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3303712月8日 晴 良 （25中山5）第4日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時50分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

714 ケイジージュピター 牡2青鹿55 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 450－ 21：13．1 12．1�
47 ビックナサンクス 牡2青鹿55 北村 宏司平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 520－ 41：13．2� 1．5�
713 チュウワベイビー 牝2芦 54 内田 博幸中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 450－101：13．83� 16．5�
11 	 トルセドール 牡2鹿 55 田中 勝春窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 464± 01：14．01
 4．2�
612 グ ラ ン パ レ 牡2栗 55 三浦 皇成村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム 456＋ 61：14．53 17．0�
816 カシノレント 牡2黒鹿55 的場 勇人柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 488＋ 2 〃 クビ 24．3�
611	 マルターズポラリス �2鹿 55 武士沢友治藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Summer

Wind Farm 508－ 41：14．82 28．7	
35 ラ ラ ラ 牝2鹿 54 松岡 正海
ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 444＋ 2 〃 ハナ 112．5�
36 サンバデジャネイロ 牝2黒鹿54 二本柳 壮
ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 448＋ 41：15．54 240．5�
48 カ イ ド ウ 牝2黒鹿54 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 494－ 61：15．71
 202．1
23 セイカブレリア 牝2鹿 54 柴田 大知久米 誠氏 土田 稔 日高 藤本 友則 442－ 2 〃 クビ 101．3�
510 チタノティアラ 牝2栗 54 秋山真一郎中村 光利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 424－ 61：15．8クビ 75．9�
815 メイショウサンタ 牡2鹿 55 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 442＋ 81：16．01 182．2�
12 ダ ム キ ナ 牝2鹿 54 田中 博康西山 茂行氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 456＋ 6 〃 クビ 483．1�
59 イ ス ズ ヒ メ 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 410－ 21：16．63� 543．5�
24 シゲルウゼン 牝2栗 54 吉田 豊森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新ひだか 岡田スタツド 436＋121：16．81� 226．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，412，800円 複勝： 73，797，000円 枠連： 12，695，900円
馬連： 41，328，300円 馬単： 34，288，700円 ワイド： 22，268，600円
3連複： 59，262，000円 3連単： 117，280，800円 計： 381，334，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 220円 � 110円 � 270円 枠 連（4－7） 380円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 320円 �� 850円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 12，700円

票 数

単勝票数 計 204128 的中 � 13362（3番人気）
複勝票数 計 737970 的中 � 34911（3番人気）� 524726（1番人気）� 25477（4番人気）
枠連票数 計 126959 的中 （4－7） 24832（2番人気）
馬連票数 計 413283 的中 �� 43610（2番人気）
馬単票数 計 342887 的中 �� 12133（7番人気）
ワイド票数 計 222686 的中 �� 18985（2番人気）�� 5858（11番人気）�� 13896（3番人気）
3連複票数 計 592620 的中 ��� 24499（6番人気）
3連単票数 計1172808 的中 ��� 6818（36番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．7―12．6―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．5―47．1―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイジージュピター �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．10．6 東京12着

2011．3．16生 牡2青鹿 母 デュークタイフーン 母母 テールトゥノーズ 4戦1勝 賞金 6，300，000円
※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 ゴッドマザー号・サビーナクレスタ号・ドラゴンボーテ号・ヒメスズラン号

3303812月8日 晴 良 （25中山5）第4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

35 アールプロセス 牡2鹿 55 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 506－ 21：57．4 3．8�
36 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 468＋ 81：57．61� 13．2�
713 ニシノゲンキマル 牡2栗 55 柴田 善臣西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 502＋ 41：57．7� 7．4�
11 アルスターサイクル 牡2鹿 55 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 492－ 21：58．23 8．4�
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 468＋10 〃 アタマ 142．0�
12 エストゥペンド 牡2鹿 55 石橋 脩平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 500＋ 21：58．3� 9．0	
816 ア ク シ ア 牡2栗 55 内田 博幸山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 472± 01：58．62 4．1

612 ガ ラ パ ゴ ス 牡2鹿 55 津村 明秀石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B484± 01：59．13 16．4�
59 ジャマスルナ 牡2黒鹿55 北村 友一小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B476± 01：59．2クビ 160．1�
24 マイネルラヴォーロ 牡2青鹿55 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 勢司 和浩 新冠 赤石 久夫 454－ 6 〃 ハナ 36．9�
48 ジェイケイウィーク 牡2鹿 55 三浦 皇成小谷野次郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤川フアーム 492＋ 81：59．62� 23．9�
510 ノックアバウト 牡2鹿 55 田中 博康吉田 和美氏 木村 哲也 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋162：00．45 277．6�
23 オ ル デ ィ ネ 牡2鹿 55 大野 拓弥 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド B488－ 22：00．61� 95．7�
714 カフェテキーラ 牡2芦 55 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 556± 02：01．02� 6．9�
611 グローバルメジャー 牡2栗 55 嘉藤 貴行永田 清男氏 谷原 義明 平取 原田 新治 466＋ 2 〃 ハナ 274．5�
47 フ ユ ハ ナ ビ 牡2鹿 55 大庭 和弥大久保與志雄氏 杉浦 宏昭 新冠 競優牧場 446± 02：01．1� 172．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，496，200円 複勝： 29，061，900円 枠連： 13，888，100円
馬連： 43，583，200円 馬単： 26，699，300円 ワイド： 19，124，600円
3連複： 55，473，000円 3連単： 81，847，800円 計： 285，174，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 430円 � 230円 枠 連（3－3） 2，930円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 790円 �� 590円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 35，830円

票 数

単勝票数 計 154962 的中 � 32317（1番人気）
複勝票数 計 290619 的中 � 42895（2番人気）� 15096（7番人気）� 35022（3番人気）
枠連票数 計 138881 的中 （3－3） 3503（9番人気）
馬連票数 計 435832 的中 �� 16014（9番人気）
馬単票数 計 266993 的中 �� 4893（16番人気）
ワイド票数 計 191246 的中 �� 5991（9番人気）�� 8439（4番人気）�� 3011（22番人気）
3連複票数 計 554730 的中 ��� 5141（32番人気）
3連単票数 計 818478 的中 ��� 1686（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．5―51．3―1：04．4―1：17．5―1：30．6―1：44．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F39．9
1
3
14，16，2，13，9－（11，15）5（8，12）1－（4，6）10＝（7，3）・（14，16）13（2，5，12）（9，8）（15，1）6，11－10－4，3－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アールプロセス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Private Account デビュー 2013．11．17 東京8着

2011．3．26生 牡2鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia 2戦1勝 賞金 5，000，000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。
（非抽選馬） 1頭 キングオブキック号

第５回 中山競馬 第４日



3303912月8日 晴 良 （25中山5）第4日 第3競走 ��1，800�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
1：46．4
1：45．9

良
良

24 シ ー ロ ア 牝2栗 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 486＋241：51．2 4．6�
510 リーサルウェポン 牝2鹿 54 三浦 皇成 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 432± 0 〃 ハナ 3．6�
48 デ ン セ ツ 牡2鹿 55 柴田 善臣�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 480＋ 21：51．51� 12．9�
36 バトルジェジェジェ 牝2鹿 54 吉田 豊宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 440± 01：51．6� 5．5�
47 アースプレイ 牝2青鹿54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 432－ 2 〃 ハナ 5．6�
59 ゴールドシェンロン 牡2栗 55 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 452－ 2 〃 ハナ 14．6	
815 エスティリリー 牝2黒鹿54 秋山真一郎島川 
哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 61：51．81� 25．7�
12 ユズノカオリ 牝2鹿 54 津村 明秀山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 田原橋本牧場 B456－ 6 〃 クビ 15．6�
714 ダノンシュワー 牡2黒鹿55 横山 典弘ダノックス 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 492－ 61：52．01� 23．7�
11 ラブウィスパー 牝2青鹿54 北村 友一増田 陽一氏 和田 雄二 むかわ 市川牧場 448－ 2 〃 アタマ 81．7�
35 ウインステージ 牝2栗 54 嘉藤 貴行ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 382＋ 21：52．1� 215．5�
23 マイネルファラオン 牡2黒鹿55 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 496－ 21：52．31� 20．9�
612 ハートオブクラリス 牝2黒鹿54 大野 拓弥 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 458－ 41：52．51� 27．9�
816 シ ン ゲ ツ 牡2鹿 55 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 的場牧場 444＋ 41：52．71� 437．0�
611 アキノリング 牡2鹿 55 宮崎 北斗穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 460－ 41：53．02 272．0�
713 マイネルヴィクター 牡2栗 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 454－ 81：53．31� 361．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，675，300円 複勝： 46，209，500円 枠連： 15，067，100円
馬連： 59，226，200円 馬単： 35，786，900円 ワイド： 28，365，000円
3連複： 74，198，600円 3連単： 112，364，700円 計： 394，893，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 150円 � 370円 枠 連（2－5） 710円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，090円 �� 850円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 17，770円

票 数

単勝票数 計 236753 的中 � 40771（2番人気）
複勝票数 計 462095 的中 � 60528（4番人気）� 108143（1番人気）� 24983（7番人気）
枠連票数 計 150671 的中 （2－5） 15789（2番人気）
馬連票数 計 592262 的中 �� 44733（1番人気）
馬単票数 計 357869 的中 �� 14520（1番人気）
ワイド票数 計 283650 的中 �� 17538（2番人気）�� 6122（12番人気）�� 8051（7番人気）
3連複票数 計 741986 的中 ��� 11443（9番人気）
3連単票数 計1123647 的中 ��� 4668（27番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―13．1―12．7―12．2―12．7―12．2―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―37．9―50．6―1：02．8―1：15．5―1：27．7―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ー ロ ア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2013．7．14 福島6着

2011．1．20生 牝2栗 母 レールマラン 母母 Lite Light 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 マイネルファラオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マイネルファラオン号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウインドオブケン号

3304012月8日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25中山5）第4日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時15分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：10．2良・良

22 アイファーハイカラ 牡6黒鹿60 林 満明中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 468－123：14．9 8．3�
11 セクシイサウンド 牝3鹿 56 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 506＋123：15．32� 4．9�
88 � プロジェクトブルー 牡6鹿 60 石神 深一 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 518± 03：15．51 5．0�
89 ビービーラッシュ 牡3芦 58 山本 康志�坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 482＋ 63：16．13� 2．5�
44 オリオンザアルファ 牡6黒鹿60 鈴木 慶太平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B490＋ 63：16．95 5．0	
55 アーリーボーイ 牡3鹿 58 上野 翔冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 500＋ 23：17．0� 63．5

66 ビレッジトレンディ 牝3鹿 56 大江原 圭村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 450＋ 83：18．8大差 41．1�
33 フェートグランド 牡3鹿 58 草野 太郎 �社台レースホース武藤 善則 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－103：19．86 12．9�
77 スキップコード 牡3青 58 五十嵐雄祐池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 田中 裕之 484＋183：23．5大差 87．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 13，517，800円 複勝： 16，996，300円 枠連： 9，290，000円
馬連： 27，302，200円 馬単： 22，990，600円 ワイド： 11，767，300円
3連複： 38，690，000円 3連単： 86，102，100円 計： 226，656，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 260円 � 200円 � 160円 枠 連（1－2） 2，010円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 660円 �� 600円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 21，740円

票 数

単勝票数 計 135178 的中 � 12919（5番人気）
複勝票数 計 169963 的中 � 15225（5番人気）� 22022（4番人気）� 33547（2番人気）
枠連票数 計 92900 的中 （1－2） 3423（7番人気）
馬連票数 計 273022 的中 �� 10862（10番人気）
馬単票数 計 229906 的中 �� 4286（20番人気）
ワイド票数 計 117673 的中 �� 4394（10番人気）�� 4833（8番人気）�� 5370（7番人気）
3連複票数 計 386900 的中 ��� 10013（11番人気）
3連単票数 計 861021 的中 ��� 2924（74番人気）
上り 1マイル 1：49．9 4F 52．9－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイファーハイカラ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ウォーニング デビュー 2009．7．26 小倉6着

2007．4．26生 牡6黒鹿 母 ニシノマズルカ 母母 プレイリースカイ 障害：3戦1勝 賞金 7，000，000円



3304112月8日 晴 良 （25中山5）第4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

55 クインズチャイルド 牡2鹿 55 三浦 皇成 �クイーンズ・ランチ 伊藤 圭三 新ひだか 折手牧場 478 ―2：06．5 15．3�
811 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 468 ― 〃 クビ 4．2�
79 レッドレギオン 牡2鹿 55 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 472 ―2：06．71� 2．1�
33 アムールスキー 牡2鹿 55 内田 博幸有限会社シルク小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486 ― 〃 クビ 7．9�
67 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 440 ―2：07．01� 34．9�
11 ニューティアラ 牝2鹿 54 小島 太一服部 新平氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム 472 ―2：07．2� 44．8	
66 ラストカレンナ 牝2栗 54 田中 勝春窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 有限会社

吉田ファーム 474 ―2：07．52 7．6

810	 コスモセキトバ 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 米 Howard C.

Nolan, Jr. 524 ―2：07．6� 8．0�
78 トーアサムライ 牡2栗 55 田中 博康高山ランド� 斎藤 誠 豊浦トーア牧場 440 ―2：08．13 67．2
44 ホットボディー 牝2鹿 54 武士沢友治杉山 忠国氏 武市 康男 新ひだか 明治牧場 476 ―2：08．42 90．4�
22 ホウショウマスター 牡2芦 55 大野 拓弥芳賀 吉孝氏 藤原 辰雄 日高 新井 昭二 436 ―2：10．010 94．1�
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売 得 金
単勝： 21，781，100円 複勝： 28，664，400円 枠連： 12，372，900円
馬連： 42，266，500円 馬単： 31，419，800円 ワイド： 17，930，200円
3連複： 49，598，800円 3連単： 98，812，500円 計： 302，846，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 310円 � 140円 � 110円 枠 連（5－8） 2，050円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 7，160円

ワ イ ド �� 740円 �� 530円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 22，300円

票 数

単勝票数 計 217811 的中 � 11232（6番人気）
複勝票数 計 286644 的中 � 14971（6番人気）� 52861（2番人気）� 99717（1番人気）
枠連票数 計 123729 的中 （5－8） 4470（8番人気）
馬連票数 計 422665 的中 �� 10910（12番人気）
馬単票数 計 314198 的中 �� 3243（27番人気）
ワイド票数 計 179302 的中 �� 5181（10番人気）�� 7571（7番人気）�� 28059（1番人気）
3連複票数 計 495988 的中 ��� 21191（5番人気）
3連単票数 計 988125 的中 ��� 3271（73番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―13．4―13．6―13．3―12．8―12．4―12．1―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．8―38．2―51．8―1：05．1―1：17．9―1：30．3―1：42．4―1：54．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クインズチャイルド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2011．3．22生 牡2鹿 母 リヴァプール 母母 マークプロミス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 スーパーハリケーン号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3

番）
※ニューティアラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3304212月8日 晴 良 （25中山5）第4日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時35分 （芝・右・外）

牝，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

47 フォワードカール 牝2鹿 54 宮崎 北斗有限会社シルク田中 剛 安平 ノーザンファーム 454 ―1：40．8 25．8�
36 ボ デ ギ ー タ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行手嶋 康雄氏 天間 昭一 新冠 ハシモトフアーム 490 ―1：41．01� 44．6�
612 トーセンプリエール 牝2青鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 472 ―1：41．1� 14．3�
713 アルミサエル 牝2黒鹿54 的場 勇人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 428 ― 〃 アタマ 112．5�
24 リ ヴ ィ ダ ス 牝2鹿 54 北村 友一池谷 誠一氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 446 ―1：41．2� 36．8�
510 デピュティイモン 牝2栗 54 武士沢友治井門 敏雄氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 422 ―1：41．41� 149．4	
48 ビコーズサンサン 牝2黒鹿54 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 畠山牧場 440 ―1：41．61� 7．6

59 コスモカナメ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 416 ― 〃 クビ 50．2�
11 ブルーロータス 牝2鹿 54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 476 ―1：41．7� 1．8�
815 カフジウインド 牝2鹿 54 石橋 脩加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 464 ― 〃 クビ 19．6�
816 ウインシンデレラ 牝2栗 54 三浦 皇成ウイン 金成 貴史 新ひだか 前谷 武志 440 ―1：41．8クビ 159．5�
611 ホワイトレーヌ 牝2黒鹿54 津村 明秀古賀 和夫氏 和田 正道 安平 ノーザンファーム 432 ―1：42．11� 120．0�
714 ツインキャンドル 牝2鹿 54 田中 勝春�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 450 ―1：42．2� 4．7�
23 タカラキャメロン 牝2黒鹿54 秋山真一郎村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 456 ―1：42．41� 45．6�
12 ホールドアウト 牝2栗 54 柴山 雄一橋口 博氏 鈴木 伸尋 浦河 松田 憲一 412 ― 〃 ハナ 208．0�
35 ランドオブマヤ 牝2芦 54 大野 拓弥吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 464 ―1：43．14 18．2�
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売 得 金
単勝： 26，176，400円 複勝： 32，999，300円 枠連： 15，923，700円
馬連： 49，483，300円 馬単： 35，392，500円 ワイド： 23，601，900円
3連複： 60，856，900円 3連単： 105，894，500円 計： 350，328，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，580円 複 勝 � 630円 � 1，060円 � 410円 枠 連（3－4） 2，760円

馬 連 �� 30，340円 馬 単 �� 66，980円

ワ イ ド �� 5，560円 �� 2，550円 �� 5，240円

3 連 複 ��� 108，750円 3 連 単 ��� 751，450円

票 数

単勝票数 計 261764 的中 � 7999（7番人気）
複勝票数 計 329993 的中 � 13837（8番人気）� 7716（10番人気）� 22595（4番人気）
枠連票数 計 159237 的中 （3－4） 4268（12番人気）
馬連票数 計 494833 的中 �� 1204（55番人気）
馬単票数 計 353925 的中 �� 390（110番人気）
ワイド票数 計 236019 的中 �� 1039（52番人気）�� 2305（25番人気）�� 1103（50番人気）
3連複票数 計 608569 的中 ��� 413（206番人気）
3連単票数 計1058945 的中 ��� 104（1180番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―38．4―51．1―1：04．2―1：17．1―1：29．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．7―3F36．6

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

勝馬の
紹 介

フォワードカール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2011．5．14生 牝2鹿 母 リングレット 母母 ダイナカール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕トーセンプリエール号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キスカラハジメヨウ号・クイーンラズベリ号・スパークルキャット号・ニューティアラ号・プロテッツィオーネ号



3304312月8日 晴 良 （25中山5）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走13時05分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

813 サトノスーペリア 牡2黒鹿55 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 454－ 41：55．8 22．7�
58 アスペンツリー 牡2黒鹿55 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 安平 追分ファーム 480－ 6 〃 ハナ 2．9�
46 メイショウスミトモ 牡2鹿 55 大野 拓弥松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470－101：56．22� 25．2�
11 ジャッカスバーク 牡2黒鹿55 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526± 01：56．51� 2．3�
814 グラスプリマ 牝2鹿 54 柴田 善臣半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：56．6クビ 15．9�
711 カシノカーム 牡2芦 55 柴田 大知柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 456＋ 21：56．81� 93．2	
610 グランドサッシュ 牡2黒鹿55 横山 典弘有限会社シルク武市 康男 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 21：56．9� 7．8

57 タマモネイヴィー 牡2鹿 55 吉田 豊タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 496＋ 41：57．0� 33．4�
45 トゥインクリング 牡2栗 55 松岡 正海スリースターズレーシング 田村 康仁 浦河 ミルファーム 496＋ 61：57．21 92．7
69 ヴァイスヴァーサ 牝2栗 54 北村 友一伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 450＋ 41：57．41	 25．1�
34 
 テ ス テ ィ コ 牝2芦 54 石橋 脩吉田 和美氏 木村 哲也 米 Casner

Racing, LP 504－ 81：57．5クビ 50．6�
22 エ キ マ エ 牡2鹿 55 柴山 雄一古川 智洋氏 中川 公成 新冠 アラキフアーム 496＋ 21：57．6� 45．5�
33 パ ブ ロ ワ 牝2芦 54 三浦 皇成菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 512＋ 61：58．87 18．5�
712 アンバーロード 牡2鹿 55 田中 博康 �スピードファーム菊沢 隆徳 新冠 スピードフアーム 508－ 2 （競走中止） 187．7�
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売 得 金
単勝： 32，146，500円 複勝： 45，385，600円 枠連： 21，223，100円
馬連： 68，300，200円 馬単： 44，021，700円 ワイド： 31，658，900円
3連複： 81，157，300円 3連単： 145，682，200円 計： 469，575，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 550円 � 160円 � 430円 枠 連（5－8） 870円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 10，180円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 2，270円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 10，500円 3 連 単 ��� 89，600円

票 数

単勝票数 計 321465 的中 � 11198（6番人気）
複勝票数 計 453856 的中 � 17584（8番人気）� 104423（2番人気）� 23459（6番人気）
枠連票数 計 212231 的中 （5－8） 18092（2番人気）
馬連票数 計 683002 的中 �� 19498（8番人気）
馬単票数 計 440217 的中 �� 3194（31番人気）
ワイド票数 計 316589 的中 �� 6905（12番人気）�� 3356（24番人気）�� 7541（8番人気）
3連複票数 計 811573 的中 ��� 5707（32番人気）
3連単票数 計1456822 的中 ��� 1200（255番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．5―13．1―12．7―12．6―13．0―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―38．1―51．2―1：03．9―1：16．5―1：29．5―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノスーペリア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2013．9．1 函館1着

2011．2．27生 牡2黒鹿 母 オスティエンセ 母母 オステアアンティカ 4戦2勝 賞金 15，500，000円
〔競走中止〕 アンバーロード号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 アスペンツリー号の騎手田中勝春は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

3304412月8日 晴 良 （25中山5）第4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

815 アップルハウス 牡3青鹿56 大野 拓弥新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 450－ 61：55．9 23．9�
713 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 508－ 21：56．11 46．9�
510� ホクレアポパイ 	4黒鹿57 三浦 皇成萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 426＋ 3 〃 クビ 52．1�
612
 ヤンキーソヴリン 	3黒鹿56 石橋 脩岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. 498＋16 〃 ハナ 8．0�
35 バーディーイーグル 牡3鹿 56 内田 博幸里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 486＋ 61：56．2クビ 5．9�
11 ネオヴァンデロア 牡3黒鹿56 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 520＋ 41：56．41 55．5�
36 デイジーバローズ 牝4栗 55 津村 明秀猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 474－ 41：56．5� 117．9	
23 
 トゥールモンド 	3栗 56 松岡 正海 
サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 460－ 2 〃 ハナ 21．9�
611� エルヘイロー 牡5黒鹿57 柴山 雄一吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 484＋ 41：56．71� 18．8�
816 ヘイローフォンテン 牡3鹿 56 柴田 善臣吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 512－ 8 〃 アタマ 11．6
47 モルダバイト 牡3芦 56 田中 勝春岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B526＋101：56．91� 1．9�
24 マスタープラチナム 牝3栗 54 武士沢友治
谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 454± 01：57．11 150．9�
714� サンマルダーム 牝4栗 55 北村 友一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 432＋ 81：57．31 276．3�
12 
 リリコレッジェーロ 牡3栗 56 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 米 Masatake

Iida DVM 512－ 81：57．51 67．1�
48 ミラクルミイクン 牡4鹿 57 嘉藤 貴行内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 536＋ 41：58．13� 63．8�
59 
 ナスノシベリウス 牝4芦 55 横山 典弘�須野牧場 和田 正道 米

B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

500± 01：58．31 12．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，850，800円 複勝： 46，526，400円 枠連： 21，764，400円
馬連： 73，735，300円 馬単： 45，408，800円 ワイド： 31，646，600円
3連複： 84，545，800円 3連単： 151，637，400円 計： 484，115，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 520円 � 730円 � 1，390円 枠 連（7－8） 6，520円

馬 連 �� 29，660円 馬 単 �� 51，010円

ワ イ ド �� 4，520円 �� 9，810円 �� 14，460円

3 連 複 ��� 333，670円 3 連 単 ��� 2，602，530円

票 数

単勝票数 計 288508 的中 � 9548（8番人気）
複勝票数 計 465264 的中 � 25103（7番人気）� 16976（9番人気）� 8392（10番人気）
枠連票数 計 217644 的中 （7－8） 2467（19番人気）
馬連票数 計 737353 的中 �� 1835（49番人気）
馬単票数 計 454088 的中 �� 657（93番人気）
ワイド票数 計 316466 的中 �� 1735（42番人気）�� 792（66番人気）�� 536（83番人気）
3連複票数 計 845458 的中 ��� 187（327番人気）
3連単票数 計1516374 的中 ��� 43（1961番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．1―50．7―1：03．6―1：16．3―1：28．9―1：42．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

アップルハウス �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．2．3 東京2着

2010．4．15生 牡3青鹿 母 アジアンプリンセス 母母 Golden Aster 8戦2勝 賞金 17，100，000円



3304512月8日 晴 良 （25中山5）第4日 第9競走 ��
��1，200�

ま い は ま

舞 浜 特 別
発走14時05分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

713 タイセイマスタング 牡4栗 57 三浦 皇成田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 544＋ 41：11．3 4．2�
47 ミヤジエルビス 牡3青鹿56 石橋 脩曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 490＋ 21：11．4� 2．4�
510 マックスガイ 牡4青鹿57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム B476＋ 81：11．5クビ 6．1�
611 エムエムアリオーン 牡3芦 56 吉田 豊久保 佳和氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 538± 0 〃 クビ 9．9�
24 メイショウユメゴゼ 牝4栃栗55 柴田 大知松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 446－101：11．6� 25．2�
35 テイクエイム 牡6鹿 57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 458－ 4 〃 ハナ 216．1	
59 タマニューホープ 牡7鹿 57 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 482＋ 6 〃 クビ 100．3

12 ミステリートレイン 牡5鹿 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：11．7クビ 34．1�
815 ザストロンシチー 牡5鹿 57 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 500＋20 〃 クビ 110．9�
11 フレイムヘイロー 牡5栗 57 大庭 和弥ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 504＋ 41：11．8クビ 73．5�
714 ガールズストーリー 牝5黒鹿55 秋山真一郎吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 436± 01：12．01� 33．0�
23 カツノセカンド 牡6鹿 57 的場 勇人勝野産業 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 472－ 41：12．31	 278．3�
36 シャドウエミネンス 牡5栗 57 田中 勝春飯塚 知一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 474± 01：12．4クビ 67．4�
612 ビナスイート 牝4栗 55 横山 典弘井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 482－ 41：12．5� 19．3�
48 
 ジャガーバローズ 牡3鹿 56 内田 博幸猪熊 広次氏 牧 光二 米 Dierdre T. Marsh

& David LaCroix 494＋ 61：12．92� 19．8�
816 ホワイトポピー 牝3芦 54 柴山 雄一楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 436＋ 41：13．0� 13．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，576，300円 複勝： 60，415，100円 枠連： 25，467，000円
馬連： 100，380，100円 馬単： 56，401，000円 ワイド： 40，124，800円
3連複： 120，469，300円 3連単： 203，654，000円 計： 643，487，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 130円 � 170円 枠 連（4－7） 520円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 270円 �� 410円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 6，020円

票 数

単勝票数 計 365763 的中 � 68909（2番人気）
複勝票数 計 604151 的中 � 119171（2番人気）� 140474（1番人気）� 85235（3番人気）
枠連票数 計 254670 的中 （4－7） 36766（1番人気）
馬連票数 計1003801 的中 �� 111214（1番人気）
馬単票数 計 564010 的中 �� 27040（3番人気）
ワイド票数 計 401248 的中 �� 39144（1番人気）�� 23372（3番人気）�� 27386（2番人気）
3連複票数 計1204693 的中 ��� 74867（1番人気）
3連単票数 計2036540 的中 ��� 24980（4番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．1―12．0―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―33．1―45．1―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイマスタング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．11．26 小倉1着

2009．2．24生 牡4栗 母 キョウワモンロー 母母 プティットイル 10戦4勝 賞金 44，406，000円
〔制裁〕 フレイムヘイロー号の騎手大庭和弥は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・3番・4番・5

番・6番）
※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 ウエストハーバー号・ガクニホシ号・カディーシャ号・キンシザイル号・ストームジャガー号・

プロスペラスマム号・ワンダーフォルテ号

3304612月8日 晴 良 （25中山5）第4日 第10競走 ��
��1，800�

み ほ

美浦ステークス
発走14時40分 （芝・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

美浦村長賞（1着）
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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

810� レッドレイヴン 牡3青鹿56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli
& Bobby Flay 502－ 41：48．2 1．5�

66 フェスティヴタロー 牡4栗 57 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 504＋ 21：48．52 3．8�
78 ホーカーテンペスト 牡4栗 57 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 498＋ 21：48．6クビ 19．9�
22 フラアンジェリコ 牡5栗 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：48．81	 12．8�
89 ミカエルビスティー 牡6黒鹿57 三浦 皇成備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 482－ 21：49．01 133．0	
77 ベストディール 牡4鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 476＋10 〃 アタマ 32．5

11 
 サクラボールド 牡6栗 57 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 484＋10 〃 クビ 15．8�
33 マイネルグート 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 520＋ 41：49．31� 66．8�
55 トーセンジャガー 牡5青 57 北村 友一島川 哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 488± 0 〃 アタマ 32．1�
44 
 キングズクエスト �4栗 57 柴山 雄一岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 41：49．61� 65．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，646，200円 複勝： 148，970，000円 枠連： 23，895，000円
馬連： 112，565，800円 馬単： 93，761，200円 ワイド： 45，103，800円
3連複： 130，483，600円 3連単： 400，884，200円 計： 1，010，309，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 270円 枠 連（6－8） 230円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 140円 �� 450円 �� 540円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 2，090円

票 数

単勝票数 計 546462 的中 � 306152（1番人気）
複勝票数 計1489700 的中 � 1019290（1番人気）� 205912（2番人気）� 41407（5番人気）
枠連票数 計 238950 的中 （6－8） 79436（1番人気）
馬連票数 計1125658 的中 �� 381801（1番人気）
馬単票数 計 937612 的中 �� 211953（1番人気）
ワイド票数 計 451038 的中 �� 125058（1番人気）�� 19269（6番人気）�� 15662（8番人気）
3連複票数 計1304836 的中 ��� 113719（3番人気）
3連単票数 計4008842 的中 ��� 141591（3番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．2―12．2―12．0―11．8―11．9―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―37．2―49．4―1：01．4―1：13．2―1：25．1―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドレイヴン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2012．7．1 函館1着

2010．3．4生 牡3青鹿 母 Wonder Again 母母 Ameriflora 7戦3勝 賞金 54，643，000円

１レース目



3304712月8日 晴 良 （25中山5）第4日 第11競走 ��
��1，200�第6回カペラステークス（ＧⅢ）

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，24．12．8以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，24．12．7以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 665，000円 190，000円 95，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ノーザンリバー 牡5鹿 56 柴田 善臣林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 478－ 21：10．7 11．2�
47 スノードラゴン 牡5芦 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 512＋ 4 〃 クビ 11．2�
24 シルクフォーチュン 牡7鹿 57 横山 典弘有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 472＋ 61：10．8� 4．2�
713 セイクリムズン 牡7黒鹿57 北村 宏司金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド 514－ 91：11．01� 7．2�
12 スリーボストン 牡6鹿 56 秋山真一郎永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 518－ 21：11．1クビ 8．2�
48 トキノエクセレント 牡5黒鹿56 三浦 皇成田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 472＋ 6 〃 クビ 59．5	
815 ケ ビ ン ド ゥ 牡4栗 56 吉田 豊井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 484＋ 61：11．2� 21．5

611 タイセイファントム 牡5鹿 56 武士沢友治田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 456－ 41：11．3� 179．4�
714 スイートジュエリー 牝4黒鹿54 北村 友一下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B496－ 8 〃 クビ 3．1
612 トーホウチェイサー 牡6栗 56 田中 勝春東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 482－ 61：11．4クビ 68．9�
35 マルカバッケン 牡6鹿 56 内田 博幸河長産業� 中村 均 千歳 社台ファーム 484－10 〃 クビ 9．8�
59 ティアップワイルド 牡7栗 57 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 534± 0 〃 ハナ 22．1�
36 アドバンスウェイ 牡7鹿 56 木幡 初広西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B502＋101：11．5� 198．6�
23 	 トシキャンディ 牝7鹿 54 大庭 和弥上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 498＋ 41：11．92� 68．2�
816	 サマーウインド 牡8栗 58 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 門別 槇本牧場 518＋ 21：12．0
 100．9�
510	 エスケープマジック 牡5鹿 56 津村 明秀 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 496－ 81：12．21 246．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，557，200円 複勝： 133，122，700円 枠連： 83，499，300円
馬連： 363，475，800円 馬単： 192，260，700円 ワイド： 121，730，500円
3連複： 516，392，500円 3連単： 946，836，900円 計： 2，442，875，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 320円 � 320円 � 200円 枠 連（1－4） 1，920円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 9，200円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 880円 �� 810円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 47，980円

票 数

単勝票数 計 855572 的中 � 60307（6番人気）
複勝票数 計1331227 的中 � 101735（7番人気）� 102398（6番人気）� 203175（2番人気）
枠連票数 計 834993 的中 （1－4） 32098（10番人気）
馬連票数 計3634758 的中 �� 63377（22番人気）
馬単票数 計1922607 的中 �� 15425（42番人気）
ワイド票数 計1217305 的中 �� 26221（18番人気）�� 34284（10番人気）�� 37835（7番人気）
3連複票数 計5163925 的中 ��� 67515（21番人気）
3連単票数 計9468369 的中 ��� 14565（198番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．2―12．1―11．9―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーザンリバー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Machiavellian デビュー 2010．9．11 札幌2着

2008．4．12生 牡5鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady 15戦6勝 賞金 141，562，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 スイートジュエリー号の調教師安田隆行は，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28頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）28頭 アーリーデイズ号・インペリアルマーチ号・ウォータールルド号・エアラフォン号・エイシンオスマン号・

エベレストオー号・オーブルチェフ号・カオスモス号・カネトシディオス号・グランデッツァ号・
コスモソーンパーク号・サトノタイガー号・サンレイレーザー号・シセイオウジ号・セイカプリコーン号・
チャーリーブレイヴ号・トップカミング号・トラバント号・ナイトフッド号・ナガラオリオン号・フィールドシャイン号・
ブルーデジャブ号・ホクセツダンス号・ボレアス号・マイネルオベリスク号・マルカベンチャー号・
ムーンリットレイク号・メモリアルイヤー号

3304812月8日 晴 良 （25中山5）第4日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時00分 （芝・右・外）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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
1：30．7
1：30．7

良
良

812 チャーチクワイア 牝4栗 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 466＋121：35．5 3．9�
33 サクラディソール 牝3鹿 54 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 424－ 21：35．6� 2．8�
68 シャンボールフィズ 牝4鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 432＋ 41：35．81� 15．4�
67 ミ ナ レ ッ ト 牝3鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 462－ 6 〃 ハナ 8．0�
55 コスモミレネール 牝4鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 2 〃 ハナ 12．1	
710 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 446－ 21：35．9� 9．5

11 ヤマニンシェリル 牝3栗 54 三浦 皇成土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 450－121：36．0� 12．3�
79 ダノンルージュ 牝3鹿 54 田中 勝春�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：36．1クビ 6．3�
22 デプロマトウショウ 牝4鹿 55 大野 拓弥トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456－ 41：36．31� 65．2
56 アイティクイーン 牝5栗 55 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 504＋ 41：36．72� 129．4�
44 サクラトップクイン 牝5鹿 55 武士沢友治櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456＋181：37．01� 248．1�

（11頭）
811 エパティック 牝5鹿 55 内田 博幸村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 45，389，100円 複勝： 63，460，500円 枠連： 32，669，600円
馬連： 124，519，000円 馬単： 70，610，200円 ワイド： 45，410，100円
3連複： 139，193，100円 3連単： 308，812，900円 計： 830，064，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 140円 � 310円 枠 連（3－8） 550円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 280円 �� 830円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 11，780円

票 数

単勝票数 差引計 453891（返還計 554） 的中 � 93950（2番人気）
複勝票数 差引計 634605（返還計 508） 的中 � 125911（2番人気）� 151030（1番人気）� 38754（8番人気）
枠連票数 差引計 326696（返還計 117） 的中 （3－8） 43970（1番人気）
馬連票数 差引計1245190（返還計 3837） 的中 �� 147820（1番人気）
馬単票数 差引計 706102（返還計 1972） 的中 �� 34713（3番人気）
ワイド票数 差引計 454101（返還計 1330） 的中 �� 46647（1番人気）�� 12428（14番人気）�� 17701（8番人気）
3連複票数 差引計1391931（返還計 7592） 的中 ��� 38279（8番人気）
3連単票数 差引計3088129（返還計 16962） 的中 ��� 19352（24番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．2―12．1―11．7―11．7―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．8―48．9―1：00．6―1：12．3―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

チャーチクワイア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．9．10 札幌3着

2009．2．1生 牝4栗 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 19戦4勝 賞金 54，537，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔出走取消〕 エパティック号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※シャンボールフィズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

３レース目



（25中山5）第4日 12月8日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

242，040，000円
10，740，000円
1，830，000円
21，750，000円
63，582，500円
5，047，800円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
404，225，700円
725，608，700円
287，756，100円
1，106，165，900円
689，041，400円
438，732，300円
1，410，320，900円
2，759，810，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，821，661，000円

総入場人員 30，607名 （有料入場人員 26，784名）
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