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3307312月22日 雨 良 （24中山5）第7日 第1競走 ��1，800�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
1：52．7
1：52．0

良
不良

35 ショウナンダイラ 牡2鹿 55 蛯名 正義�湘南 二ノ宮敬宇 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520－ 21：57．1 3．6�

23 ダノンアイガー 牡2芦 55 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 492－ 61：57．73� 23．3�
510 モルダバイト 牡2芦 55 内田 博幸岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B534＋12 〃 ハナ 3．5�
48 レオアクシス �2青鹿55 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 浦河 中村 雅明 500－ 21：58．65 6．0�
59 トキメキボーイ 牡2黒鹿55 北村 宏司片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 462＋101：58．7� 14．4	
611 マ グ ネ イ ト 牡2栗 55 柴田 善臣 �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－ 21：59．23 6．9

713 ポッドスター 牡2栗 55

53 △嶋田 純次小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 494＋12 〃 クビ 139．9�
47 ギンザマーシャル 牡2芦 55 三浦 皇成有馬 博文氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 516＋ 41：59．41� 16．4�
36 マイネルエウロス 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 504＋121：59．5� 100．6
816 ビービーラッシュ 牡2芦 55 田中 勝春�坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 462± 01：59．6� 29．1�
815 クォンタムビット 牡2栗 55 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 460± 01：59．91� 36．2�
714 サルジェンツチェリ 牡2芦 55 柴田 大知加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 464＋ 22：00．43 208．6�
612 トーセンカラヤン 牡2芦 55 大野 拓弥島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム B482－ 62：00．93 172．9�
24 ゲンキチタチカゼ 牡2鹿 55 松岡 正海荒井 壽明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 464＋ 6 〃 アタマ 46．9�
12 エイダイシアトル 牡2鹿 55 柴山 雄一�東振牧場 伊藤 大士 むかわ 東振牧場 448＋ 82：01．85 126．9�
11 オリジナルスマイル 牡2鹿 55 R．ムーア �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 518± 02：02．86 11．7�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，952，400円 複勝： 40，990，600円 枠連： 13，355，600円
馬連： 52，305，100円 馬単： 33，572，700円 ワイド： 24，096，300円
3連複： 72，333，000円 3連単： 108，437，700円 計： 364，043，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 720円 � 160円 枠 連（2－3） 5，420円

馬 連 �� 7，680円 馬 単 �� 13，200円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 320円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 9，190円 3 連 単 ��� 61，420円

票 数

単勝票数 計 189524 的中 � 42389（2番人気）
複勝票数 計 409906 的中 � 83104（1番人気）� 10145（9番人気）� 81385（2番人気）
枠連票数 計 133556 的中 （2－3） 1821（19番人気）
馬連票数 計 523051 的中 �� 5027（24番人気）
馬単票数 計 335727 的中 �� 1878（43番人気）
ワイド票数 計 240963 的中 �� 3412（20番人気）�� 21605（1番人気）�� 3272（21番人気）
3連複票数 計 723330 的中 ��� 5811（28番人気）
3連単票数 計1084377 的中 ��� 1303（180番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．4―13．1―13．1―13．1―13．2―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―38．1―51．2―1：04．3―1：17．4―1：30．6―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．7
1
3
・（5，1）（3，10）4，12（14，16）（2，11，15）（6，9）7，8－13
5（3，1，10）9，16（11，15）（7，8）－（14，6）12（4，13）－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンダイラ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 エアジハード デビュー 2012．12．9 中山2着

2010．2．26生 牡2鹿 母 ヒカルマイゴール 母母 クライウィズジョイ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 モルダバイト号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オリジナルスマイル号は，平成25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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 パンドラローズ号
※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。

3307412月22日 雨 良 （24中山5）第7日 第2競走 ��1，200�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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

59 ミエナイツバサ 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 加藤牧場 432－ 41：13．6 8．2�
714 クラウンプルートゥ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460＋10 〃 ハナ 9．0�
815 ウインプロスパー 牡2鹿 55 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 6 〃 ハナ 4．0�
611 ジ ョ バ イ ロ 牡2鹿 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 488－ 6 〃 アタマ 3．0�
510 ベルモントリヴァー 牡2鹿 55 内田 博幸 �ベルモントファーム和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 456－ 21：14．02� 10．0	
36 アルファメール 牡2栗 55 吉田 豊 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 新ひだか カントリー牧場 486± 01：14．74 15．8

612 アイネクライネ 牝2芦 54

51 ▲山崎 亮誠田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社
松田牧場 454－ 2 〃 ハナ 21．3�

35 ベストバニヤン 牝2青鹿54 石橋 脩津村 靖志氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 440－ 8 〃 クビ 49．6�
713 シェアードワールド 牡2黒鹿55 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448＋261：14．8クビ 12．2
816 カシマルフィ 牡2黒鹿55 田中 勝春�カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 458＋ 4 〃 クビ 12．9�
11 ラピードアイザック 牡2栗 55 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 日高 山際 辰夫 B480＋ 61：15．11� 126．7�
24 ハリマヤヨサコイ 牡2鹿 55 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 486－ 21：15．31� 41．5�
12 メ ボ ン 牝2黒鹿54 丸山 元気柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 小田 誠一 436＋ 41：15．51� 56．4�
47 ムネニアオリボン 牡2鹿 55 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 510＋ 61：15．92� 246．9�
23 ホノオノマイ 牝2鹿 54 横山 義行�ターフ・スポート田中 剛 浦河 笹地牧場 436± 01：16．75 225．0�

（15頭）
48 ヒカリマサムネ 牡2栗 55 蛯名 正義�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 464＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，386，000円 複勝： 35，355，200円 枠連： 16，964，500円
馬連： 41，791，500円 馬単： 26，902，000円 ワイド： 18，967，700円
3連複： 49，211，400円 3連単： 76，063，000円 計： 282，641，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 260円 � 280円 � 160円 枠 連（5－7） 2，140円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 690円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 29，090円

票 数

単勝票数 差引計 173860（返還計 24588） 的中 � 16726（3番人気）
複勝票数 差引計 353552（返還計 56937） 的中 � 32994（3番人気）� 29937（4番人気）� 72090（2番人気）
枠連票数 差引計 169645（返還計 334） 的中 （5－7） 5855（10番人気）
馬連票数 差引計 417915（返還計137708） 的中 �� 7272（16番人気）
馬単票数 差引計 269020（返還計 87573） 的中 �� 2481（31番人気）
ワイド票数 差引計 189677（返還計 59388） 的中 �� 3392（16番人気）�� 6964（5番人気）�� 6861（6番人気）
3連複票数 差引計 492114（返還計254416） 的中 ��� 8043（10番人気）
3連単票数 差引計 760630（返還計374191） 的中 ��� 1930（82番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．9―12．6―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．8―47．4―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミエナイツバサ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．9．16 中山15着

2010．3．31生 牝2鹿 母 シルクアムール 母母 ノンダムール 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走除外〕 ヒカリマサムネ号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アンプールトゥ号・カンタベリーリュウ号・ギンヤンマ号・ノーブルダンス号・ハートオブキナコ号・

マイネルヴェルディ号・マイネルルークス号
（非抽選馬） 4頭 カラダドリーム号・ティアップドリーム号・ナムラタンタン号・マルヨコマキ号

第５回 中山競馬 第７日



3307512月22日 雨 良 （24中山5）第7日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時45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
1：52．0

良
不良

815 クレバーパルマ 牝2栗 54 内田 博幸本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 422－ 21：58．6 2．4�
713 ハーツオブテキサス 牝2黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 496± 01：58．7� 11．2�
59 ロマンシングジェム 牝2青鹿54 田辺 裕信吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B486－ 41：59．02 18．7�
816 シャインケニー 牝2鹿 54 北村 宏司小野 建氏 池上 昌弘 浦河 三好牧場 438－ 21：59．42� 6．6�
714 ルーベンスクラフト 牝2栗 54 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 478＋141：59．82� 12．3�
23 フ ァ リ ー ム 牝2鹿 54

51 ▲横山 和生水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 474＋ 82：00．22� 64．2	
35 スイートクラウン 牝2栗 54 田中 勝春谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 464－ 22：00．3クビ 60．8

11 ニュートロンスター 牝2青鹿54 松岡 正海山上 和良氏 堀井 雅広 日高 高山牧場 472± 02：00．61� 42．0�
510 ウイントレジャー 牝2栗 54 吉田 隼人�ウイン 大竹 正博 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 6 〃 クビ 40．9�
36 ナデシコニッポン 牝2芦 54 三浦 皇成石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 450＋ 42：00．7クビ 4．5
12 マスタープリメーラ 牝2鹿 54 中舘 英二村山 卓也氏 池上 昌弘 浦河 木戸口牧場 484－ 82：01．02 44．0�
24 ショウリノウタゲ 牝2鹿 54 大野 拓弥平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 B530＋ 82：01．74 10．4�
48 グ ー タ ッ チ 牝2鹿 54

51 ▲杉原 誠人島田 久氏 柴崎 勇 日高 浜本 幸雄 436－182：01．8クビ 197．7�
612 マインユアーズ 牝2栗 54 的場 勇人藤田 秀行氏 的場 均 日高 増尾牧場 432－ 22：01．9� 267．2�
611 バンテアイスレイ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 真歌田中牧場 434＋ 4 〃 クビ 110．2�
47 スノードロップ 牝2芦 54 柴田 大知山口 敦広氏 浅野洋一郎 新ひだか 藤沢牧場 458＋ 22：02．0� 54．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，277，600円 複勝： 38，023，000円 枠連： 19，518，900円
馬連： 56，392，100円 馬単： 37，929，800円 ワイド： 26，941，800円
3連複： 69，698，300円 3連単： 118，165，800円 計： 388，947，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 250円 � 340円 枠 連（7－8） 430円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 450円 �� 670円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 15，530円

票 数

単勝票数 計 222776 的中 � 75473（1番人気）
複勝票数 計 380230 的中 � 114275（1番人気）� 33279（5番人気）� 22020（7番人気）
枠連票数 計 195189 的中 （7－8） 33882（2番人気）
馬連票数 計 563921 的中 �� 38485（3番人気）
馬単票数 計 379298 的中 �� 17048（4番人気）
ワイド票数 計 269418 的中 �� 15879（3番人気）�� 9909（6番人気）�� 4428（17番人気）
3連複票数 計 696983 的中 ��� 12505（13番人気）
3連単票数 計1181658 的中 ��� 5616（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．4―39．3―52．9―1：06．0―1：19．0―1：32．4―1：45．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クレバーパルマ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．6．30 福島13着

2010．3．28生 牝2栗 母 アレグリアス 母母 インヴァイト 7戦1勝 賞金 10，100，000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） 1頭 ケイアイリブラ号
（非抽選馬） 2頭 ドゥリマーズドリム号・ドナヴェスタ号

3307612月22日 雨 良 （24中山5）第7日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時15分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：33．1

良
良

510 カフェリュウジン 牡2鹿 55 R．ムーア 西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 520－ 61：38．1 3．4�
（英）

12 ダイワフォース 牡2黒鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 446－ 21：38．31� 3．0�
47 エアセノーテ 牡2栗 55 内田 博幸 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 508－ 6 〃 クビ 11．5�
23 エイデンヒーロー 牡2青鹿55 大野 拓弥永田 清男氏 高木 登 日高 浜本 幸雄 472＋ 41：38．5� 30．4�
35 シンボリパソドブレ 牡2鹿 55 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 492＋ 6 〃 ハナ 30．7�
611 ジプシースウィング 牡2黒鹿55 蛯名 正義吉田 勝己氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：38．6� 7．6	
816 デンカノホウトウ 牡2栗 55 田中 博康 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 ハナ 27．2

714 アムールバニヤン 牝2鹿 54 丸田 恭介津村 靖志氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 428－221：38．92 132．5�
612 チョコタクン 牡2鹿 55 江田 照男ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468－ 41：39．0クビ 15．8�
11 サクラフィアーブル 牝2鹿 54 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 伊藤 敏明 456－ 2 〃 クビ 6．4
48 ウインラヴタイム 牝2栗 54 柴田 大知�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 前田 宗将 406＋ 61：39．2� 116．7�
36 メイショウアザミ 牝2栗 54 田中 勝春松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 三嶋牧場 426＋ 6 〃 クビ 23．7�
24 メリオンジョー 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 手塚 貴久 新ひだか 矢野牧場 462＋101：39．3クビ 136．9�
815 ロマネクイーン 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 442－101：39．51� 194．0�
59 レ デ ィ ノ ボ 牝2鹿 54 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 日高 日高大洋牧場 476＋ 81：39．6� 90．1�
713 カ ザ ノ ト 牝2鹿 54

52 △西村 太一荒木隆之介氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン
ズファーム 420＋ 41：40．66 227．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，273，400円 複勝： 43，084，100円 枠連： 20，652，100円
馬連： 62，408，500円 馬単： 43，456，000円 ワイド： 28，381，500円
3連複： 82，414，500円 3連単： 133，521，200円 計： 439，191，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 130円 � 280円 枠 連（1－5） 400円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 230円 �� 650円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 7，320円

票 数

単勝票数 計 252734 的中 � 59266（2番人気）
複勝票数 計 430841 的中 � 87965（2番人気）� 113260（1番人気）� 28683（5番人気）
枠連票数 計 206521 的中 （1－5） 38922（1番人気）
馬連票数 計 624085 的中 �� 108883（1番人気）
馬単票数 計 434560 的中 �� 35805（2番人気）
ワイド票数 計 283815 的中 �� 36316（1番人気）�� 9864（7番人気）�� 10068（6番人気）
3連複票数 計 824145 的中 ��� 36596（3番人気）
3連単票数 計1335212 的中 ��� 13465（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．9―12．0―12．6―12．6―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．9―47．9―1：00．5―1：13．1―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．2―3F37．6

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

勝馬の
紹 介

カフェリュウジン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2012．11．11 東京5着

2010．2．27生 牡2鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔発走状況〕 サクラフィアーブル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 クリノサトパント号
（非抽選馬） 3頭 アキノハート号・ネオヴィヴィアン号・ミシシッピデルタ号
※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。



3307712月22日 雨 稍重 （24中山5）第7日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時05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

714 サトノテイオウ 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 466 ―2：07．9 4．1�
（英）

611 ヴェリタラブ 牝2鹿 54 蛯名 正義山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 444 ― 〃 クビ 17．3�
713 トーセンハルカゼ 牡2鹿 55 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 484 ―2：08．0� 11．0�
12 グ リ ー ド 牝2鹿 54 北村 宏司田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504 ― 〃 ハナ 6．2�
47 ビアンカシェボン 牝2青鹿54 横山 典弘 P.S．スライ氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512 ―2：08．21� 11．4�
48 	 ドラゴンロックス 牡2鹿 55 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Joseph W.

Sutton 516 ―2：08．3� 4．3

612 クロンヌヴェール 牡2栗 55 三浦 皇成 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 514 ―2：08．5
 31．2�
11 レ イ ナ 牝2栗 54 柴山 雄一石川 秀守氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 418 ―2：09．03 29．5
36 プリンサプル 牡2鹿 55 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 櫛桁牧場 494 ―2：09．1� 18．3�
715 マイネグラディウス 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 日高 戸川牧場 390 ―2：09．2
 28．6�
24 アービバラスボーイ 牡2黒鹿55 石橋 脩古川 智洋氏 萱野 浩二 日高 賀張三浦牧場 446 ―2：09．51
 29．0�
35 ジャーラベンナ 牡2栗 55 丸田 恭介本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 488 ―2：09．6� 19．0�
23 ニコットサンキュー 牡2栗 55

53 △嶋田 純次南 �幸氏 大和田 成 浦河 久保 昇 494 ― 〃 クビ 160．8�
816 マイネルワーグナー 牡2鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―2：09．7
 22．8�
817 エクセルギー 牝2鹿 54 村田 一誠野島 春男氏 南田美知雄 日高 野島牧場 434 ―2：10．12� 57．4�
59 ベルモントツクバ 牝2鹿 54 江田 照男 	ベルモントファーム堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム 408 ―2：10．2� 92．9�
818 ジャニスクライ 牝2青鹿54 丸山 元気釘田 秀一氏 黒岩 陽一 新冠 川上牧場 426 ―2：10．3� 138．7�
510 タイキロマネスク 牝2鹿 54 田辺 裕信	大樹ファーム 古賀 慎明 大樹 大樹ファーム 450 ―2：10．72� 17．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，399，900円 複勝： 33，733，100円 枠連： 25，663，300円
馬連： 59，954，000円 馬単： 38，681，800円 ワイド： 28，838，900円
3連複： 78，988，700円 3連単： 112，136，400円 計： 400，396，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 450円 � 310円 枠 連（6－7） 1，340円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 6，250円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 720円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 9，190円 3 連 単 ��� 50，840円

票 数

単勝票数 計 223999 的中 � 43389（1番人気）
複勝票数 計 337331 的中 � 61859（2番人気）� 16707（6番人気）� 27565（4番人気）
枠連票数 計 256633 的中 （6－7） 14186（6番人気）
馬連票数 計 599540 的中 �� 12288（9番人気）
馬単票数 計 386818 的中 �� 4572（17番人気）
ワイド票数 計 288389 的中 �� 4468（13番人気）�� 10414（4番人気）�� 2589（35番人気）
3連複票数 計 789887 的中 ��� 6344（21番人気）
3連単票数 計1121364 的中 ��� 1628（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―37．6―51．3―1：04．9―1：17．6―1：30．0―1：42．7―1：55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノテイオウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2010．2．9生 牡2鹿 母 アドマイヤフッキー 母母 トキオリアリティー 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。
（非当選馬） 2頭 インジニアス号・ワンダーロード号
※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。

3307812月22日 雨 稍重 （24中山5）第7日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時35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

24 � ストームジャガー 牡2鹿 55 内田 博幸馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. 488 ―1：13．5 2．5�

35 オ リ ヴ ィ ア 牝2鹿 54 丸田 恭介村上 稔氏 伊藤 伸一 新ひだか キヨタケ牧場 438 ―1：14．56 55．1�
48 サンクンガーデン 牝2鹿 54 三浦 皇成 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 476 ―1：14．6� 14．5�
713 シャイニープリンス 牡2青鹿55 北村 宏司小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 494 ―1：14．7	 3．2�
815 ジーランディア 牡2芦 55 的場 勇人池谷 誠一氏 的場 均 浦河 斉藤 政志 494 ― 〃 クビ 35．3�
611 プレシャスデイズ 牝2栗 54 横山 典弘 	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 432 ―1：14．8	 4．1

11 タイキオーラム 牝2黒鹿54 柴田 善臣�大樹ファーム 二ノ宮敬宇 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 404 ―1：14．9� 51．6�
510 メイショウポピュラ 牝2栗 54 木幡 初広松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 日の出牧場 414 ―1：15．11
 79．0�
612 キ ー ナ ー 牝2鹿 54 田中 勝春田中 春美氏 畠山 吉宏 青森 田中 一夫 426 ―1：15．31
 42．1
36 ヤ キ ン 牡2鹿 55 武士沢友治加藤 信之氏 高橋 祥泰 浦河 浦河小林牧場 474 ―1：15．4� 27．9�
59 ミリオンジス 牝2鹿 54 田辺 裕信�岡崎牧場 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 450 ―1：15．71� 39．4�
47 ビートマグナム 牡2鹿 55 吉田 豊安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 絵笛牧場 484 ―1：15．8	 91．5�
714 スヴァローグ 牡2鹿 55 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 新ひだか 藤本牧場 494 ―1：15．9クビ 119．8�
816 ハニーハンター 牡2鹿 55

53 △嶋田 純次 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 474 ― 〃 アタマ 136．5�
23 � アレックスキッド �2栗 55 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高木 登 米

Whispering Oaks
Farm & Afleet
Alex Syndicate

484 ―1：17．7大差 28．0�
12 タニノシルクハット 牡2黒鹿55 田中 博康谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 470 ―1：25．4大差 199．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，787，400円 複勝： 32，327，000円 枠連： 18，518，900円
馬連： 57，372，700円 馬単： 41，600，900円 ワイド： 26，296，000円
3連複： 70，299，500円 3連単： 122，507，200円 計： 395，709，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 830円 � 270円 枠 連（2－3） 1，620円

馬 連 �� 7，310円 馬 単 �� 10，180円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 710円 �� 5，060円

3 連 複 ��� 19，860円 3 連 単 ��� 117，420円

票 数

単勝票数 計 267874 的中 � 85193（1番人気）
複勝票数 計 323270 的中 � 76634（1番人気）� 7613（10番人気）� 29094（4番人気）
枠連票数 計 185189 的中 （2－3） 8481（7番人気）
馬連票数 計 573727 的中 �� 5796（24番人気）
馬単票数 計 416009 的中 �� 3016（31番人気）
ワイド票数 計 262960 的中 �� 2911（23番人気）�� 9773（4番人気）�� 1229（44番人気）
3連複票数 計 702995 的中 ��� 2613（50番人気）
3連単票数 計1225072 的中 ��� 770（277番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．2―12．8―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―35．2―48．0―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ストームジャガー �
�
父 After Market �

�
母父 A. P. Jet 初出走

2010．1．19生 牡2鹿 母 Travelator 母母 Rajadiddle 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タニノシルクハット号は，平成25年1月22日まで平地競走に出走できない。



3307912月22日 雨 稍重 （24中山5）第7日 第7競走 ��
��1，800�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

47 ナムラグーテン 牡4栗 57 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 492＋ 21：52．7 4．0�
36 タケルハヤテ 牡4鹿 57 R．ムーア 森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 466＋12 〃 クビ 17．2�
（英）

510 セ ン キ 牡3鹿 56 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 474＋ 61：52．8� 4．1�
816 ミヤビエスペランサ 牡3鹿 56 田中 勝春村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 502＋ 41：53．01	 26．3�
714 シベリアンファクト 牡5栗 57 丸山 元気藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 488＋ 41：53．42� 17．2�
59 デルマエビス 牡3鹿 56 石橋 脩浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 468＋ 21：53．5� 10．9�
611 ケイジーシオン 牝4黒鹿55 丸田 恭介鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 浦河 梅田牧場 480－ 41：53．81� 6．1	
11 ゴールドゲッター 牡3鹿 56 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム B530＋181：54．65 94．3

612 クラウンフィデリオ 牡4栗 57 三浦 皇成矢野 悦三氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 490＋121：54．91� 56．5�
12 リュウシンヒーロー 牡4鹿 57 勝浦 正樹桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 458＋ 61：55．22 167．2
48 アグネスグローリー 牡4栗 57 中舘 英二渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 502＋14 〃 ハナ 298．6�
23 � トーセンサイクロン 牡3黒鹿 56

53 ▲杉原 誠人島川 �哉氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 506＋131：55．41 28．2�
815 マイネルソウル 牡3鹿 56 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B512＋22 〃 クビ 7．4�
713 メジロハクリュウ 牡4鹿 57 黛 弘人岩﨑 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 494＋261：56．03� 40．5�
35 � ニュースター 牝4黒鹿55 柴田 大知�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 502－201：56．42� 10．3�
24  プリモスズカ 牡3鹿 56 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 米 Yoshiyuki Ito B504＋ 81：57．14 50．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，851，300円 複勝： 45，920，600円 枠連： 23，873，900円
馬連： 82，533，100円 馬単： 47，929，900円 ワイド： 35，223，900円
3連複： 98，838，300円 3連単： 156，723，400円 計： 518，894，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 370円 � 160円 枠 連（3－4） 1，280円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 970円 �� 300円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 16，500円

票 数

単勝票数 計 278513 的中 � 56005（1番人気）
複勝票数 計 459206 的中 � 86109（2番人気）� 24176（8番人気）� 91644（1番人気）
枠連票数 計 238739 的中 （3－4） 13794（7番人気）
馬連票数 計 825331 的中 �� 26971（8番人気）
馬単票数 計 479299 的中 �� 8398（16番人気）
ワイド票数 計 352239 的中 �� 8386（12番人気）�� 33437（1番人気）�� 7344（14番人気）
3連複票数 計 988383 的中 ��� 26482（5番人気）
3連単票数 計1567234 的中 ��� 7012（23番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．7―12．4―11．9―12．4―12．9―13．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．7―49．1―1：01．0―1：13．4―1：26．3―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラグーテン �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ウォーニング デビュー 2010．8．1 新潟11着

2008．3．25生 牡4栗 母 ナムラマリオン 母母 チャリスオブシルバー 25戦3勝 賞金 37，338，000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。
（非抽選馬） 3頭 エゾムサシ号・シンボリスウィフト号・モントリヒト号
※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。

3308012月22日 雨 稍重 （24中山5）第7日 第8競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

713 コーリンギデオン 牡3鹿 56 横山 典弘伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 476＋ 21：10．8 6．5�
816 トリニティチャーチ �4鹿 57 柴田 大知 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 81：11．01� 9．7�
611 タンブルブルータス 牡3鹿 56 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 496＋161：11．1� 17．4�
714 ジ ル コ ニ ア 牝5栗 55 宮崎 北斗下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 498＋16 〃 クビ 35．6�
24 レッドジョーカー 牡4黒鹿57 内田 博幸 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 538± 01：11．2� 10．5

11 シゲルドリアン 牡3鹿 56 田辺 裕信森中 蕃氏 松山 将樹 日高 中前牧場 B470＋121：11．3	 19．7�
815 ジ ャ イ ア ン 牡4鹿 57 石橋 脩�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 494＋ 21：11．4� 2．3�
36 ヘンリーフォンテン 牡3鹿 56 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 472－ 21：11．5クビ 28．0
59 トミケンスプリング 牝3青鹿54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 B468± 01：11．6	 46．3�
12 アタッキングゾーン 牡4鹿 57

54 ▲平野 優広尾レース	 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 510＋141：11．7クビ 62．3�
23 ジャーフライト 牝3青 54 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 482＋121：11．8� 39．1�
48 ラ ン フ ァ ン 牝4鹿 55 丸田 恭介�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 450－ 61：12．01 50．5�
47 スマイルオブライフ 牝3鹿 54 中谷 雄太�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 平野牧場 494± 01：12．53 82．5�
510
 グ レ ン 牡3黒鹿56 吉田 隼人西森 鶴氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 520＋201：12．92� 16．6�
35 
 クリーンヒット 牝3鹿 54 大野 拓弥牧畠 清久氏 古賀 史生 浦河 大西牧場 476－ 41：14．9大差 138．4�
612 ヒカリホクサイ 牡3鹿 56 R．ムーア 	ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 474－ 8 （競走中止） 7．4�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，952，700円 複勝： 56，565，300円 枠連： 30，292，300円
馬連： 99，815，200円 馬単： 59，334，400円 ワイド： 42，963，300円
3連複： 123，159，800円 3連単： 196，431，000円 計： 642，514，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 320円 � 460円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，710円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 12，160円 3 連 単 ��� 61，280円

票 数

単勝票数 計 339527 的中 � 41769（2番人気）
複勝票数 計 565653 的中 � 72135（2番人気）� 46289（4番人気）� 29217（6番人気）
枠連票数 計 302923 的中 （7－8） 46861（2番人気）
馬連票数 計 998152 的中 �� 22453（10番人気）
馬単票数 計 593344 的中 �� 7836（18番人気）
ワイド票数 計 429633 的中 �� 10114（9番人気）�� 6159（18番人気）�� 4761（23番人気）
3連複票数 計1231598 的中 ��� 7478（39番人気）
3連単票数 計1964310 的中 ��� 2366（186番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．2―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．3―45．7―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーリンギデオン �
�
父 オンファイア �

�
母父 ミシックトライブ デビュー 2011．11．6 東京7着

2009．4．23生 牡3鹿 母 コーリンラヴィアン 母母 コーリンビビアン 11戦2勝 賞金 15，600，000円
〔発走状況〕 ヒカリホクサイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ヒカリホクサイ号は，発走合図直後に発馬機内で立上り，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 トリニティチャーチ号の騎手柴田大知は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（10番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヒカリホクサイ号は，平成24年12月23日から平成25年1月21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〕 クリーンヒット号は，平成25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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 キングスウィープ号・シンボリゾンネ号・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を表示している。



3308112月22日 雨 稍重 （24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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

510 モグモグパクパク 牡2栗 56 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 456＋ 21：11．0 4．5�
12 ホオポノポノ 牝2鹿 54 松岡 正海松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ

ナル牧場 428－ 21：11．21 27．3�
24 コトブキゴールド 牡2鹿 55 R．ムーア 尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 438＋ 2 〃 アタマ 33．9�

（英）

815 ナ カ ナ カ �2鹿 55 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 432＋ 21：11．41 10．8�
612 クリノタカラチャン 牝2黒鹿54 横山 典弘栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 410＋ 4 〃 クビ 71．3�
23 ジーブラック 牝2芦 54 柴山 雄一�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 ハナ 21．6	
713 ヴァンフレーシュ 牝2鹿 55 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：11．5	 3．4

35 ワンダフルジュエル 牝2鹿 54 大野 拓弥�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 454＋ 4 〃 クビ 56．3�
816
 シーギリヤガール 牝2栗 55 内田 博幸�新生ファーム 斉藤 正弘 日高 新生ファーム 444－ 41：11．6クビ 14．6

（北海道）

611� シュトラール 牡2鹿 55 蛯名 正義前田 幸治氏 武藤 善則 米 Machmer
Hall 472＋ 21：11．7� 4．3�

714 ファイヤーヒース 牝2黒鹿54 柴田 善臣�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432＋ 21：11．8� 29．2�

48 コスモアンダルシア 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム 448± 0 〃 アタマ 147．3�
36 テイエムシングン 牡2鹿 55 丸田 恭介竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 488＋121：11．9� 85．3�
59 エーシンセノーテ 牝2鹿 55 田辺 裕信�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 408－101：12．0	 8．2�
11  ヨウメイモン 牡2鹿 55 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 504－ 21：12．1� 79．5�
47 レ デ ィ ー 牝2鹿 54 吉田 隼人浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 430－ 21：12．31� 59．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，904，700円 複勝： 52，558，000円 枠連： 31，829，000円
馬連： 115，644，300円 馬単： 67，072，100円 ワイド： 43，854，500円
3連複： 136，053，900円 3連単： 234，921，700円 計： 715，838，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 500円 � 850円 枠 連（1－5） 1，960円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 3，210円 �� 6，550円

3 連 複 ��� 52，030円 3 連 単 ��� 248，750円

票 数

単勝票数 計 339047 的中 � 60273（3番人気）
複勝票数 計 525580 的中 � 92220（2番人気）� 25165（8番人気）� 13707（10番人気）
枠連票数 計 318290 的中 （1－5） 12032（8番人気）
馬連票数 計1156443 的中 �� 23351（14番人気）
馬単票数 計 670721 的中 �� 8611（22番人気）
ワイド票数 計 438545 的中 �� 9771（10番人気）�� 3330（34番人気）�� 1610（64番人気）
3連複票数 計1360539 的中 ��� 1930（133番人気）
3連単票数 計2349217 的中 ��� 697（633番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．9―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―46．2―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モグモグパクパク �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．6．9 東京6着

2010．4．21生 牡2栗 母 ワスレナイデ 母母 サンシャインバレイ 9戦3勝 賞金 35，649，000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。
（非当選馬） 2頭 シーブリーズライフ号・ロジウエスト号
※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。

3308212月22日 曇 稍重 （24中山5）第7日 第10競走
第135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 609，000円 174，000円 87，000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

35 マーベラスカイザー 牡4栗 63 熊沢 重文笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 492＋ 44：48．8 9．5�
714 バアゼルリバー 牡6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 496＋ 24：49．33 6．1�
59 マジェスティバイオ 牡5鹿 63 山本 康志バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 514＋ 24：49．4� 1．4�
23 スプリングゲント 牡12鹿 63 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 526＋ 64：49．82� 43．2�
612 アグネスラナップ 牡7青 63 北沢 伸也渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 500＋ 4 〃 アタマ 17．8�
11 トウシンボルト 牡5黒鹿63 中村 将之�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 484－124：50．12 46．9	
816 トーセンオーパス �6鹿 63 江田 勇亮島川 
哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 458＋ 44：50．3� 38．2�
48 メルシーエイタイム 牡10鹿 63 横山 義行永井 康郎氏 武 宏平 静内 田中 裕之 474＋ 24：50．61� 20．6�
713 セ イ エ イ 牡4栗 63 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 538＋ 24：50．81� 128．4
47 アイティゴールド 牡4黒鹿63 大江原 圭一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 488＋ 24：51．22� 130．6�
510 ドラゴンハンター 牡5青鹿63 植野 貴也櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 494＋ 64：53．5大差 125．6�
24 セクシイスイート 牝4鹿 61 蓑島 靖典平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 516－ 84：53．71� 64．8�
611 マイネルネオス 牡9鹿 63 浜野谷憲尚 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 466＋104：55．29 64．4�
815	 ブ チ カ マ シ 牡8黒鹿63 黒岩 悠中西 功氏 新川 恵 青森 久保フアーム 478＋ 44：55．94 88．5�
12 カ ピ タ ー ノ 牡8黒鹿63 石神 深一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 504－ 24：56．22 54．7�
（15頭）

36 ナリタシャトル 牡7黒鹿63 西谷 誠�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 498－16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 63，762，000円 複勝： 138，528，600円 枠連： 56，712，600円
馬連： 161，708，800円 馬単： 128，792，100円 ワイド： 64，750，800円
3連複： 201，613，200円 3連単： 481，709，800円 計： 1，297，577，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 160円 � 130円 � 110円 枠 連（3－7） 1，460円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 430円 �� 250円 �� 150円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 9，460円

票 数

単勝票数 差引計 637620（返還計 20219） 的中 � 53007（3番人気）
複勝票数 差引計1385286（返還計 27218） 的中 � 93345（3番人気）� 150040（2番人気）� 917216（1番人気）
枠連票数 差引計 567126（返還計 5374） 的中 （3－7） 28741（5番人気）
馬連票数 差引計1617088（返還計210784） 的中 �� 56502（6番人気）
馬単票数 差引計1287921（返還計152911） 的中 �� 19139（15番人気）
ワイド票数 差引計 647508（返還計 81867） 的中 �� 29183（5番人気）�� 60510（2番人気）�� 140603（1番人気）
3連複票数 差引計2016132（返還計541115） 的中 ��� 251945（1番人気）
3連単票数 差引計4817098（返還計1281339） 的中 ��� 37616（23番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 52．2－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーベラスカイザー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Woodman デビュー 2010．7．10 阪神9着

2008．4．29生 牡4栗 母 マーベラスウーマン 母母 ノンダムール 障害：6戦3勝 賞金 102，769，000円
〔競走除外〕 ナリタシャトル号は，馬場入場時に疾病〔右上眼瞼部裂創〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 トウシンボルト号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 バアゼルリバー号の騎手小坂忠士は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

スプリングゲント号の騎手白浜雄造は，決勝線手前での御法について過怠金100，000円。
〔調教再審査〕 トウシンボルト号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コスモソユーズ号・ハッピーティア号
（非抽選馬） 1頭 スズマーシャル号



3308312月22日 曇 稍重 （24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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

610 サクラゴスペル 牡4黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 486－ 21：08．7 4．8�
11 プリンセスメモリー 牝5鹿 53 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 416＋ 21：09．12� 13．2�
45 アプリコットフィズ 牝5黒鹿56 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 442－ 41：09．2	 29．3�
34 ブルームーンピサ 牝5芦 53 三浦 皇成市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B480＋ 21：09．3クビ 27．1�
22 サドンストーム 牡3栗 55 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B476－ 4 〃 ハナ 5．3	
57 ブラボースキー 牡4栗 56 R．ムーア 松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 510－ 2 〃 ハナ 5．7


（英）

46 ガ ン ダ ー ラ 牡6栗 57 柴田 善臣林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 464－10 〃 ハナ 29．4�
814 マコトナワラタナ 牝3鹿 52 吉田 隼人尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 436－ 61：09．51
 20．9�
712� ヘニーハウンド 牡4栗 55 内田 博幸林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast

Farms, LLC 502－ 21：09．71
 6．3
58 � モルトグランデ 牡8鹿 57 田辺 裕信櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I

Bloodstock 496＋ 6 〃 ハナ 92．7�
69 ブルーミンバー 牝7鹿 56 松岡 正海諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 492＋ 61：09．8� 13．8�
33 � オ ー セ ロ ワ �6栗 56 石橋 脩吉田 和美氏 安田 隆行 米 Mike G.

Rutherford 498＋24 〃 アタマ 25．5�
711� フライングアップル �8鹿 56 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. 514＋ 6 〃 ハナ 65．3�
813 アンシェルブルー 牝5黒鹿53 蛯名 正義矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 468－ 21：10．01
 6．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 67，399，100円 複勝： 105，719，100円 枠連： 69，547，700円
馬連： 322，370，500円 馬単： 165，236，700円 ワイド： 104，778，600円
3連複： 398，806，500円 3連単： 712，374，700円 計： 1，946，232，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 390円 � 800円 枠 連（1－6） 2，890円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 2，650円 �� 4，020円

3 連 複 ��� 31，450円 3 連 単 ��� 150，170円

票 数

単勝票数 計 673991 的中 � 110926（1番人気）
複勝票数 計1057191 的中 � 174833（1番人気）� 68534（6番人気）� 29233（11番人気）
枠連票数 計 695477 的中 （1－6） 17765（14番人気）
馬連票数 計3223705 的中 �� 67299（14番人気）
馬単票数 計1652367 的中 �� 22353（22番人気）
ワイド票数 計1047786 的中 �� 22117（13番人気）�� 9661（35番人気）�� 6296（51番人気）
3連複票数 計3988065 的中 ��� 9361（109番人気）
3連単票数 計7123747 的中 ��� 3501（499番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．2―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 ・（3，10）（9，11）1（4，7）8，14（6，13）（5，2）12 4 ・（3，10）（1，9，11）（4，7）（6，13，8）（5，12，2）14

勝馬の
紹 介

サクラゴスペル �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Cure the Blues デビュー 2011．1．29 東京1着

2008．4．4生 牡4黒鹿 母 サクラブルース 母母 スループリンセス 14戦6勝 賞金 93，921，000円
※ブラボースキー号は，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。

3308412月22日 晴 稍重 （24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）
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

33 ドリームヒーロー 牡5青鹿57 松岡 正海田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 446± 01：50．5 43．4�

55 イ チ ブ ン 牡5青鹿57 柴田 善臣山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 500－ 21：50．6� 9．8�
79 スーパームーン 牡3青鹿56 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 512＋ 6 〃 ハナ 1．7�
22 ブライトボーイ 牡3鹿 56 吉田 隼人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 476± 01：50．7	 31．0�
810 ブレイズアトレイル 牡3芦 56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 492－ 21：50．8	 4．9�
44 エクセリオン 牡5芦 57 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 488＋121：50．9	 46．3	
11 ルネッタアスール 牝3鹿 54 宮崎 北斗青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 462＋ 21：51．0	 41．9

67 グランプリブラッド 牡3鹿 56 北村 宏司北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 442－ 21：51．53 8．1�
66 シゲルササグリ 牡3黒鹿56 丸山 元気森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 488＋ 21：51．7� 20．3�
811 ボーイフレンド 牡3栗 56 R．ムーア 北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 442＋121：52．44 18．9

（英）

78 ダブルレインボー 
6栗 57 田中 勝春吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 486－ 41：52．61� 60．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 50，750，000円 複勝： 91，010，500円 枠連： 35，238，800円
馬連： 139，374，900円 馬単： 102，852，100円 ワイド： 52，166，600円
3連複： 159，181，100円 3連単： 411，639，200円 計： 1，042，213，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，340円 複 勝 � 510円 � 220円 � 110円 枠 連（3－5） 9，690円

馬 連 �� 12，250円 馬 単 �� 33，980円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 700円 �� 320円

3 連 複 ��� 5，480円 3 連 単 ��� 69，920円

票 数

単勝票数 計 507500 的中 � 9217（9番人気）
複勝票数 計 910105 的中 � 21690（8番人気）� 64771（3番人気）� 506938（1番人気）
枠連票数 計 352388 的中 （3－5） 2686（22番人気）
馬連票数 計1393749 的中 �� 8402（27番人気）
馬単票数 計1028521 的中 �� 2234（61番人気）
ワイド票数 計 521666 的中 �� 4554（27番人気）�� 17933（7番人気）�� 45541（3番人気）
3連複票数 計1591811 的中 ��� 21462（18番人気）
3連単票数 計4116392 的中 ��� 4345（188番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―36．5―48．3―1：00．3―1：12．5―1：24．7―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームヒーロー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ウォーニング デビュー 2009．8．22 札幌4着

2007．4．21生 牡5青鹿 母 マイドリームラン 母母 キ ア モ ン グ 37戦4勝 賞金 64，600，000円
〔発走時刻の変更〕 16時01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。
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（24中山5）第7日 12月22日（土曜日） 雨後曇後晴 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 185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

310，940，000円
9，710，000円
2，220，000円
28，380，000円
64，668，500円
6，583，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
410，696，500円
713，815，100円
362，167，600円
1，251，670，700円
793，360，500円
497，259，900円
1，540，598，200円
2，864，631，100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 8，434，199，600円

総入場人員 28，644名 （有料入場人員 25，142名）
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