
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

3308512月22日 晴 重 （25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

713 アポロオオジャ 牡2栗 55 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 452＋ 21：12．3 3．6�
816 インスタイル 牡2鹿 55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：12．4� 6．6�
48 キョウエイアニラ 牡2青鹿55 三浦 皇成田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム 496＋101：12．61 7．2�
611 ブランドアオモリ 牡2鹿 55 岩田 康誠西村新一郎氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 B484＋ 4 〃 クビ 27．6�
24 ブラックメイプル 牡2鹿 55 戸崎 圭太松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 水丸牧場 510＋ 41：12．7クビ 3．8�
47 ダンディーライアン 牡2鹿 55 梶 晃啓 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 田原橋本牧場 510＋16 〃 ハナ 10．9	
815 コスモクラヴィス 牡2鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 正道 新冠 対馬 正 B498－ 61：13．01� 10．9

714 シゲルオオスミ 牝2鹿 54 丸田 恭介森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 448－ 61：13．1� 51．8�
612 カンスタントリー 牡2鹿 55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 486＋ 6 〃 クビ 104．5�
59 マスソングウインド 牡2黒鹿55 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 496＋ 61：13．41� 143．5
23 スイートジョジョ 牝2鹿 54 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 446± 01：13．82� 84．0�
12 オーバーテイク 牡2青 55 石橋 脩�橋本牧場 勢司 和浩 日高 浦新 徳司 442± 01：14．01	 33．6�
510 プ ラ ス ワ ン 牡2栗 55

52 ▲原田 和真西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 450－ 81：14．1クビ 289．9�
11 パーリーシェル 牝2栗 54 北村 宏司谷掛 龍夫氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 486＋141：14．84 9．7�
36 キンメリジャン 牝2鹿 54 勝浦 正樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 442－ 21：15．01	 246．2�
35 アイキャスト 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 日高 富川牧場 424－ 21：15．1� 63．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，082，400円 複勝： 61，490，500円 枠連： 22，061，800円
馬連： 82，860，700円 馬単： 50，897，400円 ワイド： 36，897，900円
3連複： 111，172，700円 3連単： 162，818，200円 計： 559，281，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 200円 � 190円 枠 連（7－8） 680円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 600円 �� 470円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 14，240円

票 数

単勝票数 計 310824 的中 � 68884（1番人気）
複勝票数 計 614905 的中 � 122377（1番人気）� 78361（4番人気）� 82115（3番人気）
枠連票数 計 220618 的中 （7－8） 24006（1番人気）
馬連票数 計 828607 的中 �� 40372（6番人気）
馬単票数 計 508974 的中 �� 13721（8番人気）
ワイド票数 計 368979 的中 �� 15173（6番人気）�� 20461（2番人気）�� 11902（10番人気）
3連複票数 計1111727 的中 ��� 30034（6番人気）
3連単票数 計1628182 的中 ��� 8442（25番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．4―12．4―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．8―46．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロオオジャ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 セイウンスカイ デビュー 2013．9．14 中山2着

2011．5．2生 牡2栗 母 バトルバーズアイ 母母 ナカミジユリアン 5戦1勝 賞金 10，350，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オーガンディー号・ギンザプレスト号・テツヤクン号
（非抽選馬） 7頭 ウインネオルーラー号・オールオブミー号・クラウンシンホニー号・サビーナクレスタ号・シゲルシモウサ号・

ゼンノブショウ号・プラウドワンダー号

3308612月22日 晴 重 （25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 （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
1：52．7
1：50．9

良
不良

510 ラインハーディー 牝2栗 54 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 476－ 21：55．0 2．3�
714 パナシュドール 牝2鹿 54 田辺 裕信落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 438－ 21：55．53 5．2�
12 ブルザンインディゴ 牝2芦 54 武士沢友治藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 436－ 61：55．6� 22．9�
816 ノースファイヤー 牝2青鹿54 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 490＋ 21：55．7� 11．1�
47 マダムジルウェット 牝2鹿 54 蛯名 正義髙樽さゆり氏 高木 登 日高 川端 正博 474－ 21：56．44 4．5�
611 エスティレジェンド 牝2黒鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 444± 01：56．61� 13．5	
815 ローズオヌットゥ 牝2鹿 54 柴山 雄一栗山 良子氏 土田 稔 平取 北島牧場 384－121：57．02� 100．0

713 マイネアバンガルド 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 41：57．1クビ 282．5�
612 アイヅラブリー 牝2鹿 54 丸田 恭介真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 462－ 2 〃 クビ 35．4
23 ベストギフト 牝2黒鹿54 吉田 豊石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 444－ 61：57．84 18．7�
36 ナッツハッピー 牝2栗 54

52 △杉原 誠人飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 426－ 81：57．9クビ 128．6�
48 ス ク ノ ー ド 牝2栗 54 黛 弘人石瀬 浩三氏 奥平 雅士 洞�湖 レイクヴィラファーム 456＋ 41：58．43 230．4�
11 ホワイトマニキュア 牝2芦 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B452－ 61：58．71� 22．0�

（仏）

59 ヤサカメジェール 牝2黒鹿 54
51 ▲原田 和真志邑 宣彦氏 根本 康広 日高 高柳 隆男 504－ 6 〃 クビ 489．0�

35 オーマイレディ 牝2栗 54 北村 宏司村田 哲朗氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 458＋ 41：59．01� 25．8�
24 グランドシャルマン 牝2鹿 54

53 ☆横山 和生�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450－ 22：03．3大差 241．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，007，400円 複勝： 55，146，100円 枠連： 20，210，200円
馬連： 79，194，300円 馬単： 52，676，500円 ワイド： 36，722，000円
3連複： 102，922，500円 3連単： 163，312，600円 計： 543，191，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 170円 � 380円 枠 連（5－7） 520円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 290円 �� 780円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 7，950円

票 数

単勝票数 計 330074 的中 � 115283（1番人気）
複勝票数 計 551461 的中 � 139164（1番人気）� 90786（3番人気）� 27334（6番人気）
枠連票数 計 202102 的中 （5－7） 28772（1番人気）
馬連票数 計 791943 的中 �� 95650（2番人気）
馬単票数 計 526765 的中 �� 47843（1番人気）
ワイド票数 計 367220 的中 �� 36212（2番人気）�� 10858（8番人気）�� 9098（10番人気）
3連複票数 計1029225 的中 ��� 23883（7番人気）
3連単票数 計1633126 的中 ��� 15169（14番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．0―12．9―12．9―12．6―12．8―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．8―50．7―1：03．6―1：16．2―1：29．0―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラインハーディー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．10．6 東京2着

2011．5．14生 牝2栗 母 デライトポイント 母母 マッチポイント 4戦1勝 賞金 8，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランドシャルマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月22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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウインシンデレラ号・タカラキャメロン号・マユラウインド号
※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。

第５回 中山競馬 第８日



3308712月22日 晴 重 （25中山5）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11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
1：52．7
1：50．9

良
不良

59 メジャーステップ 牡2栗 55 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 490＋161：55．0 20．3�
（豪）

510 レ オ ニ ー ズ 牡2鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 2 〃 クビ 29．2�

（仏）

12 ゴールデンスピン 牡2栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 484－ 21：55．74 19．5�
35 ジーガークリスタル 牡2鹿 55 田辺 裕信�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 536－ 41：55．91� 51．0�
23 オメガグランディス 牡2鹿 55 C．ルメール 原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 504＋101：56．11 12．2�

（仏）

816 ミヤビアンバー 牡2鹿 55 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 金石牧場 492＋ 2 〃 クビ 16．5	
611 キタサンダイチ 牡2青鹿55 戸崎 圭太�大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 460－ 21：56．2クビ 25．1

36 タマモマズルカ 牡2黒鹿55 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 512＋ 41：56．3� 3．9�
714 マンボプリンス 牡2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 三石ファーム B464＋ 41：56．4クビ 145．4
47 ルールブック 牡2黒鹿55 R．ムーア �下河辺牧場 木村 哲也 大樹 大樹ファーム 498－ 8 〃 アタマ 12．8�

（英）

48 ドラムメジャー 牡2青 55 石橋 脩本間 茂氏 相沢 郁 新冠 競優牧場 460－ 21：56．82� 2．0�
713 リムショット 牡2栗 55

54 ☆横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 454－ 41：57．12 21．3�
24 ウインカレント 牡2鹿 55 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 松浦牧場 488＋101：58．69 218．2�
612 センショウフージン 牡2栗 55 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 高橋 裕 青森 石田 英機 464－ 21：58．7クビ 326．4�
11 ビックナダディー 牡2鹿 55 柴田 大知平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 476± 01：59．55 311．6�
815 オブテネール �2鹿 55 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 478－182：00．45 104．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，737，400円 複勝： 67，059，200円 枠連： 21，913，900円
馬連： 79，006，300円 馬単： 58，999，600円 ワイド： 40，240，200円
3連複： 107，275，200円 3連単： 176，247，000円 計： 586，478，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 710円 � 870円 � 600円 枠 連（5－5） 15，950円

馬 連 �� 14，850円 馬 単 �� 34，730円

ワ イ ド �� 3，620円 �� 3，470円 �� 6，020円

3 連 複 ��� 129，580円 3 連 単 ��� 722，620円

票 数

単勝票数 計 357374 的中 � 13878（7番人気）
複勝票数 計 670592 的中 � 24823（9番人気）� 19961（10番人気）� 30014（7番人気）
枠連票数 計 219139 的中 （5－5） 1014（30番人気）
馬連票数 計 790063 的中 �� 3929（41番人気）
馬単票数 計 589996 的中 �� 1254（87番人気）
ワイド票数 計 402402 的中 �� 2742（35番人気）�� 2867（33番人気）�� 1637（49番人気）
3連複票数 計1072752 的中 ��� 611（196番人気）
3連単票数 計1762470 的中 ��� 180（1036番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．7―49．6―1：02．2―1：14．8―1：27．8―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．2
1
3
6，16（3，8）11（9，15）13（5，14，7）－（4，2）－10－12－1・（6，16）8（3，11）（9，10）5，7（15，2）14－4－13－（1，12）

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

勝馬の
紹 介

メジャーステップ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2013．9．17 中山10着

2011．4．3生 牡2栗 母 キャッチータイトル 母母 タ イ ト ル ド 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オブテネール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月22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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 カフェテキーラ号・クラシックメタル号・ディアヴォーグ号・テンノハゴロモ号・ポッドタイム号・ラインシャドー号
※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22日 晴 良 （25中山5）第8日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時30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
1：59．9
1：59．9

良
良

23 アデイインザライフ 牡2鹿 55 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 546 ―2：05．6 3．6�

612 コズミックライト 牡2栗 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 482 ―2：05．91� 23．8�
817 アンプラグド 牡2芦 55 R．ムーア 諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 500 ―2：06．32� 9．9�

（英）

816 エンブレイスライフ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹前原 敏行氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 480 ― 〃 クビ 55．5�
510	 レディシャングリラ 牝2芦 54 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 愛 Mr N.

Tsurumi 504 ― 〃 アタマ 7．8�
611 メーリングキャット 牝2鹿 54 江田 照男有限会社シルク菊川 正達 安平 ノーザンファーム 436 ―2：06．4� 18．2	
715 フ ァ ド ー グ 牡2黒鹿55 後藤 浩輝 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―2：06．5クビ 3．6

24 アサクサイイヤツ 牡2鹿 55 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 482 ―2：06．6� 12．8�
12 マイネルオプタ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 日高 オリオンファーム 466 ― 〃 クビ 51．5
47 アビエイター 牡2栗 55 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 広田牧場 528 ―2：06．7クビ 33．3�
35 サ ー シ ャ ン 牡2黒鹿55 C．ルメール 吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 三嶋牧場 502 ―2：06．8� 7．1�

（仏）

714 メローワイン 牡2鹿 55 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 森 牧場 510 ― 〃 クビ 240．5�
818 マサノサーパス 牡2芦 55 村田 一誠中村 時子氏 栗田 徹 新ひだか 中村 和夫 482 ―2：07．01� 60．6�
48 レオウィッシュ 牡2栗 55 津村 明秀�レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 468 ― 〃 クビ 149．7�
36 ウインゼーヴィント 牡2黒鹿55 大野 拓弥�ウイン 上原 博之 平取 スガタ牧場 494 ―2：08．49 41．3�
11 タ ケ シ ク ン 牡2鹿 55 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 458 ―2：09．35 53．7�
59 タカミツベイリー 牡2鹿 55 丸田 恭介高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 木村牧場 468 ―2：10．04 63．9�
713 タカイチカツトップ 牡2栗 55 吉田 隼人髙橋 一郎氏 嶋田 潤 新冠 ビッグレッドファーム B458 ―2：10．21� 150．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，542，300円 複勝： 47，101，200円 枠連： 25，765，500円
馬連： 75，183，500円 馬単： 48，298，500円 ワイド： 32，891，800円
3連複： 93，457，700円 3連単： 136，837，900円 計： 495，078，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 480円 � 330円 枠 連（2－6） 1，410円

馬 連 �� 5，980円 馬 単 �� 8，370円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 860円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 16，790円 3 連 単 ��� 90，410円

票 数

単勝票数 計 355423 的中 � 79352（1番人気）
複勝票数 計 471012 的中 � 82722（2番人気）� 22202（8番人気）� 35041（5番人気）
枠連票数 計 257655 的中 （2－6） 13550（8番人気）
馬連票数 計 751835 的中 �� 9283（21番人気）
馬単票数 計 482985 的中 �� 4262（27番人気）
ワイド票数 計 328918 的中 �� 4522（22番人気）�� 9849（8番人気）�� 2414（36番人気）
3連複票数 計 934577 的中 ��� 4110（46番人気）
3連単票数 計1368379 的中 ��� 1117（245番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．7―13．4―12．7―12．4―12．3―12．3―12．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―38．6―52．0―1：04．7―1：17．1―1：29．4―1：41．7―1：53．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

アデイインザライフ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2011．2．11生 牡2鹿 母 ラッシュライフ 母母 フレンドレイ 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジェネスグレイト号
※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。



3308912月22日 晴 重 （25中山5）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

510 ロマンシングジェム 牝3青鹿54 武 豊吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 492＋ 81：54．6 8．6�
816 グリューネヴォッヘ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 アタマ 7．3�
714 プリンセスカママル 牝3鹿 54 C．ウィリアムズ P.G．ファッジ氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 448＋ 21：54．81� 10．5�

（豪）

713 オメガラヴィータ 牝3栗 54 戸崎 圭太原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 474＋ 8 〃 クビ 12．4�
612 アンルーリー 牝3鹿 54 蛯名 正義ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 480－ 41：55．0� 3．9�
611 オータムカラー 牝4栗 55 M．デムーロ �社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484－ 21：55．85 45．8	
（仏）

47 アンジェラスベル 牝3鹿 54 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 460－ 2 〃 ハナ 216．3

48 ダイワプロシード 牝3栗 54 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 450± 01：56．12 41．5�
815 セカイノカナ 牝3芦 54 岩田 康誠泉 一郎氏 柴田 政人 新ひだか 坂本牧場 432－181：56．31� 95．6�
36 サイレントクロップ 牝4青鹿55 内田 博幸 グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム B538＋101：57．36 6．3�
59 	 オ フ シ ョ ア 牝4鹿 55 R．ムーア グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム B460－ 21：57．4
 7．2�

（英）

23 アイズオンリー 牝3芦 54 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 510＋12 〃 クビ 21．4�
24 エンドレスラヴ 牝3鹿 54 柴山 雄一山上 和良氏 中川 公成 日高 細川牧場 482＋ 4 〃 アタマ 36．2�
11 デルマハンニャ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 448＋101：57．61 104．5�
12 キープザサミット 牝3黒鹿54 福永 祐一G1レーシング 戸田 博文 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 21：59．19 8．1�
35 ハートアンドハート 牝3青鹿54 田中 勝春村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 478＋ 61：59．63 93．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，335，500円 複勝： 69，492，800円 枠連： 30，503，100円
馬連： 104，400，800円 馬単： 58，421，300円 ワイド： 47，303，000円
3連複： 139，862，400円 3連単： 198，532，500円 計： 684，851，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 290円 � 250円 � 440円 枠 連（5－8） 1，160円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，460円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 41，800円

票 数

単勝票数 計 363355 的中 � 33680（6番人気）
複勝票数 計 694928 的中 � 64599（5番人気）� 81079（3番人気）� 38316（8番人気）
枠連票数 計 305031 的中 （5－8） 19574（4番人気）
馬連票数 計1044008 的中 �� 29153（13番人気）
馬単票数 計 584213 的中 �� 9481（17番人気）
ワイド票数 計 473030 的中 �� 16041（6番人気）�� 7838（23番人気）�� 9621（16番人気）
3連複票数 計1398624 的中 ��� 12963（27番人気）
3連単票数 計1985325 的中 ��� 3506（128番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．5―13．4―12．5―11．8―12．6―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．8―51．2―1：03．7―1：15．5―1：28．1―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロマンシングジェム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Danehill デビュー 2012．11．25 東京8着

2010．2．21生 牝3青鹿 母 ル ビ ー 母母 Offshore Boom 13戦2勝 賞金 18，460，000円
〔騎手変更〕 ロマンシングジェム号の騎手田辺裕信は，検査のため武豊に変更。
※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。
（非抽選馬） 2頭 コスモレイラ号・メテオレイン号
※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。

3309012月22日 晴 重 （25中山5）第8日 第6競走 ��
��1，200�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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

48 � ク ロ タ カ 牝4黒鹿55 R．ムーア �槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 490＋ 81：10．4 2．8�
（英）

714 イーグルカザン 牡5鹿 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 522＋ 6 〃 ハナ 55．2�
713	 フェアエレン 牝4栗 55 武 豊前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar

Farm LLC 478＋ 21：10．5
 8．7�
816	 ローレンルーナ 牡4鹿 57 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 484＋ 4 〃 クビ 25．7�
47 ブロックコード 牡5青鹿57 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 488－ 21：11．03 107．9�
35 � アランルース �5栃栗57 柴田 善臣�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 460＋ 81：11．1クビ 37．9	
611	 シュトラール 牡3鹿 56 蛯名 正義前田 幸治氏 武藤 善則 米 Machmer

Hall 476± 0 〃 クビ 2．4

24 ド ナ リ サ 牝5鹿 55 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 474± 01：11．31� 28．9�
23 ワンモアジョー 牡6鹿 57 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 482＋121：11．51� 47．1�
510� チャンピオンヤマト 牡4鹿 57 岩田 康誠坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 474＋ 8 〃 アタマ 46．6
11 � ウエスタンムサシ 牡4芦 57 M．デムーロ西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 516＋ 81：11．71 16．8�

（仏）

59 	 カフェヒミコ 牝5鹿 55 横山 典弘西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi
Yoshizawa 552＋46 〃 ハナ 13．2�

612� コーリンハッピー 牝5芦 55 宮崎 北斗伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 472－ 6 〃 ハナ 358．7�
36 	 アポロノカンザシ 牝5栗 55 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B442＋ 21：12．12 87．2�
12 コップヒヤザケ 牡4鹿 57 三浦 皇成大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 482＋ 41：12．42 42．6�
815 バトルドミンゴ 牡4芦 57 津村 明秀宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 村上牧場 568＋ 41：14．010 35．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，919，500円 複勝： 72，195，600円 枠連： 31，889，700円
馬連： 116，060，200円 馬単： 72，281，000円 ワイド： 52，511，600円
3連複： 152，586，000円 3連単： 246，253，000円 計： 789，696，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 720円 � 260円 枠 連（4－7） 860円

馬 連 �� 7，190円 馬 単 �� 9，390円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 460円 �� 5，150円

3 連 複 ��� 17，380円 3 連 単 ��� 87，550円

票 数

単勝票数 計 459195 的中 � 129437（2番人気）
複勝票数 計 721956 的中 � 169130（2番人気）� 19804（10番人気）� 68479（3番人気）
枠連票数 計 318897 的中 （4－7） 27473（2番人気）
馬連票数 計1160602 的中 �� 11927（23番人気）
馬単票数 計 722810 的中 �� 5686（31番人気）
ワイド票数 計 525116 的中 �� 7348（20番人気）�� 30951（2番人気）�� 2348（53番人気）
3連複票数 計1525860 的中 ��� 6482（47番人気）
3連単票数 計2462530 的中 ��� 2076（230番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．0―12．0―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．0―45．0―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ク ロ タ カ �
�
父 シーキングザダイヤ �

�
母父 デ ヒ ア

2009．5．4生 牝4黒鹿 母 ラプンツェル 母母 ラ ク リ ス 6戦2勝 賞金 19，600，000円
地方デビュー 2012．6．6 門別

〔その他〕 バトルドミンゴ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 バトルドミンゴ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年1月22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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 ヴェイグストーリー号・ウエストハーバー号・キンショーユウジャ号・ストームジャガー号・ディアジーローズ号・

トップフライアー号・フォルテリコルド号
※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。



3309112月22日 晴 良 （25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 1，500，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．9

良
良

12 エアアンセム 牡2黒鹿55 C．ルメール �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 482－ 62：02．0 23．6�
（仏）

47 ベルキャニオン 牡2鹿 55 R．ムーア 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478± 02：02．1� 2．2�

（英）

817 クラリティシチー 牡2鹿 55 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ
ファーム 484＋ 2 〃 クビ 3．6�

24 ルファルシオン 牡2芦 55 蛯名 正義 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 504－ 22：02．42 111．0�
611 ウインマーレライ 牡2黒鹿56 丹内 祐次�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 62：02．5	 9．0�
48 シャンパーニュ 牡2芦 55 吉田 隼人 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 486＋ 6 〃 アタマ 46．7	
23 アグネスドリーム 牡2黒鹿55 川田 将雅渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 466＋ 62：02．6クビ 11．2

11 ネオヴァロン 牡2鹿 55 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 クビ 94．5�
510 マイネグレヴィル 牝2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 22：02．7クビ 16．3�
36 タルトオポム 牡2黒鹿55 横山 和生窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 446＋ 6 〃 クビ 21．5
713 トレクァルティスタ 牡2黒鹿55 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488＋12 〃 ハナ 14．1�
816 トーセンセラヴィ 牝2黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 482± 02：03．44 121．3�
59 マイネルゾンネ 牡2黒鹿55 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 486± 0 〃 ハナ 241．0�
35 レッドオラシオン 牡2芦 55 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B456＋ 62：03．82	 216．3�
612 ヴァンクウィッシュ 牡2青鹿55 後藤 浩輝前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 62：04．01
 156．7�
714 ピンクベリーニ 牝2鹿 54 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 456＋ 22：04．1	 146．7�
815 ジョウノムサシ 牡2鹿 55 M．デムーロ小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 478－ 22：08．8大差 27．7�

（仏）

（17頭）

売 得 金
単勝： 83，859，500円 複勝： 113，331，600円 枠連： 42，660，300円
馬連： 179，561，800円 馬単： 108，756，800円 ワイド： 75，568，300円
3連複： 219，226，200円 3連単： 360，578，800円 計： 1，183，543，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，360円 複 勝 � 440円 � 130円 � 140円 枠 連（1－4） 1，780円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 7，420円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，520円 �� 230円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 34，310円

票 数

単勝票数 計 838595 的中 � 28014（8番人気）
複勝票数 計1133316 的中 � 42737（9番人気）� 312185（1番人気）� 231819（2番人気）
枠連票数 計 426603 的中 （1－4） 17752（7番人気）
馬連票数 計1795618 的中 �� 52591（11番人気）
馬単票数 計1087568 的中 �� 10828（23番人気）
ワイド票数 計 755683 的中 �� 19630（11番人気）�� 10616（19番人気）�� 104265（1番人気）
3連複票数 計2192262 的中 ��� 54276（7番人気）
3連単票数 計3605788 的中 ��� 7756（96番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．1―12．3―12．2―11．9―12．1―12．3―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．1―48．4―1：00．6―1：12．5―1：24．6―1：36．9―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エアアンセム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京1着

2011．3．8生 牡2黒鹿 母 エアマグダラ 母母 エアデジャヴー 2戦2勝 賞金 22，427，000円
〔その他〕 ジョウノムサシ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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22日 晴 良 （25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，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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

47 � グランデスバル 牡5栗 53 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 492＋ 62：37．7 38．4�
611 ゴールドメイン 牡3栗 53 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 452± 02：37．8� 18．9�
36 カ ー マ イ ン 牡5鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－ 82：38．11� 28．3�
35 � ヴェルデライト 牝5鹿 51 江田 照男 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 472＋ 6 〃 クビ 141．9�
713 アイスフォーリス 牝4芦 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 472＋ 2 〃 ハナ 6．3	
815� モ シ モ シ 牝3黒鹿50 横山 和生小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 406± 0 〃 アタマ 30．7

714 リボントリコロール 牝3芦 54 横山 典弘 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 ハナ 3．9�
510 オメガユニコーン 牡3黒鹿53 M．デムーロ原 	子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 470＋ 42：38．2クビ 13．3�

（仏）

12 アドマイヤパーシア 牡5栗 55 田中 勝春近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 アタマ 29．0
816 ランフォージン 牡4黒鹿54 和田 竜二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 0 〃 クビ 27．8�
59 タガノレイヨネ 牡4栗 56 武 豊八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506－ 22：38．3クビ 6．8�
11 スノーストーム 牡3栗 53 福永 祐一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：38．4
 10．0�
23 トルークマクト 牡3鹿 53 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 448＋ 6 〃 ハナ 17．0�
24 ロードランパート 牡5鹿 55 後藤 浩輝 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 42：38．82
 16．6�
612 マイネルリヒト 牡4鹿 55 R．ムーア �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 486＋ 82：38．9クビ 6．9�
（英）

48 ネコタイショウ 牡3鹿 53 勝浦 正樹桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 442＋162：39．32
 30．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，014，300円 複勝： 99，966，100円 枠連： 65，377，200円
馬連： 195，069，500円 馬単： 99，807，000円 ワイド： 77，282，900円
3連複： 246，683，600円 3連単： 372，795，800円 計： 1，216，996，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，840円 複 勝 � 1，380円 � 630円 � 1，010円 枠 連（4－6） 7，860円

馬 連 �� 25，930円 馬 単 �� 59，260円

ワ イ ド �� 8，130円 �� 12，950円 �� 6，350円

3 連 複 ��� 223，660円 3 連 単 ��� 1，291，660円

票 数

単勝票数 計 600143 的中 � 12327（15番人気）
複勝票数 計 999661 的中 � 18471（15番人気）� 43694（9番人気）� 25938（13番人気）
枠連票数 計 653772 的中 （4－6） 6146（22番人気）
馬連票数 計1950695 的中 �� 5553（80番人気）
馬単票数 計 998070 的中 �� 1243（176番人気）
ワイド票数 計 772829 的中 �� 2341（92番人気）�� 1464（105番人気）�� 3004（80番人気）
3連複票数 計2466836 的中 ��� 814（435番人気）
3連単票数 計3727958 的中 ��� 213（2510番人気）

ハロンタイム 7．0―12．1―13．2―12．9―13．2―13．5―12．9―12．3―11．8―11．7―12．2―12．3―12．6

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―19．1―32．3―45．2―58．4―1：11．9―1：24．8―1：37．1―1：48．9―2：00．6―2：12．8―2：25．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�グランデスバル �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ホークアタック

2008．3．31生 牡5栗 母 ミルフォードスバル 母母 グリーンサムナー 17戦2勝 賞金 31，928，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アースステップ号・グレートマーシャル号・コスモカンタービレ号・マイネルサンオペラ号・マイネルテンクウ号・

ルシャンベルタン号
※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。

１レース目



3309312月22日 晴 重 （25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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 トミケンアルドール 牡4栗 57 C．ウィリアムズ 冨樫 賢二氏 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 486＋ 21：53．1 2．8�
（豪）

510 オメガスカイツリー 牡5黒鹿57 C．ルメール 原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 504＋ 81：53．2	 18．3�
（仏）

815 ドラゴンフォルテ 牡4鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 474－ 41：53．41
 4．0�
36 ハコダテナイト 牡3栗 56 石橋 脩河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 508－ 41：53．5� 7．2�
714� バンブーリバプール 牡5青鹿57 M．デムーロ�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 486＋ 2 〃 クビ 11．9�

（仏）

612 クラブトゥギャザー 牡7鹿 57 三浦 皇成原 �子氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 510＋ 61：53．6クビ 39．4	
816 ハ ル カ フ ジ 牡5鹿 57 戸崎 圭太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 476－ 41：53．7� 20．3

47 ジ ャ ン ナ 牡5鹿 57 大野 拓弥前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 492＋ 41：53．8	 187．4�
59 セイカフォルトゥナ 牝4栗 55 木幡 初広久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 486＋ 41：53．9	 27．6�
713 ジョウノボヘミアン 牡7鹿 57 西田雄一郎小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 496＋ 2 〃 アタマ 250．3
35 ドリームザネクスト 牡6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 508＋121：54．0� 62．0�
611� ストーミングスター 牡3鹿 56 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462－ 2 〃 同着 6．6�
23 � グレイレジェンド 牡5芦 57 蛯名 正義小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 476＋ 41：54．1	 47．6�
24 マ マ キ ジ ャ 牝5芦 55 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 444± 01：54．73	 130．6�
12 キッズアプローズ 牡7鹿 57 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム 512± 0 〃 ハナ 34．4�
11 � ドゥーアップ 牡5鹿 57 北村 宏司�ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B534± 01：55．65 44．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，006，200円 複勝： 100，190，300円 枠連： 52，643，200円
馬連： 230，960，300円 馬単： 116，638，500円 ワイド： 79，331，500円
3連複： 247，458，800円 3連単： 421，605，500円 計： 1，317，834，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 410円 � 160円 枠 連（4－5） 1，400円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 920円 �� 280円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 23，280円

票 数

単勝票数 計 690062 的中 � 197982（1番人気）
複勝票数 計1001903 的中 � 237337（1番人気）� 45348（7番人気）� 184609（2番人気）
枠連票数 計 526432 的中 （4－5） 27895（6番人気）
馬連票数 計2309603 的中 �� 60646（11番人気）
馬単票数 計1166385 的中 �� 19455（15番人気）
ワイド票数 計 793315 的中 �� 19706（10番人気）�� 81459（1番人気）�� 14441（14番人気）
3連複票数 計2474588 的中 ��� 48403（8番人気）
3連単票数 計4216055 的中 ��� 13368（53番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．9―12．5―12．1―12．5―12．7―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．4―49．9―1：02．0―1：14．5―1：27．2―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンアルドール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．2．11 京都4着

2009．5．21生 牡4栗 母 エリモインプレス 母母 エリモエキスプレス 15戦5勝 賞金 74，954，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アンアヴェンジド号・コスモイーチタイム号・セイカフォルテ号
※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22日 晴 良 （25中山5）第8日 第10競走 ��
��2，500�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走15時25分 （第58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

農林水産大臣賞・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 3，402，000円 972，000円 486，000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

36 オルフェーヴル 牡5栗 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466 2：32．3 1．6�

24 ウインバリアシオン 牡5鹿 57 岩田 康誠�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 534－ 42：33．68 16．1�
714 ゴールドシップ 牡4芦 57 R．ムーア 小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 B498－ 22：33．81� 4．4�

（英）

611 ラブイズブーシェ 牡4黒鹿57 武 豊小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 456＋ 62：34．22� 63．7�
47 タマモベストプレイ 牡3栗 55 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 496－ 62：34．3クビ 113．7	
23 カレンミロティック 	5栗 57 戸崎 圭太鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 450－10 〃 アタマ 28．1

35 デスペラード 牡5鹿 57 横山 典弘市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 478＋ 4 〃 ハナ 33．8�
713 トゥザグローリー 牡6鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 530－ 42：34．72� 63．8�

（仏）

612 テイエムイナズマ 牡3黒鹿55 M．デムーロ竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 508＋ 62：34．91
 110．2

（仏）

12 ヴェルデグリーン 牡5栗 57 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 480＋ 4 〃 クビ 37．4�
510 アドマイヤラクティ 牡5鹿 57 C．ウィリアムズ 近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 490＋ 62：35．32� 14．4�

（豪）

48 ラブリーデイ 牡3黒鹿55 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476－ 42：35．51
 81．1�

815 ナカヤマナイト 牡5栗 57 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 498＋ 42：35．71� 47．5�
816 トーセンジョーダン 牡7鹿 57 内田 博幸島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 482＋ 22：35．8� 24．8�
11 ダノンバラード 牡5黒鹿57 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 480－ 42：37．07 40．9�
59 ル ル ー シ ュ 牡5黒鹿57 福永 祐一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 512＋ 82：42．8大差 51．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 1，639，754，300円 複勝： 1，255，844，000円 枠連： 1，489，719，700円 馬連： 4，649，136，500円 馬単： 3，086，503，900円
ワイド： 1，387，910，500円 3連複： 6，138，082，100円 3連単：15，441，436，600円 5重勝： 983，089，500円 計： 36，071，477，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 170円 枠 連（2－3） 610円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 350円 �� 250円 �� 950円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 5，240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����� 3，879，790円

票 数

単勝票数 計16397543 的中 � 8357358（1番人気）
複勝票数 計12558440 的中 � 5296747（1番人気）� 809305（4番人気）� 1553303（2番人気）
枠連票数 計14897197 的中 （2－3）1809613（2番人気）
馬連票数 計46491365 的中 �� 4002542（3番人気）
馬単票数 計30865039 的中 �� 2250586（4番人気）
ワイド票数 計13879105 的中 �� 985632（3番人気）�� 1585244（1番人気）�� 311760（10番人気）
3連複票数 計61380821 的中 ���3190966（2番人気）
3連単票数 計154414366 的中 ���2176842（7番人気）
5重勝票数 計9830895 的中 ����� 187

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―18．0―30．3―41．9―54．3―1：07．1―1：19．5―1：31．5―1：43．3―1：55．6―2：08．2―2：20．0

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

オルフェーヴル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2010．8．14 新潟1着

2008．5．14生 牡5栗 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート 17戦10勝 賞金 1，344，084，000円
［他本会外：4戦2勝］

※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22日 晴 良 （25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）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

22 インプロヴァイズ 牡3青 56 R．ムーア 有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 21：34．9 6．7�

（英）

69 モンストール 牡4鹿 57 柴田 善臣前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 480－ 2 〃 クビ 5．5�
44 フジマサエンペラー 牡4黒鹿57 C．ウィリアムズ 藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム B496－ 41：35．1� 3．5�

（豪）

56 ロングシャドウ 牡3青鹿56 C．ルメール 飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 クビ 21．3�
（仏）

33 マイネイディール 牝5青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 508＋ 41：35．2� 13．0�

11 アールデュラン 	4鹿 57 三浦 皇成星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 482＋ 61：35．4� 7．9	
45 チェリーメドゥーサ 牝4青鹿55 津村 明秀櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 448＋ 2 〃 クビ 20．8

711 オペラダンシング 牡4黒鹿57 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 460± 0 〃 ハナ 45．0�
812 オメガキングティー 牡3鹿 56 田辺 裕信原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 468＋141：35．5� 15．2�
813� ヒ ュ ウ マ 牡3鹿 56 M．デムーロ林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 498± 01：35．7� 4．7

（仏）

710 ニットウビクトリー 牡4鹿 57 北村 宏司�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 472＋ 2 〃 ハナ 61．4�
68 プロスペラスマム 牝6鹿 55 戸崎 圭太本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 522± 0 〃 クビ 68．9�
57 トーセンマルス 牡5鹿 57 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 444＋121：35．8クビ 96．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 98，664，600円 複勝： 131，470，100円 枠連： 67，865，500円
馬連： 299，403，700円 馬単： 164，975，900円 ワイド： 106，412，800円
3連複： 360，247，000円 3連単： 727，794，800円 計： 1，956，834，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 190円 � 150円 枠 連（2－6） 2，080円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 680円 �� 390円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 14，610円

票 数

単勝票数 計 986646 的中 � 116453（4番人気）
複勝票数 計1314701 的中 � 155125（4番人気）� 177141（3番人気）� 278209（1番人気）
枠連票数 計 678655 的中 （2－6） 24152（10番人気）
馬連票数 計2994037 的中 �� 109103（8番人気）
馬単票数 計1649759 的中 �� 28519（17番人気）
ワイド票数 計1064128 的中 �� 35758（8番人気）�� 69176（3番人気）�� 78437（2番人気）
3連複票数 計3602470 的中 ��� 147838（3番人気）
3連単票数 計7277948 的中 ��� 36764（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―35．9―47．3―58．9―1：10．8―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

インプロヴァイズ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．18 新潟3着

2010．2．26生 牡3青 母 カ デ ン ツ ァ 母母 ビ ー モ ル 12戦3勝 賞金 39，414，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16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。



（25中山5）第8日 12月22日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 11回 出走頭数 176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

571，280，000円
2，080，000円
7，320，000円
6，980，000円
53，380，000円
66，657，500円
5，168，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
2，168，923，400円
2，073，287，500円
1，870，610，100円
6，090，837，600円
3，918，256，400円
1，973，072，500円
7，918，974，200円
18，408，212，700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 45，405，263，900円

総入場人員 124，782名 （有料入場人員 114，324名）
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