡5鹿 57 西田雄一郎伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 512＋ 41：12．3� 421．5�
11 � ミススキャンダル 牝3栗 54 村田 一誠吉澤 克己氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 418－ 91：12．93� 181．7�
24 クラウンフィデリオ 牡5栗 57 丸田 恭介クラウン 天間 昭一 浦河 中島牧場 472－ 41：13．21� 163．3


（16頭）

売 得 金
単勝： 28，772，000円 複勝： 46，068，700円 枠連： 17，671，400円
馬連： 57，878，500円 馬単： 40，390，600円 ワイド： 28，685，800円
3連複： 74，195，600円 3連単： 133，833，200円 計： 427，495，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 150円 � 110円 � 180円 枠 連（6－6） 490円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 230円 �� 620円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 5，550円

票 数

単勝票数 計 287720 的中 � 42443（2番人気）
複勝票数 計 460687 的中 � 71074（2番人気）� 181247（1番人気）� 46225（3番人気）
枠連票数 計 176714 的中 （6－6） 26890（1番人気）
馬連票数 計 578785 的中 �� 92793（1番人気）
馬単票数 計 403906 的中 �� 25636（3番人気）
ワイド票数 計 286858 的中 �� 34469（1番人気）�� 9451（7番人気）�� 34250（2番人気）
3連複票数 計 741956 的中 ��� 52312（1番人気）
3連単票数 計1338332 的中 ��� 17812（6番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―11．8―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．9―45．7―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．3
3 8（10，11）（4，5，12）6（1，15）（2，9）（3，7）－（16，14）－13 4 ・（8，10）11（4，5，12）－6（15，9）（1，2）（3，7，14）16－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ビービーボイジャー �
�
父 アルカセット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2010．3．21生 牡3栗 母 タガノチャッター 母母 チャッターボックス 12戦1勝 賞金 15，798，000円
地方デビュー 2012．7．11 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時55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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エゾムサシ号・サザランディー号・バーニングハート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3307912月21日 晴 不良 （25中山5）第7日 第7競走 ��2，500�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 マイネルティンラン 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 22：39．3 16．0�

612� カンタベリーナイト 牡4鹿 57 酒井 学峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B506＋ 82：39．51� 18．8�
59 ポッドフェローズ 牡3鹿 55 北村 宏司小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 482＋ 82：39．92� 8．3�
47 � マックスロノ 牡4栗 57 R．ムーア 田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 B494＋ 4 〃 クビ 8．7�

（英）

714 バ ン ク シ ー 牡3鹿 55
53 △杉原 誠人渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 474－ 22：40．0クビ 72．3�

12 イルポスティーノ 牡4栗 57 田辺 裕信 	サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B496－ 62：40．32 3．0

48 メイスンキャプテン 牡4栗 57 丹内 祐次梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 504－ 4 〃 クビ 7．3�
23 メ イ ラ ー ド 牡3栗 55

54 ☆横山 和生 	キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 470＋ 8 〃 ハナ 140．4�
713 ディーエスコマンド 牡3鹿 55 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 484－ 22：40．83 21．6
24 リライブナカヤマ 牡3鹿 55 吉田 豊	中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 B460＋ 62：41．12 10．4�
816 フィーユブルー �4鹿 57 M．デムーロ青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B482＋ 42：41．95 5．0�

（仏）

611 ガッテンキャンパス 牡4鹿 57 柴田 善臣栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 452＋ 82：42．75 205．2�
36 ウ ル フ 牡3黒鹿55 田中 博康	ターフ・スポート高橋 文雅 浦河 鵜木 唯義 460± 02：43．12� 174．1�
11 ポークチョップ 牝3鹿 53 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 464＋ 42：43．2� 75．8�
815� ブランドハーバー 牡4栗 57 大庭 和弥榎本 富三氏 嶋田 潤 新冠 北星村田牧場 516－ 42：45．0大差 199．9�
35 シゲルラシンバンザ 牡3鹿 55 中舘 英二森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 470± 02：47．5大差 23．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，441，400円 複勝： 38，423，800円 枠連： 18，131，100円
馬連： 61，433，400円 馬単： 36，430，100円 ワイド： 26，653，400円
3連複： 76，072，000円 3連単： 118，384，500円 計： 397，969，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 460円 � 540円 � 280円 枠 連（5－6） 4，710円

馬 連 �� 10，730円 馬 単 �� 24，340円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 1，440円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 26，470円 3 連 単 ��� 208，520円

票 数

単勝票数 計 224414 的中 � 11083（7番人気）
複勝票数 計 384238 的中 � 21354（7番人気）� 17801（8番人気）� 39884（3番人気）
枠連票数 計 181311 的中 （5－6） 2844（16番人気）
馬連票数 計 614334 的中 �� 4226（31番人気）
馬単票数 計 364301 的中 �� 1105（66番人気）
ワイド票数 計 266534 的中 �� 2757（28番人気）�� 4617（19番人気）�� 3806（23番人気）
3連複票数 計 760720 的中 ��� 2121（74番人気）
3連単票数 計1183845 的中 ��� 419（507番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．4―13．0―13．0―13．1―13．4―13．1―12．5―12．4―12．6―13．3―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―18．1―29．5―42．5―55．5―1：08．6―1：22．0―1：35．1―1：47．6―2：00．0―2：12．6―2：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．7―3F39．3
1
�
1－5（7，6）（2，16）13（4，10）9＝（14，12）－（3，11）－8－15・（1，7，2）10－（4，16，13）（14，12）（9，6，11）3－8－5＝15

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

勝馬の
紹 介

マイネルティンラン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2010．10．17 京都11着

2008．4．27生 牡5栗 母 マイネブリリアン 母母 タケノフラッグ 32戦3勝 賞金 31，320，000円
［他本会外：4戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時20分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルラシンバンザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月21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を表示している。

3308012月21日 晴 不良 （25中山5）第7日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時35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

714 エ ル マ ン ボ 牡3青鹿56 R．ムーア �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 524＋ 41：52．0 1．2�
（英）

510 マ ル マ ロ ス 牡3芦 56 柴山 雄一ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B508－ 81：52．63� 65．4�
36 ナムラショウリ 牡3鹿 56 田辺 裕信奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 454＋ 81：52．81	 11．5�
23 ボップリヴァーサル 牡3鹿 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 佐々木 恵一 506＋ 41：52．9� 157．0�
612 マイネルガネーシャ 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 520＋261：53．32� 124．1	
611 サンマルスピリット 牡3鹿 56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 506＋ 61：53．4� 16．8

815 コ ウ ジ ョ ウ 牡3栗 56 横山 義行小菅 定雄氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 506－ 21：53．5� 28．5�
48 ヤマニンティグル 牡5鹿 57

54 ▲花田 大昂土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 B472＋101：53．6� 119．5�
11 
 ホクレアポパイ �4黒鹿57 柴田 善臣萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 430＋ 41：54．13 24．9
47 サトノマーキュリー 牡3黒鹿 56

55 ☆横山 和生里見 治氏 国枝 栄 むかわ 上水牧場 B482＋ 61：54．2� 46．8�
816
 グッドシーユー 牡5黒鹿57 北村 宏司荒牧 政美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504＋ 6 〃 クビ 104．0�
59 ハリマヤヨサコイ 牡3鹿 56 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 B478＋ 81：54．3� 174．9�
24 レイキッシュボーイ 牡3栗 56 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 8 〃 クビ 16．7�
35 ヴェルフェン 牡3芦 56 石橋 脩�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 494＋ 41：55．25 22．8�
713 ポーラーシェーン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行山下 恭茂氏 蛯名 利弘 浦河 山下 恭茂 458＋ 21：58．4大差 549．0�
12 マ グ ネ イ ト 牡3栗 56 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか キヨタケ牧場 484＋ 72：01．1大差 43．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，655，500円 複勝： 120，801，300円 枠連： 23，406，300円
馬連： 77，645，400円 馬単： 63，887，300円 ワイド： 38，435，700円
3連複： 100，547，200円 3連単： 221，775，200円 計： 691，153，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 640円 � 190円 枠 連（5－7） 1，810円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 820円 �� 260円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 15，380円

票 数

単勝票数 計 446555 的中 � 296518（1番人気）
複勝票数 計1208013 的中 � 869875（1番人気）� 14485（10番人気）� 72233（2番人気）
枠連票数 計 234063 的中 （5－7） 9590（7番人気）
馬連票数 計 776454 的中 �� 25641（9番人気）
馬単票数 計 638873 的中 �� 17210（11番人気）
ワイド票数 計 384357 的中 �� 10784（8番人気）�� 43490（1番人気）�� 3752（25番人気）
3連複票数 計1005472 的中 ��� 18355（12番人気）
3連単票数 計2217752 的中 ��� 10646（43番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．6―12．4―11．9―12．3―12．7―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．8―49．2―1：01．1―1：13．4―1：26．1―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ル マ ン ボ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．7．20 福島2着

2010．2．5生 牡3青鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind 5戦2勝 賞金 18，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時45分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポーラーシェーン号・マグネイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月

21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） 1頭 グラマラスグロウ号
（非抽選馬） 3頭 ヴィルトグラーフ号・タツショウワ号・トウショウプライド号
※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。



3308112月21日 晴 稍重 （25中山5）第7日 第9競走 ��
��1，200�クリスマスローズステークス

発走14時05分 （芝・右・外）
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 1，500，000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
1：07．8
1：07．8

良
良

12 ネ ロ 牡2栗 55 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 460－ 81：09．5 3．8�
11 シ ゲ ル カ ガ 牡2鹿 56 R．ムーア 森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 500± 0 〃 ハナ 2．8�

（英）

59 ヒカルカミヒコーキ 牡2鹿 55 横山 典弘髙橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 守矢牧場 492＋ 21：09．71� 6．4�
47 アルマエルナト 牡2栗 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 460＋10 〃 クビ 4．9�
48 クラウンルシフェル 牡2栗 55 丸田 恭介�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 482＋ 41：09．91	 79．0�
23 アローズグリーム 牡2鹿 55 M．デムーロ門野 文典氏 和田 雄二 浦河 日田牧場 502± 01：10．21
 16．1	

（仏）

24 テルミドール 牝2黒鹿54 吉田 豊
ミルファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 41：10．3クビ 45．2�
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 432－ 2 〃 アタマ 71．0�
816 ウインイルソーレ 牡2鹿 55 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 480＋ 41：10．4クビ 23．1
714 グ ラ ン ツ 牡2黒鹿55 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 41：10．5	 34．8�
713 フリュクティドール 牝2鹿 54 嘉藤 貴行
ミルファーム 田中 清隆 日高 戸川牧場 422＋ 2 〃 クビ 48．8�
815 ユールドゥー 牡2鹿 55 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 470＋ 61：10．6クビ 54．1�
612 ウインエフォート 牡2栗 55 丹内 祐次�ウイン 清水 美波 青森 青南ムラカミ

ファーム 468－ 6 〃 クビ 310．5�
510� キタサンシンゲキ 牡2鹿 55 武士沢友治
大野商事 小笠 倫弘 新ひだか カタオカステーブル 474－ 4 〃 ハナ 40．1�
611 シャインシュラーク 牡2栗 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド 464＋ 21：10．81 140．5�
36 ビービーブレイン 牡2鹿 55 石橋 脩
坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 476－161：12．07 51．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，622，600円 複勝： 69，624，700円 枠連： 34，278，600円
馬連： 126，061，600円 馬単： 68，382，100円 ワイド： 46，865，200円
3連複： 142，584，800円 3連単： 244，821，900円 計： 775，241，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 140円 � 180円 枠 連（1－1） 580円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 280円 �� 430円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 6，290円

票 数

単勝票数 計 426226 的中 � 89978（2番人気）
複勝票数 計 696247 的中 � 134345（2番人気）� 149064（1番人気）� 91058（4番人気）
枠連票数 計 342786 的中 （1－1） 43644（3番人気）
馬連票数 計1260616 的中 �� 166631（1番人気）
馬単票数 計 683821 的中 �� 37400（2番人気）
ワイド票数 計 468652 的中 �� 46255（1番人気）�� 26342（4番人気）�� 23744（5番人気）
3連複票数 計1425848 的中 ��� 72050（2番人気）
3連単票数 計2448219 的中 ��� 28743（8番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．3―12．0―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．5―45．5―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．0
3 1，2－（4，8）－（7，9）3，12（14，13）（10，15，16）－（6，11）5 4 1，2（4，8）9，7（12，13）（3，16）（14，15）（10，11）5－6

勝馬の
紹 介

ネ ロ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．17 新潟1着

2011．5．27生 牡2栗 母 ニシノタカラヅカ 母母 デユプリシト 6戦2勝 賞金 25，758，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時10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。

3308212月21日 晴 稍重 （25中山5）第7日 第10競走
第136回農林水産省賞典

��4，100�中 山 大 障 害（Ｊ・ＧⅠ）
発走14時45分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳61�4歳以上63�，牝馬2�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000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4：37．2良

12 アポロマーベリック 牡4鹿 63 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 528－ 24：45．8 10．1�
36 � ハッピーティア 牝5鹿 61 平沢 健治丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 486＋ 24：47．18 43．6�
35 メイショウブシドウ 牡4青鹿63 熊沢 重文松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 454－ 24：47．3� 4．0�
23 バアゼルリバー 牡7鹿 63 小坂 忠士市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 2 〃 ハナ 2．5�
59 エアペイシェンス 牡7栗 63 高田 潤 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452－124：47．4� 5．3�
47 セ イ エ イ 牡5栗 63 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 540＋ 64：47．82� 52．5	
713 サンレイデューク 牡5鹿 63 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 458－ 24：48．65 56．6

24 テ ル バ イ ク 牡5栗 63 山本 康志加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ 480＋ 24：48．7クビ 130．8�
510 メイショウヨウドウ 	5黒鹿63 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 476－ 64：49．01� 8．8�
815 スズカマジェスタ 牡5青鹿63 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 490＋104：49．74 35．9
612 スプリングゲント 牡13鹿 63 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 522－124：49．9� 46．8�
48 テイエムブユウデン 牡6鹿 63 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 468± 04：50．21� 38．9�
714� トーセンタイガー 牡5鹿 63 石神 深一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B544＋ 44：51．05 66．2�
11 コスモソユーズ 牡5栗 63 江田 勇亮 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 496－ 24：52．17 60．4�
816 ゴールデンガッツ 牡8栗 63 中村 将之�協栄 加用 正 門別 タバタファーム 506＋ 24：52．63 105．4�
611 メルシーエイタイム 牡11鹿 63 横山 義行永井 康郎氏 武 宏平 静内 田中 裕之 470± 0 （競走中止） 56．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，763，700円 複勝： 81，647，200円 枠連： 62，116，800円
馬連： 192，743，300円 馬単： 116，749，700円 ワイド： 69，813，600円
3連複： 268，252，000円 3連単： 499，805，600円 計： 1，353，891，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 340円 � 850円 � 200円 枠 連（1－3） 1，580円

馬 連 �� 17，400円 馬 単 �� 35，230円

ワ イ ド �� 4，670円 �� 840円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 21，150円 3 連 単 ��� 221，810円

票 数

単勝票数 計 627637 的中 � 49035（5番人気）
複勝票数 計 816472 的中 � 61995（5番人気）� 20698（7番人気）� 137589（2番人気）
枠連票数 計 621168 的中 （1－3） 29191（6番人気）
馬連票数 計1927433 的中 �� 8179（39番人気）
馬単票数 計1167497 的中 �� 2446（75番人気）
ワイド票数 計 698136 的中 �� 3561（48番人気）�� 21391（8番人気）�� 8856（19番人気）
3連複票数 計2682520 的中 ��� 9362（57番人気）
3連単票数 計4998056 的中 ��� 1663（464番人気）
上り 1マイル 1：48．9 4F 52．1－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アポロマーベリック �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 Theatrical デビュー 2011．11．26 東京7着

2009．4．15生 牡4鹿 母 オメガファスター 母母 フ ァ ス タ 障害：7戦3勝 賞金 108，071，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時50分に変更。
〔競走中止〕 メルシーエイタイム号は，1周目5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※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 コブラボール号



3308312月21日 晴 稍重 （25中山5）第7日 第11競走 ��
��1，200�ラピスラズリステークス

発走15時25分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

714 ア フ ォ ー ド 牡5鹿 56 中舘 英二前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 470＋ 81：09．4 56．5�
510 キングレオポルド 牡6鹿 56 R．ムーア 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 514± 01：09．5� 30．2�

（英）

612 プレイズエターナル 牡3黒鹿55 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B474－10 〃 ハナ 3．1�

24 サイレントソニック 牝5黒鹿54 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 460± 0 〃 クビ 17．3�
36 インプレスウィナー 牡6青 58 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 456＋ 2 〃 アタマ 48．0�
713 ダノンプログラマー 	7青鹿56 内田 博幸�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 468－ 61：09．6
 137．3	
816 ティーハーフ 牡3栗 54 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 2 〃 アタマ 33．5

11 アースソニック 牡4鹿 57 M．デムーロ前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 480－ 41：09．7
 3．4�

（仏）

12 ツインクルスター 牝4栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 492± 01：09．8クビ 9．1�
815 レオアクティブ 牡4栗 56 田辺 裕信�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 460＋101：10．01 16．0
47 ハ ノ ハ ノ 牡5鹿 57 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 466－ 2 〃 クビ 6．6�
611� レジェトウショウ 牝7栗 53 熊沢 重文トウショウ産業� 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 470－ 61：10．1クビ 179．9�
35 エーシンヒットマン 牡5栗 56 村田 一誠�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 B502± 01：10．2
 53．3�
48 ビラゴーティアラ 牝6鹿 54 黛 弘人三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 432＋ 21：10．3
 479．1�
23 メモリアルイヤー 牝5栗 54 蛯名 正義西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 484－ 41：10．4
 38．2�
59 モグモグパクパク 牡3栗 54 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 466＋ 6 〃 クビ 10．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，731，100円 複勝： 137，591，000円 枠連： 73，922，400円
馬連： 313，604，500円 馬単： 171，483，700円 ワイド： 109，053，700円
3連複： 404，973，000円 3連単： 774，026，200円 計： 2，063，385，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，650円 複 勝 � 1，050円 � 560円 � 150円 枠 連（5－7） 10，560円

馬 連 �� 60，750円 馬 単 �� 140，620円

ワ イ ド �� 10，590円 �� 2，700円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 63，550円 3 連 単 ��� 882，900円

票 数

単勝票数 計 787311 的中 � 10999（13番人気）
複勝票数 計1375910 的中 � 26272（13番人気）� 52593（8番人気）� 351520（1番人気）
枠連票数 計 739224 的中 （5－7） 5170（25番人気）
馬連票数 計3136045 的中 �� 3810（77番人気）
馬単票数 計1714837 的中 �� 900（161番人気）
ワイド票数 計1090537 的中 �� 2479（73番人気）�� 9940（29番人気）�� 18612（16番人気）
3連複票数 計4049730 的中 ��� 4703（147番人気）
3連単票数 計7740262 的中 ��� 647（1276番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．6―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．6―45．2―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア フ ォ ー ド �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ゼネラリスト デビュー 2010．10．23 福島1着

2008．3．21生 牡5鹿 母 プリティメイズ 母母 ハートリープス 23戦6勝 賞金 116，358，000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 ザラストロ号・ビウイッチアス号
※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。

3308412月21日 晴 稍重 （25中山5）第7日 第12競走 ��1，800�
と う じ

冬 至 特 別
発走16時00分 （芝・右）

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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

713 ウイングドウィール 牝4黒鹿55 M．デムーロ �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 480＋ 81：51．2 5．8�
（仏）

22 フィロパトール 牝4鹿 55 石橋 脩高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 466± 01：51．3� 27．6�
47 コスモバタフライ 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 488＋ 4 〃 クビ 16．6�
58 ア ン レ ー ル 牝3鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：51．4� 9．9�
35 ストラスペイ 牝4鹿 55 R．ムーア �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 ハナ 5．4	

（英）

34 セ ミ ニ ョ ン 牝5鹿 55 田辺 裕信伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 468＋ 41：51．5クビ 47．2


23 � エレガンテココ 牝5青 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 440＋ 2 〃 ハナ 126．9�
46 シャドウライフ 牝4黒鹿55 横山 典弘飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 クビ 53．0�
59 ラスヴェンチュラス 牝4鹿 55 蛯名 正義西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 420± 01：51．6� 3．4
815 ウィケットキーパー 牝4鹿 55 内田 博幸吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B450－ 4 〃 ハナ 13．8�
712 クラリティーエス 牝3青鹿54 吉田 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 480± 01：51．7クビ 20．4�
611 インダクティ 牝5黒鹿55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 400－ 41：51．8� 49．7�
610 テンシンランマン 牝3鹿 54 田中 勝春 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 482＋ 2 〃 アタマ 5．1�
814 ブルーバレット 牝3黒鹿54 横山 和生泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 460＋ 81：51．9クビ 84．4�
11 マイネソルシエール 牝5栗 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 482＋ 4 〃 クビ 166．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 57，869，300円 複勝： 99，453，800円 枠連： 41，799，000円
馬連： 157，047，800円 馬単： 82，935，900円 ワイド： 62，398，800円
3連複： 191，532，000円 3連単： 343，271，200円 計： 1，036，307，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 260円 � 690円 � 370円 枠 連（2－7） 5，610円

馬 連 �� 9，390円 馬 単 �� 15，570円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 1，480円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 27，060円 3 連 単 ��� 165，260円

票 数

単勝票数 計 578693 的中 � 79769（4番人気）
複勝票数 計 994538 的中 � 114137（4番人気）� 34156（9番人気）� 70936（6番人気）
枠連票数 計 417990 的中 （2－7） 5503（19番人気）
馬連票数 計1570478 的中 �� 12352（30番人気）
馬単票数 計 829359 的中 �� 3933（55番人気）
ワイド票数 計 623988 的中 �� 5506（33番人気）�� 10551（18番人気）�� 5671（31番人気）
3連複票数 計1915320 的中 ��� 5224（89番人気）
3連単票数 計3432712 的中 ��� 1533（508番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．9―12．6―12．5―12．4―12．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．0―50．6―1：03．1―1：15．5―1：27．6―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウイングドウィール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．7．23 新潟3着

2009．5．4生 牝4黒鹿 母 ウイングレット 母母 エアウイングス 22戦4勝 賞金 56，252，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 ブルーバレット号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻3分遅延。
※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。



（25中山5）第7日 12月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 189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

315，950，000円
9，180，000円
2，450，000円
28，990，000円
70，303，500円
6，779，200円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
467，482，600円
821，791，100円
354，825，600円
1，263，770，700円
763，931，200円
521，340，200円
1，619，400，700円
2，908，946，500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
計 8，721，488，600円

総入場人員 39，707名 （有料入場人員 ）
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