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3300112月6日 晴 稍重 （26中山4）第1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

612 モ ル ジ ア ナ 牝2栗 54 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462± 01：11．6 3．9�
48 ニシノバランス 牝2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 456－ 21：12．66 6．8�
815 カンタベリーキッズ 牝2鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 むかわ ヤマイチ牧場 400＋ 21：12．7� 30．6�
24 オルフィーク 牝2青鹿54 吉田 豊加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 470－10 〃 クビ 8．3�
35 ポッドフィズ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 458＋ 4 〃 アタマ 5．9�
36 クラウンシトラス 牝2栗 54 柴田 善臣矢野 恭裕氏 菊川 正達 浦河 赤田牧場 466＋ 21：13．65 2．7	
713 デルマゴシンゾサン 牝2栗 54

51 ▲石川裕紀人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 392－ 41：14．13 336．3

510 キ ン カ チ ャ 牝2芦 54 丹内 祐次鈴木 照雄氏 田島 俊明 新ひだか グローリーファーム 438－ 81：14．31� 318．4�
611 ナンヨーチーク 牝2栗 54 横山 典弘中村 德也氏 畠山 吉宏 浦河 三好牧場 512± 01：15．04 32．4�
714 ハジメノイッポ 牝2青鹿54 伊藤 工真藤田 好紀氏 加藤 和宏 浦河 丸幸小林牧場 472－101：15．1� 78．7
816 テンプルオブラブ 牝2鹿 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 430－ 41：15．2� 215．9�
23 ザ キ ス 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか 前田 宗将 468＋ 21：15．3� 205．0�
11 ナゲットレイツ 牝2鹿 54 丸田 恭介竹本いずみ氏 中川 公成 日高 滝本 健二 450－ 21：15．4クビ 110．9�
59 ヌーベルバーグパリ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太大塚 亮一氏 本間 忍 浦河 谷口牧場 492± 01：15．61 10．9�
47 トシフェアリー 牝2栗 54 大庭 和弥上村 利幸氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 434＋ 21：15．7� 290．8�
12 サ ン オ ー ギ 牝2黒鹿54 松岡 正海竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 片山 建治 452＋221：16．33� 169．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，196，300円 複勝： 29，250，300円 枠連： 11，408，000円
馬連： 40，793，100円 馬単： 22，624，300円 ワイド： 21，176，500円
3連複： 53，255，800円 3連単： 72，385，200円 計： 268，089，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 220円 � 610円 枠 連（4－6） 1，470円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，390円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 8，880円 3 連 単 ��� 33，400円

票 数

単勝票数 計 171963 的中 � 34745（2番人気）
複勝票数 計 292503 的中 � 59506（2番人気）� 35711（4番人気）� 9439（7番人気）
枠連票数 計 114080 的中 （4－6） 5983（6番人気）
馬連票数 計 407931 的中 �� 22238（6番人気）
馬単票数 計 226243 的中 �� 6761（9番人気）
ワイド票数 計 211765 的中 �� 10579（6番人気）�� 3826（17番人気）�� 2231（22番人気）
3連複票数 計 532558 的中 ��� 4494（29番人気）
3連単票数 計 723852 的中 ��� 1571（117番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―12．2―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―45．8―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F38．0
3 4（6，9，12）－（1，2，5）－（3，15）－（11，13，8）－（10，14，16）－7 4 4（9，12）6，5－（1，2）15，8，3（11，13）－10（14，16）－7

勝馬の
紹 介

モ ル ジ ア ナ �
�
父 Dubawi �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．6．21 函館5着

2012．3．31生 牝2栗 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トシフェアリー号・サンオーギ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月6日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ケイツーミネルバ号・フジノキララ号

3300212月6日 晴 稍重 （26中山4）第1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

24 バイオンディップス 牡2黒鹿55 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B498＋ 21：57．2 2．7�
47 ハイヴォルテージ 牡2栗 55

52 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 432－ 81：57．41� 18．7�

816 コパノアルディー 牡2栗 55 柴田 善臣小林 祥晃氏 尾形 充弘 新冠 松本 信行 476＋ 21：57．5� 4．7�
59 コ マ ク サ 牡2黒鹿55 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 466＋ 6 〃 ハナ 57．1�
11 トーセンラブリー 牝2栗 54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム B472＋ 61：57．6� 7．3	
714 ブラックブリーズ 牡2青鹿55 北村 宏司臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 石郷岡 雅樹 464＋ 21：57．81� 13．7

12 ジ ョ コ ー ソ 牡2芦 55 江田 照男伊達 敏明氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 468＋ 8 〃 ハナ 198．7�
815 チェリーポセイドン 牡2栗 55 津村 明秀櫻井 悦朗氏 大和田 成 浦河 北俣 牧夫 454＋ 21：58．11� 27．9�
713 ロマンホープ 牡2黒鹿55 田中 勝春菅 實氏 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 442＋ 2 〃 アタマ 11．9
36 ツクバイーメーカー 牡2鹿 55 戸崎 圭太荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 新冠 ムラカミファーム 504＋ 61：58．41� 7．7�
48 スズカハイヤー 牡2鹿 55 藤岡 佑介永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B504± 01：59．35 23．9�
35 マイネルスウェルテ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 494＋281：59．4� 188．6�
510 ヴェルトフリーデン 牡2鹿 55 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 518＋ 2 〃 ハナ 29．4�
611 ツクバグランディー 牡2黒鹿55 吉田 豊荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 542＋ 42：00．03� 73．8�
23 ダイゴマサムネ 牡2栗 55 大野 拓弥長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 488＋ 62：01．17 22．4�
612 クリノジュンチャン 牡2栗 55

52 ▲石川裕紀人栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 いとう牧場 478＋182：01．31 136．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，144，100円 複勝： 27，456，800円 枠連： 12，348，900円
馬連： 42，541，400円 馬単： 23，261，400円 ワイド： 21，144，300円
3連複： 50，614，600円 3連単： 63，945，800円 計： 258，457，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 350円 � 160円 枠 連（2－4） 1，230円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 630円 �� 340円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 13，270円

票 数

単勝票数 計 171441 的中 � 49347（1番人気）
複勝票数 計 274568 的中 � 62122（1番人気）� 14677（7番人気）� 46184（2番人気）
枠連票数 計 123489 的中 （2－4） 7741（6番人気）
馬連票数 計 425414 的中 �� 16902（7番人気）
馬単票数 計 232614 的中 �� 6834（6番人気）
ワイド票数 計 211443 的中 �� 8393（3番人気）�� 17672（1番人気）�� 4854（13番人気）
3連複票数 計 506146 的中 ��� 12580（6番人気）
3連単票数 計 639458 的中 ��� 3492（20番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．0―13．5―13．1―13．4―13．0―12．8―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．5―51．0―1：04．1―1：17．5―1：30．5―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイオンディップス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 アグネスワールド デビュー 2014．7．12 函館6着

2012．3．26生 牡2黒鹿 母 リトルディッパー 母母 マンデーデライト 4戦1勝 賞金 5，750，000円

第４回 中山競馬 第１日



3300312月6日 晴 良 （26中山4）第1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

36 ナリノパシオン 牡2栗 55 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 478＋ 21：49．7 6．4�
611 スターチェイサー 牡2芦 55 戸崎 圭太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 476＋ 21：49．91� 4．4�
816 ウインエスパシオ 牡2青鹿55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 ハクツ牧場 510＋ 41：50．0� 4．4�
48 ディリジェンテ 牝2栗 54 横山 典弘吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 クビ 6．0�
12 マイネルプレアデス 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム B438＋ 81：50．1クビ 149．0	
713 ブレイクエース 牡2鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 2 〃 アタマ 10．7

815 パ ピ ー ラ ヴ 牝2鹿 54 北村 宏司 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 新冠 パカパカ

ファーム 448＋101：50．2	 23．8�
23 ジャジャンケン 牡2黒鹿55 丸田 恭介スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 神垣 道弘 496＋22 〃 ハナ 22．1�
47 ニシノプレシャス 牝2栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 442－ 6 〃 ハナ 29．5
24 
 ショウナンアイ 牝2栗 54 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 米 Padua Sta-

bles, LLC 468＋ 2 〃 ハナ 21．0�
35 シゲルマツリダ 牡2青鹿55 後藤 浩輝森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 市川牧場 470± 01：50．3� 20．4�
612 アヤミーチャン 牝2栗 54 柴田 善臣小林 祥晃氏 武藤 善則 新冠 カミイスタット 436± 01：50．4� 38．6�
59 アルファキンバレー 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�貴悦 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 454－101：50．61� 113．7�
11 マイネルデアデビル 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 日高 北田 剛 480＋ 21：51．13 8．8�
510 ガルフスター 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 41：51．2クビ 298．4�
714 ミエノサンキュー 牡2青鹿55 田中 勝春里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 B476＋141：52．05 89．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，947，900円 複勝： 40，029，200円 枠連： 15，853，600円
馬連： 53，750，100円 馬単： 27，319，900円 ワイド： 28，754，800円
3連複： 62，541，300円 3連単： 80，671，300円 計： 332，868，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 140円 � 170円 枠 連（3－6） 1，180円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 520円 �� 590円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 14，040円

票 数

単勝票数 計 239479 的中 � 29832（4番人気）
複勝票数 計 400292 的中 � 52045（3番人気）� 88221（1番人気）� 56794（2番人気）
枠連票数 計 158536 的中 （3－6） 10351（5番人気）
馬連票数 計 537501 的中 �� 24261（4番人気）
馬単票数 計 273199 的中 �� 5422（9番人気）
ワイド票数 計 287548 的中 �� 13217（3番人気）�� 11431（5番人気）�� 32838（1番人気）
3連複票数 計 625413 的中 ��� 25653（2番人気）
3連単票数 計 806713 的中 ��� 4164（17番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．7―12．0―12．1―12．5―12．5―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．1―48．1―1：00．2―1：12．7―1：25．2―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
1（3，16）－（2，4）9，6，8，11（7，12）13（10，14）15－5
1－16－3（2，9，6）（8，4，11）（12，7）13（10，15）（14，5）

2
4

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

勝馬の
紹 介

ナリノパシオン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．8．2 新潟10着

2012．3．20生 牡2栗 母 ココナッツパルム 母母 ココパシオン 5戦1勝 賞金 7，050，000円

3300412月6日 晴 稍重 （26中山4）第1日 第4競走 ��1，800�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
1：52．7
1：50．9

良
不良

77 ホワイトフーガ 牝2芦 54 大野 拓弥西森 鶴氏 高木 登 浦河 梅田牧場 516 ―1：55．6 3．7�
44 ラブオーディーン 牡2鹿 55 田中 勝春 M・

Kenichiホールディング� 池上 昌弘 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 500 ―1：56．87 31．5�

78 ピースワンポイント 牡2黒鹿55 三浦 皇成長谷川成利氏 大竹 正博 浦河 昭和牧場 494 ―1：57．75 5．1�
22 ティティショウジュ 牡2黒鹿55 柴田 善臣田畑 利彦氏 石毛 善彦 新ひだか 桑嶋 峰雄 478 ―1：58．23 12．4�
66 コパノチャーリー 牡2栗 55 田辺 裕信小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 508 ― 〃 クビ 3．8�
89 トミケンチャダル 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B488 ―1：58．3クビ 55．0	
33 ブラックバスター 牡2青鹿55 戸崎 圭太杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 468 ―1：58．93� 10．2

55 リ ザ ー ヴ ド 牡2鹿 55 後藤 浩輝 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか 広田牧場 534 ―1：59．0クビ 21．7�
810 アメリカンマッスル 牡2黒鹿55 藤岡 佑介市川 義美氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 524 ―1：59．1� 5．0�
11 マイネルシュプレム 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 オリエント牧場 470 ―1：59．42 17．7
（10頭）

売 得 金
単勝： 18，245，400円 複勝： 22，851，600円 枠連： 9，499，800円
馬連： 35，755，900円 馬単： 21，982，700円 ワイド： 15，966，000円
3連複： 38，128，100円 3連単： 67，022，000円 計： 229，451，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 660円 � 180円 枠 連（4－7） 4，290円

馬 連 �� 7，600円 馬 単 �� 13，430円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 400円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 11，850円 3 連 単 ��� 83，480円

票 数

単勝票数 計 182454 的中 � 38936（1番人気）
複勝票数 計 228516 的中 � 40771（2番人気）� 6564（9番人気）� 37057（3番人気）
枠連票数 計 94998 的中 （4－7） 1713（16番人気）
馬連票数 計 357559 的中 �� 3645（26番人気）
馬単票数 計 219827 的中 �� 1227（50番人気）
ワイド票数 計 159660 的中 �� 1805（28番人気）�� 11550（2番人気）�� 1371（32番人気）
3連複票数 計 381281 的中 ��� 2412（43番人気）
3連単票数 計 670220 的中 ��� 582（288番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．4―14．0―12．9―12．4―12．8―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．7―51．7―1：04．6―1：17．0―1：29．8―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3
7－4，2（8，10）（3，6）9＝1＝5・（7，4）（8，2）6－10，9－3，1，5

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

勝馬の
紹 介

ホワイトフーガ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2012．3．28生 牝2芦 母 マリーンウィナー 母母 ドバイソプラノ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 マイネルシュプレム号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。



3300512月6日 晴 良 （26中山4）第1日 第5競走 ��
��1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

11 ゴールドシャンティ 牝2黒鹿54 大野 拓弥大久保和夫氏 和田 雄二 新ひだか 静内酒井牧場 414 ―1：10．0 16．8�
510 デルマチョウスケ 牡2栃栗55 丸田 恭介浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 440 ―1：10．1� 17．5�
36 ブロッサムヒル 牡2鹿 55 戸崎 圭太小國 和紀氏 牧 光二 新冠 川島牧場 478 ―1：10．2� 7．9�
23 クラウンテイラー 牡2鹿 55 柴田 善臣�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 454 ―1：10．41� 77．5�
816 マダムヤッコ 牝2鹿 54 津村 明秀森 保彦氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 444 ―1：10．5� 31．2�
815	 ヨ ッ ト マ ン 牡2鹿 55 北村 宏司 	シルクレーシング 栗田 徹 米 Joel M. Carino &

Ocala Farm Corp 460 ―1：10．71� 4．4

47 スガノデュランダル 牝2黒鹿54 吉田 豊菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 田上 稔 406 ―1：10．8� 2．0�
12 ジョーキーパーソン 牡2鹿 55 三浦 皇成上田けい子氏 角田 晃一 浦河 斉藤 政志 442 ― 〃 クビ 13．3�
612 ユ ウ ヅ ツ 牝2鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 428 ―1：11．22� 82．0
48 ミルキープリン 牝2芦 54

51 ▲石川裕紀人海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 384 ―1：11．3クビ 41．5�
714 サ ン セ ド ナ 牝2栗 54 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 448 ― 〃 クビ 96．9�
713 シャイニーメドー 牝2青鹿54 横山 典弘小林 昌志氏 的場 均 平取 雅 牧場 464 ―1：11．4� 62．0�
611 レクスターズ 牡2鹿 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 高橋 文雅 千歳 社台ファーム 486 ―1：12．25 11．3�
59 イガノシャロン 牝2鹿 54 武士沢友治五十嵐政則氏 天間 昭一 新ひだか 秋田育成牧場 476 ―1：13．26 87．4�
35 ハッピーウルフ 牡2栗 55 大庭 和弥坪野谷和平氏 蛯名 利弘 浦河 アイオイファーム 464 ―1：14．26 74．4�
24 トーセンキューティ 牝2栗 54 小野寺祐太島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 440 ―1：14．51� 147．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，232，300円 複勝： 26，641，800円 枠連： 15，800，100円
馬連： 42，692，600円 馬単： 27，052，700円 ワイド： 23，039，000円
3連複： 50，017，100円 3連単： 73，705，100円 計： 280，180，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 430円 � 320円 � 260円 枠 連（1－5） 3，220円

馬 連 �� 8，960円 馬 単 �� 22，070円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 1，420円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 17，190円 3 連 単 ��� 123，980円

票 数

単勝票数 計 212323 的中 � 10085（6番人気）
複勝票数 計 266418 的中 � 14921（7番人気）� 21457（4番人気）� 29632（3番人気）
枠連票数 計 158001 的中 （1－5） 3799（12番人気）
馬連票数 計 426926 的中 �� 3690（27番人気）
馬単票数 計 270527 的中 �� 919（59番人気）
ワイド票数 計 230390 的中 �� 2341（24番人気）�� 4236（15番人気）�� 2898（20番人気）
3連複票数 計 500171 的中 ��� 2182（47番人気）
3連単票数 計 737051 的中 ��� 431（329番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．5―46．2―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドシャンティ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 アレミロード 初出走

2012．4．5生 牝2黒鹿 母 ベラミロード 母母 ベラミスキー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピーウルフ号・トーセンキューティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

1月6日まで平地競走に出走できない。

3300612月6日 晴 稍重 （26中山4）第1日 第6競走 ��
��1，800�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 � ヤンキーソヴリン 	4黒鹿57 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.
Brilie, L. P. B504＋ 81：54．6 5．5�

815 ビッグバンドジャズ 牡4黒鹿57 後藤 浩輝下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 B496± 01：55．23
 7．0�
24 ストロングバルドル 牡3鹿 56 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 472－ 61：55．3� 7．5�
11 アップルハウス 牡4青鹿57 平野 優新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 6 〃 クビ 55．4�
23 � エターナルヒーロー 	4黒鹿57 柴田 大知岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 482± 01：55．5� 3．6�
714 グリューネヴォッヘ 牝4鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 アタマ 6．4	
510 モ リ ミ ヤ ビ 牝4栗 55 津村 明秀
森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム B456＋ 21：55．81� 248．8�
47 � コスモナチュラル 牡3鹿 56 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 488＋ 6 〃 ハナ 20．6�
12 イデアオブクィーン 牝3芦 54

51 ▲石川裕紀人益田 修一氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 402－ 21：55．9
 34．3
35 ファストソング 牝4栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 490± 0 〃 アタマ 82．8�
59 アポロマーベリック 牡5鹿 57 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 530＋ 81：56．0クビ 13．7�
36 � マスソングウインド 牡3黒鹿56 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 490＋ 81：56．1
 128．3�
612 ゲンパチケンザン 牡3栗 56 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 502＋ 8 〃 クビ 29．1�
713� ペイシャゴンジセ 牡3鹿 56 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 488－ 81：57．27 7．6�
611 サンマルスピリット 牡4鹿 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 484＋ 6 〃 アタマ 158．9�
816 アイアムライジング 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B538＋161：59．5大差 172．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，569，200円 複勝： 38，163，800円 枠連： 18，406，400円
馬連： 61，837，900円 馬単： 30，107，300円 ワイド： 30，316，200円
3連複： 69，295，200円 3連単： 89，480，200円 計： 363，176，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 210円 � 210円 枠 連（4－8） 1，460円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 640円 �� 460円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 17，740円

票 数

単勝票数 計 255692 的中 � 36563（2番人気）
複勝票数 計 381638 的中 � 53722（3番人気）� 47689（4番人気）� 47127（5番人気）
枠連票数 計 184064 的中 （4－8） 9760（7番人気）
馬連票数 計 618379 的中 �� 28239（7番人気）
馬単票数 計 301073 的中 �� 5907（14番人気）
ワイド票数 計 303162 的中 �� 11977（7番人気）�� 17560（4番人気）�� 9475（10番人気）
3連複票数 計 692952 的中 ��� 14557（9番人気）
3連単票数 計 894802 的中 ��� 3656（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―38．0―50．9―1：03．5―1：15．6―1：28．2―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F39．0
1
3
7（8，16）（2，10，15）11（1，3，13）9（4，14）（5，12）－6・（7，8，13）10（16，15）（1，11，3）（2，14）（4，9）（5，12）－6

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

勝馬の
紹 介

�ヤンキーソヴリン �
�
父 Successful Appeal �

�
母父 Yankee Victor デビュー 2012．7．22 札幌2着

2010．5．3生 	4黒鹿 母 Yanquee Reign 母母 Quarteira 23戦3勝 賞金 44，220，000円
〔その他〕 アイアムライジング号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アイアムライジング号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年1月6日まで出走できない。



3300712月6日 晴 稍重 （26中山4）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ワ デ ィ 牝3栗 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 61：10．6 2．6�

714 デリケートアーチ 牝5栃栗 55
52 ▲木幡 初也 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B484＋ 81：11．34 9．0�

48 サンマディソン 牝3鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 458＋141：11．4クビ 22．2�
59 ファインスカイ 牝4鹿 55 北村 宏司 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 486＋ 21：11．5� 4．9�
47 セイユウスマイル 牝4鹿 55

52 ▲原田 和真松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 498＋12 〃 クビ 7．8	
12 オ リ ア ー ナ 牝4青鹿55 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 500－ 21：11．6クビ 36．1

24 エンジェルビーツ 牝3栗 54 田辺 裕信前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 444＋ 2 〃 同着 49．3�
713 キ ー パ ッ プ 牝5鹿 55 西村 太一辰己 岩夫氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 8 〃 クビ 184．8�
611 ヴァレンティーネ 牝4鹿 55 戸崎 圭太佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 470＋101：11．7クビ 11．8
816� ハニーバニー 牝4鹿 55 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 498＋ 41：12．01� 10．9�
23 フェアリーライン 牝5鹿 55

52 ▲石川裕紀人 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム B540－ 2 〃 ハナ 23．4�
510 ウエスタンユーノー 牝3芦 54 柴田 善臣西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 478－121：12．53 28．2�
815 ビーナストリック 牝4栗 55 石橋 脩友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 474± 0 〃 ハナ 50．1�
36 ヤサカシャイニー 牝6栗 55 江田 照男志邑 宣彦氏 根本 康広 新冠 オリエント牧場 482＋ 61：12．81� 150．9�
612 ノボピュアリティ 牝5鹿 55 柴田 大知�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 494± 01：12．9� 27．3�
35 レッツサッチャー 牝3栗 54 三浦 皇成大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 486＋ 61：13．43 78．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，675，100円 複勝： 43，219，700円 枠連： 18，552，600円
馬連： 73，580，600円 馬単： 36，435，000円 ワイド： 35，308，700円
3連複： 78，006，200円 3連単： 105，652，800円 計： 419，430，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 220円 � 550円 枠 連（1－7） 1，440円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，340円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 11，260円 3 連 単 ��� 44，190円

票 数

単勝票数 計 286751 的中 � 87759（1番人気）
複勝票数 計 432197 的中 � 95267（1番人気）� 48964（3番人気）� 15197（8番人気）
枠連票数 計 185526 的中 （1－7） 9917（6番人気）
馬連票数 計 735806 的中 �� 35759（4番人気）
馬単票数 計 364350 的中 �� 11690（4番人気）
ワイド票数 計 353087 的中 �� 15269（3番人気）�� 6692（14番人気）�� 2966（33番人気）
3連複票数 計 780062 的中 ��� 5193（34番人気）
3連単票数 計1056528 的中 ��� 1733（123番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．1―11．9―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．3―45．2―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワ デ ィ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Rahy デビュー 2013．10．26 京都10着

2011．3．20生 牝3栗 母 フラグラントオアシス 母母 Raahia 10戦3勝 賞金 34，700，000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 ヒルノケアンズ号・フィールザラブ号・リアライズクレア号

3300812月6日 晴 良 （26中山4）第1日 第8競走 ��3，210�イルミネーションジャンプステークス
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬3�増，J・
GⅡ競走1着馬2�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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード3：32．3良

46 � レッドキングダム 牡5鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 470＋ 43：35．7 8．0�
711� マ サ ラ イ ト 牡10鹿 60 植野 貴也丸井サカミ氏 浜田多実雄 三石 本桐牧場 502－ 6 〃 ハナ 16．4�
57 ダノンゴールド 牡5黒鹿60 横山 義行�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B546＋ 83：36．55 2．2�
712 カシマシンセイ 牡5鹿 60 山本 康志松浦 一久氏 奥村 武 浦河 大西ファーム 520＋ 4 〃 アタマ 10．2�
58 オ ベ ロ ン �4鹿 60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 486＋ 23：36．6� 9．8	
814 カリスマミッキー 牡6栗 60 熊沢 重文三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 484－ 4 〃 クビ 3．4

34 マッキーバッハ 牡9鹿 60 北沢 伸也薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 488＋ 43：37．02� 20．2�
610 フリーダムシチー 牡5栗 60 石神 深一 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 454＋103：37．85 84．7�
22 テーオーゼウス 牡6黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 492± 03：38．01 103．0
69 カントリースノー �7黒鹿60 原田 和真鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 538＋ 8 〃 ハナ 86．9�
33 プレミアムパス 牡6鹿 60 金子 光希村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 496＋123：38．63� 186．8�
11 マイネルガヴロシュ 牡7青鹿60 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B478－ 23：41．7大差 35．7�
813 サンマルボス 牡7鹿 60 高野 和馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 486－ 23：42．23 203．1�
45 アウレオーラ 牝4黒鹿58 浜野谷憲尚 �シルクレーシング 大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B524＋ 6 （競走中止） 60．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，988，600円 複勝： 33，309，200円 枠連： 19，343，700円
馬連： 60，925，900円 馬単： 36，655，700円 ワイド： 28，586，900円
3連複： 77，544，600円 3連単： 125，621，200円 計： 406，975，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 210円 � 410円 � 130円 枠 連（4－7） 1，960円

馬 連 �� 6，430円 馬 単 �� 10，560円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 430円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，940円 3 連 単 ��� 51，540円

票 数

単勝票数 計 249886 的中 � 24758（3番人気）
複勝票数 計 333092 的中 � 38350（3番人気）� 15329（7番人気）� 88779（1番人気）
枠連票数 計 193437 的中 （4－7） 7637（8番人気）
馬連票数 計 609259 的中 �� 7335（21番人気）
馬単票数 計 366557 的中 �� 2601（33番人気）
ワイド票数 計 285869 的中 �� 3604（22番人気）�� 18760（2番人気）�� 7230（12番人気）
3連複票数 計 775446 的中 ��� 11758（16番人気）
3連単票数 計1256212 的中 ��� 1767（144番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．6－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→
→�→	」
�
�

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

勝馬の
紹 介

�レッドキングダム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill

2009．2．23生 牡5鹿 母 プラウドビューティー 母母 Honey Bun 障害：7戦3勝 賞金 41，301，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 アウレオーラ号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目5号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 アウレオーラ号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目5号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アマクサハイヤ号・スリーマーゴーン号・プレミアムウォーズ号・リアルブラック号・レッドグルーヴァー号
（非抽選馬）10頭 アドマイヤサイモン号・エイブルブラッド号・クリスクリングル号・グリッターウイング号・タイセイジーニアス号・

チョイワルグランパ号・ティアップワイルド号・テンジンキヨモリ号・ラッキーストリーク号・ラッキーバニラ号



3300912月6日 晴 良 （26中山4）第1日 第9競走 ��
��2，000�

は ぼ た ん

葉 牡 丹 賞
発走14時15分 （芝・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．9

良
良

66 トーセンバジル 牡2黒鹿55 戸崎 圭太島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：00．8 1．8�
44 カ カ ド ゥ 牡2鹿 55 後藤 浩輝�ラ・メール 奥村 武 新ひだか グランド牧場 478＋ 2 〃 クビ 19．7�
11 バ イ ガ エ シ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 508＋24 〃 アタマ 11．9�
55 ニシノオタケビ 牡2鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470＋ 42：01．01� 18．5�
22 ラブユアマン 牡2栗 55 北村 宏司 M・

Kenichiホールディング� 尾関 知人 新ひだか タガミファーム 444－ 22：01．1� 6．4	
77 ミュゼエイリアン 牡2鹿 55 横山 典弘髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 482＋ 42：01．2クビ 3．7

810 アサクサリーダー 牡2黒鹿55 吉田 豊田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 470＋ 82：02．05 51．7�
33 ゴッドバローズ 牡2黒鹿55 石橋 脩猪熊 広次氏 田中 剛 新ひだか ヒサイファーム 430± 02：02．95 62．2�
78 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡2黒鹿55 柴田 善臣 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 408－ 2 〃 クビ 21．2
89 リヴゴーシュ 牡2栗 55 江田 照男�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 522－ 42：03．22 63．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 47，291，300円 複勝： 92，789，200円 枠連： 19，053，800円
馬連： 98，579，300円 馬単： 66，868，600円 ワイド： 44，418，800円
3連複： 117，979，500円 3連単： 241，735，200円 計： 728，715，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 320円 � 260円 枠 連（4－6） 1，390円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 570円 �� 400円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 4，560円 3 連 単 ��� 14，190円

票 数

単勝票数 計 472913 的中 � 205105（1番人気）
複勝票数 計 927892 的中 � 535272（1番人気）� 33722（7番人気）� 45885（4番人気）
枠連票数 計 190538 的中 （4－6） 10581（5番人気）
馬連票数 計 985793 的中 �� 53477（5番人気）
馬単票数 計 668686 的中 �� 28023（5番人気）
ワイド票数 計 444188 的中 �� 19969（6番人気）�� 30312（3番人気）�� 6187（19番人気）
3連複票数 計1179795 的中 ��� 19397（13番人気）
3連単票数 計2417352 的中 ��� 12345（48番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．2―12．3―12．5―11．9―11．8―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．0―48．3―1：00．8―1：12．7―1：24．5―1：36．6―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンバジル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．29 阪神2着

2012．3．1生 牡2黒鹿 母 ケアレスウィスパー 母母 エヴリウィスパー 4戦2勝 賞金 21，777，000円

3301012月6日 晴 稍重 （26中山4）第1日 第10競走 ��
��1，200�アクアラインステークス

発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．11．30以降26．11．30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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

510 ミヤジエルビス 牡4青鹿56 戸崎 圭太曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 484－ 81：10．7 3．5�
48 アルベルティ 牡6鹿 53 後藤 浩輝 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 61：10．91� 50．3�
35 タマブラックホール 牡5黒鹿56 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 516＋ 61：11．11� 4．2�
23 サウスビクトル 牡5黒鹿54 田辺 裕信南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 470－ 61：11．2� 46．6�
11 アビリティラヴ 牡4鹿 57．5 柴田 善臣本間 充氏 本間 忍 浦河 田中スタッド 490＋ 4 〃 ハナ 3．8�
36 	 ク ロ タ カ 牝5黒鹿53 嶋田 純次�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 500＋101：11．41 30．4	
815 ゲンパチメジャー 牡5栗 54 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 498＋ 4 〃 ハナ 122．1

612 アポロスターズ 牡3黒鹿53 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 504＋ 2 〃 クビ 13．2�
713 エリモフェザー 牝4栗 52 江田 照男山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 436＋ 41：11．5� 25．1�
47 リックムファサ 牡6鹿 54 津村 明秀山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 472± 01：11．6クビ 23．6
24 テ ム ジ ン 牡5鹿 55 丸田 恭介熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 ハナ 16．3�
59 シゲルオオスミ 牝3鹿 52 田中 勝春森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 450＋ 21：11．7� 10．8�
12 デンコウヒノマル 牡3栗 53 藤岡 佑介田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 482－101：11．8
 17．9�
816 ローブドヴルール 牝8鹿 52 松岡 正海�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 506＋ 81：11．9
 49．7�
714 イチエイクリッパー 牡7鹿 52 武士沢友治栃本 實氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 518－ 61：12．21� 229．4�

（15頭）
611 フォルテリコルド 牡5鹿 54 横山 典弘 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，429，900円 複勝： 58，781，700円 枠連： 29，293，700円
馬連： 127，817，300円 馬単： 58，738，800円 ワイド： 51，794，200円
3連複： 139，910，900円 3連単： 218，056，800円 計： 722，823，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 1，100円 � 160円 枠 連（4－5） 1，890円

馬 連 �� 11，170円 馬 単 �� 16，420円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 270円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 10，260円 3 連 単 ��� 64，680円

票 数

単勝票数 差引計 384299（返還計 141） 的中 � 86139（1番人気）
複勝票数 差引計 587817（返還計 112） 的中 � 129580（1番人気）� 8781（13番人気）� 110396（2番人気）
枠連票数 差引計 292937（返還計 7 ） 的中 （4－5） 11953（5番人気）
馬連票数 差引計1278173（返還計 926） 的中 �� 8864（30番人気）
馬単票数 差引計 587388（返還計 411） 的中 �� 2682（51番人気）
ワイド票数 差引計 517942（返還計 485） 的中 �� 4908（27番人気）�� 57768（1番人気）�� 3838（38番人気）
3連複票数 差引計1399109（返還計 2808） 的中 ��� 10222（25番人気）
3連単票数 差引計2180568（返還計 4977） 的中 ��� 2444（183番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―12．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．9―46．1―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジエルビス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．1 阪神1着

2010．2．21生 牡4青鹿 母 キャタラクト 母母 Queen Tutta 17戦5勝 賞金 83，429，000円
〔出走取消〕 フォルテリコルド号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※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 エステーラブ号・トップフライアー号・マックスガイ号・ラピダメンテ号・ローレンルーナ号



3301112月6日 晴 良 （26中山4）第1日 第11競走 ��
��3，600�第48回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス（ＧⅡ）

発走15時25分 （芝・右・内2）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，25．11．30以降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，25．11．29以前のGⅠ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）

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
3：41．6
3：41．6

良
良

58 デスペラード 牡6鹿 57 横山 典弘市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 B474＋ 63：47．8 5．2�
712 ファタモルガーナ �6鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 492－ 23：47．9	 7．8�
22 クリールカイザー 牡5栗 56 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B490＋ 43：48．21
 3．4�
35 スズカデヴィアス 牡3黒鹿54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 496－ 43：48．41 9．4�
713 ホッコーブレーヴ 牡6鹿 56 田辺 裕信矢部 道晃氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 480－ 43：48．5
 4．8�
611 ネオブラックダイヤ 牡6青鹿56 柴田 善臣小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋103：48．82 36．1	
46 ス ノ ー ド ン 牡5黒鹿56 津村 明秀 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 486± 03：48．9	 65．3

23 サイモントルナーレ 牡8栗 56 丸田 恭介澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 B464＋10 〃 クビ 271．0�
47 セイクリッドバレー 牡8栗 56 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 502＋ 8 〃 アタマ 27．4�
815 スカイディグニティ 牡5鹿 56 北村 宏司G1レーシング 友道 康夫 新冠 大栄牧場 506± 03：49．0
 7．9�
34 ケイアイチョウサン 牡4黒鹿56 田中 勝春チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 450－ 43：49．1	 19．4�
59 マイネルメダリスト 牡6鹿 57 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B496＋ 83：49．41
 33．5�
814 アップルジャック 牡6黒鹿56 江田 照男藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 516－ 63：49．71
 129．0�
11 メイショウタマカゼ 牡5栗 56 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 450－163：49．91� 95．4�
610 モ ビ ー ル 牡6鹿 56 後藤 浩輝吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 476＋ 43：51．07 41．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 94，511，800円 複勝： 132，326，800円 枠連： 75，390，500円
馬連： 374，783，400円 馬単： 161，666，300円 ワイド： 137，295，800円
3連複： 501，449，400円 3連単： 795，945，800円 計： 2，273，369，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 210円 � 140円 枠 連（5－7） 700円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 690円 �� 430円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 13，910円

票 数

単勝票数 計 945118 的中 � 144822（3番人気）
複勝票数 計1323268 的中 � 186177（3番人気）� 142206（4番人気）� 293951（1番人気）
枠連票数 計 753905 的中 （5－7） 83468（2番人気）
馬連票数 計3747834 的中 �� 157875（7番人気）
馬単票数 計1616663 的中 �� 33210（14番人気）
ワイド票数 計1372958 的中 �� 48670（8番人気）�� 84766（2番人気）�� 76762（3番人気）
3連複票数 計5014494 的中 ��� 171921（3番人気）
3連単票数 計7959458 的中 ��� 41478（28番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―13．8―12．9―12．5―12．0―12．5―13．5―13．1―13．3―13．6―13．1―12．8―12．1―11．6―11．7
―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．1―25．3―39．1―52．0―1：04．5―1：16．5―1：29．0―1：42．5―1：55．6―2：08．9―2：22．5―2：35．6

2，600� 2，800� 3，000� 3，200� 3，400�
―2：48．4―3：00．5―3：12．1―3：23．8―3：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」 上り4F47．3―3F35．7
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

デスペラード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．1．9 京都14着

2008．2．27生 牡6鹿 母 マイネノエル 母母 マイネキャロル 34戦9勝 賞金 323，976，000円

3301212月6日 晴 良 （26中山4）第1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）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

48 ウエスタンメルシー 牝3鹿 54 後藤 浩輝西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 460＋ 61：35．1 34．3�
612 マイネルアウラート 牡3黒鹿56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 81：35．31� 11．3�
47 ゴールドカルラ 牝6鹿 55 大野 拓弥磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 524－ 21：35．4	 11．3�
714 エデンロック 牡4鹿 57 田中 勝春田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 アタマ 11．5�
611 ケイティープライド 牡4鹿 57 三浦 皇成�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 488＋12 〃 アタマ 3．9�
36 コスモトゥルーラヴ 牡5鹿 57 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 508＋ 21：35．61� 30．4

59 フジマサエンペラー 牡5黒鹿57 横山 典弘藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 504＋ 4 〃 クビ 4．1�
11 カグニザント 
6黒鹿57 丸田 恭介 	社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 472－ 4 〃 ハナ 22．3�
713 サトノネプチューン 牡4鹿 57 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494± 01：35．7クビ 5．3
23 � シーギリヤガール 牝4栗 55 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 456＋ 2 〃 クビ 15．1�
12 タケルハヤテ 牡6鹿 57

54 ▲原田 和真森 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 B470＋181：35．91 126．3�

35 トーセンジャステス 牡4鹿 57 石橋 脩島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 550－ 2 〃 アタマ 17．9�
815 プレノタート 牝5鹿 55 藤岡 佑介 	シルクレーシング 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 470－ 21：36．0� 80．9�
24 � エメラルスピード 牡6栗 57 北村 宏司高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 490＋301：36．21� 47．0�
816 ビームライフル 牡5青鹿57 田辺 裕信西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 474＋ 2 〃 クビ 71．4�
510 プリサイスエース 牡3栗 56 吉田 豊井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 510＋ 8 〃 ハナ 38．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，832，300円 複勝： 65，390，600円 枠連： 37，421，900円
馬連： 126，086，800円 馬単： 57，719，800円 ワイド： 54，288，900円
3連複： 147，064，100円 3連単： 226，570，600円 計： 755，375，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，430円 複 勝 � 900円 � 350円 � 400円 枠 連（4－6） 1，690円

馬 連 �� 14，330円 馬 単 �� 32，300円

ワ イ ド �� 4，320円 �� 3，750円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 57，500円 3 連 単 ��� 396，770円

票 数

単勝票数 計 408323 的中 � 9514（11番人気）
複勝票数 計 653906 的中 � 17516（11番人気）� 52767（4番人気）� 44115（6番人気）
枠連票数 計 374219 的中 （4－6） 17118（4番人気）
馬連票数 計1260868 的中 �� 6817（47番人気）
馬単票数 計 577198 的中 �� 1340（103番人気）
ワイド票数 計 542889 的中 �� 3222（51番人気）�� 3722（45番人気）�� 5688（24番人気）
3連複票数 計1470641 的中 ��� 1918（163番人気）
3連単票数 計2265706 的中 ��� 414（1057番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．3―48．2―1：00．3―1：12．2―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンメルシー �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2013．7．20 福島5着

2011．3．21生 牝3鹿 母 ウエスタンバリア 母母 ウエスタンマデリア 14戦3勝 賞金 30，862，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（26中山4）第1日 12月6日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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

303，910，000円
12，120，000円
2，890，000円
27，860，000円
69，308，000円
5，645，800円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
398，064，200円
610，210，700円
282，373，000円
1，139，144，300円
570，432，500円
492，090，100円
1，385，806，800円
2，160，792，000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 7，038，913，600円

総入場人員 29，239名 （有料入場人員 ）
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