
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

3302512月13日 晴 稍重 （26中山4）第3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

47 サウスリュウセイ 牡2鹿 55 G．ブノワ 南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 462＋ 41：13．4 9．1�
（仏）

12 ア ウ リ ン 牡2青鹿55 後藤 浩輝山本弥恵子氏 田中 剛 新冠 須崎牧場 502－ 41：13．61 3．4�
714 カシノキングダム 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 456＋ 81：14．02� 56．8�
59 トミケンキルカス 牡2栗 55 三浦 皇成冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 494＋10 〃 クビ 35．0�
48 リッキーファイト 牡2栗 55 横山 和生佐藤 力一氏 古賀 史生 日高 川島 良一 448＋ 81：14．1� 153．6�
713 ブロンディジェニー 牝2栗 54 武士沢友治浅田 次郎氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 436－ 21：14．2� 8．4�
24 タケルラグーン 牡2鹿 55

52 ▲原田 和真森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 460－ 41：14．3� 23．0	
23 マニワプリンセス 牝2鹿 54 横山 典弘
サンライズ 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 440± 01：14．83 28．9�
11 ユメガアナタニ 牝2栗 54 丸田 恭介小田切有一氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 466－ 61：15．11� 111．3�
612 リミットブレイク 牡2鹿 55 北村 宏司 
シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：15．31	 2．1
510 フ ク ム ス メ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 荒谷 輝和 412－ 61：15．61� 295．9�
816 ヨイチフレーム 牝2鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 450－121：15．7� 68．7�
815 ブレッザバラーレ 牝2栗 54

51 ▲石川裕紀人森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 谷口牧場 430＋ 41：16．65 18．1�
611 テンマイキララ 牝2黒鹿54 的場 勇人天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 B420＋ 21：17．77 86．3�
36 オシキャット 
2黒鹿55 中谷 雄太桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 鳥谷 勝彦 436－181：17．8� 262．1�
35 ディアレストハリテ 牡2鹿 55 柴山 雄一田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 438－ 21：18．54 24．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，088，900円 複勝： 37，600，900円 枠連： 12，262，500円
馬連： 46，743，300円 馬単： 29，945，500円 ワイド： 26，909，600円
3連複： 63，971，200円 3連単： 89，290，800円 計： 326，812，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 390円 � 180円 � 1，240円 枠 連（1－4） 2，040円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 5，920円

ワ イ ド �� 760円 �� 5，290円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 26，410円 3 連 単 ��� 153，400円

票 数

単勝票数 計 200889 的中 � 17572（4番人気）
複勝票数 計 376009 的中 � 23321（4番人気）� 70114（2番人気）� 6308（10番人気）
枠連票数 計 122625 的中 （1－4） 4645（9番人気）
馬連票数 計 467433 的中 �� 17045（8番人気）
馬単票数 計 299455 的中 �� 3788（21番人気）
ワイド票数 計 269096 的中 �� 9635（5番人気）�� 1264（42番人気）�� 3034（19番人気）
3連複票数 計 639712 的中 ��� 1816（66番人気）
3連単票数 計 892908 的中 ��� 422（356番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．8―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―47．1―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウスリュウセイ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．6．14 東京16着

2012．3．23生 牡2鹿 母 サウスエンピリカル 母母 エンピリカル 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンマイキララ号・オシキャット号・ディアレストハリテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成27年1月13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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 コスモサビク号・ゴールドエッグ号・トリアンドルス号・ビレッジトプテム号・マコトカンパネッロ号
※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。

3302612月13日 晴 稍重 （26中山4）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時20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

611 トーセンマリオン 牝2栗 54 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 454＋ 41：55．7 26．5�

815 スラリーアイス 牝2黒鹿54 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 452± 01：56．23 6．9�
23 パンプルムース 牝2黒鹿54 北村 宏司落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 新冠橋本牧場 506＋ 41：56．73 1．8�
612 イヌイジェニー 牝2黒鹿54 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B466－ 21：57．33� 18．5�
59 ブ リ ア ン ナ 牝2鹿 54 蛯名 正義中辻 明氏 武井 亮 浦河 岡部牧場 468－121：57．93� 10．9�
12 テ ッ プ シ ー 牝2芦 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 444＋ 41：58．85 8．1	
714 ダイメイエンパイア 牝2黒鹿54 丹内 祐次宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 472－ 21：59．12 331．4

24 ミュークロール 牝2黒鹿54 横山 和生ドラゴンヒルズホースクラブ 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 498－ 41：59．2クビ 18．3�
816 スマートガール 牝2芦 54 後藤 浩輝西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464± 01：59．3� 17．2�
510 ファニーガール 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 440－ 21：59．4� 384．9
11 パープルカクタス 牝2鹿 54 石橋 脩備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 460－ 41：59．72 161．3�
48 オーラクィーン 牝2芦 54 横山 典弘福島 祐子氏 小島 茂之 新ひだか 岡野牧場 440＋ 61：59．8クビ 11．9�
35 ムーンビューティ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 前田 宗将 456＋ 62：00．33 31．0�
47 パーソナルホウセキ 牝2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 菅原 泰夫 新冠 辻 和明 400＋ 22：01．25 135．5�
713 カ タ ー ニ ア 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真渡邉 啓髙氏 古賀 史生 浦河 鳥井 征士 446－122：01．52 545．7�
（15頭）

36 ビバサンライズ 牝2鹿 54 丸田 恭介桐谷 茂氏 中野 栄治 新冠 高瀬牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 19，102，200円 複勝： 24，678，700円 枠連： 10，842，700円
馬連： 40，707，700円 馬単： 25，424，700円 ワイド： 20，372，300円
3連複： 47，697，900円 3連単： 68，486，800円 計： 257，313，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 560円 � 200円 � 120円 枠 連（6－8） 2，270円

馬 連 �� 9，710円 馬 単 �� 17，650円

ワ イ ド �� 2，860円 �� 1，230円 �� 280円

3 連 複 ��� 8，920円 3 連 単 ��� 86，650円

票 数

単勝票数 計 191022 的中 � 5753（9番人気）
複勝票数 計 246787 的中 � 7309（10番人気）� 28543（3番人気）� 78020（1番人気）
枠連票数 計 108427 的中 （6－8） 3698（9番人気）
馬連票数 計 407077 的中 �� 3246（29番人気）
馬単票数 計 254247 的中 �� 1080（58番人気）
ワイド票数 計 203723 的中 �� 1636（34番人気）�� 3949（16番人気）�� 21813（1番人気）
3連複票数 計 476979 的中 ��� 4008（35番人気）
3連単票数 計 684868 的中 ��� 573（298番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．9―50．1―1：03．2―1：16．5―1：29．8―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンマリオン �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．23 新潟7着

2012．4．18生 牝2栗 母 スティールシャーク 母母 コールミーネイム 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ビバサンライズ号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パーソナルホウセキ号・カターニア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月

13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 ホワイトガーデン号

第４回 中山競馬 第３日



3302712月13日 晴 稍重 （26中山4）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10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
1：50．9

良
不良

35 コスモムルジム 牡2青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 山野牧場 468± 01：56．7 9．3�
714 ロックキャンディ 牝2黒鹿54 柴山 雄一�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 478－ 21：56．8� 16．2�
11 トップオブザツリー 牡2栗 55 丸田 恭介�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 笹地牧場 442± 0 〃 ハナ 99．7�
816 ドラゴンパイロ 牡2青鹿55 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 浦河 �川 啓一 534＋ 21：57．0� 4．7�
713 ドリームドルチェ 牡2青鹿55 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 494－ 21：57．1� 3．3	
12 ダ イ チ 牡2青鹿55 北村 宏司田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 田渕牧場 496－ 21：57．31� 42．8

612 バリュープラン 牡2鹿 55 横山 和生島田 久氏 小野 次郎 浦河 アイオイファーム B460－ 41：57．4� 13．2�
815 トーセンアスリート 牡2鹿 55 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 21：57．82� 15．6
48 ミスタービン 牡2鹿 55 石橋 脩平川 浩之氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 61：57．9� 70．4�
23 ビレッジカリビアン 牡2黒鹿55 内田 博幸村山 輝雄氏 高橋 文雅 浦河 上山牧場 502＋ 41：58．0クビ 10．1�
510 トゥーハーツシチー 牡2鹿 55 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 下河辺牧場 486－ 21：58．53 31．4�
611 ポ ン ト ス 牡2鹿 55 大庭 和弥�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 454＋ 6 〃 クビ 139．2�
47 ライトザライト 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人グリーンスウォード高市 圭二 新冠 競優牧場 470＋ 22：00．4大差 14．8�
36 コスモブレイクスル 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新ひだか 米田牧場 476－ 22：00．5クビ 233．7�
59 アポロクラウド 牡2鹿 55 G．ブノワ アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 B492＋222：02．9大差 42．1�

（仏）

24 トーセンリバティ 牡2鹿 55 戸崎 圭太島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ
スティファーム 526＋ 4 （競走中止） 6．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，968，800円 複勝： 34，235，100円 枠連： 16，692，700円
馬連： 47，525，700円 馬単： 26，654，500円 ワイド： 26，681，000円
3連複： 57，933，500円 3連単： 75，454，100円 計： 308，145，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 340円 � 500円 � 2，030円 枠 連（3－7） 1，400円

馬 連 �� 6，490円 馬 単 �� 12，570円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 10，890円 �� 19，700円

3 連 複 ��� 268，210円 3 連 単 ��� 911，730円

票 数

単勝票数 計 229688 的中 � 19596（4番人気）
複勝票数 計 342351 的中 � 29529（4番人気）� 18109（8番人気）� 3967（14番人気）
枠連票数 計 166927 的中 （3－7） 9209（4番人気）
馬連票数 計 475257 的中 �� 5671（25番人気）
馬単票数 計 266545 的中 �� 1590（46番人気）
ワイド票数 計 266810 的中 �� 2905（26番人気）�� 628（73番人気）�� 346（94番人気）
3連複票数 計 579335 的中 ��� 162（333番人気）
3連単票数 計 754541 的中 ��� 60（1551番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．2―50．8―1：03．5―1：16．4―1：29．3―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．3
1
3
12，5（3，13）16（1，6，11，9）－（2，7）－10，14＝8，15・（12，5）13（3，16）（1，11，10）（2，14）（6，9，7）15，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモムルジム �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2014．8．3 札幌10着

2012．3．4生 牡2青鹿 母 エイシンルンルン 母母 エイシンエルーセラ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 トーセンリバティ号の騎手田辺裕信は，病気のため戸崎圭太に変更。
〔発走状況〕 トーセンリバティ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 トーセンリバティ号は，発走直後に急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 トップオブザツリー号の騎手丸田恭介は，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10，000円。（被害馬：14

番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トーセンリバティ号は，平成26年12月14日から平成27年1月12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〕 アポロクラウド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月13日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3302812月13日 晴 良 （26中山4）第3日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．9

良
良

48 ポトマックリバー 牡2芦 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470＋ 62：02．6 2．2�
817 ニシノハッスル 牡2鹿 55 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 496＋ 22：02．92 5．7�
59 マイネルカレッツァ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 日高 白井牧場 498＋122：03．11� 15．3�
47 ニシノインシュアラ 牡2鹿 55 柴田 善臣西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 川上牧場 472± 02：03．31� 56．6�
612 ストレンジクォーク 牡2鹿 55 G．ブノワ �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：03．4クビ 11．4	

（仏）

611 アミフジタイカン 牡2鹿 55 田中 勝春内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 内藤牧場 480＋ 2 〃 クビ 140．5

35 テキスタイルアート 牡2青鹿55 柴山 雄一吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 480＋ 22：03．71� 10．5�
12 プラトンイミシャン 牡2鹿 55 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 462＋ 4 〃 ハナ 19．1�
11 オーマイホース 牡2鹿 55 丸田 恭介髙岡 義雄氏 清水 英克 新ひだか 見上牧場 472＋ 22：03．8クビ 29．3
36 ウインセイヴィア 牡2栗 55

52 ▲石川裕紀人�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 458－ 2 〃 クビ 164．9�
713 ヌングロース 牝2黒鹿54 武士沢友治湯浅 德昭氏 石栗 龍彦 新ひだか 田中 裕之 472＋ 62：03．9� 605．7�
715 レイニングバイオ 牡2鹿 55 後藤 浩輝バイオ� 牧 光二 新冠 川島牧場 452± 0 〃 クビ 6．8�
818 チャビアール 牡2芦 55 江田 照男 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：04．0クビ 11．3�
714 ミヤコエンパイア 牝2鹿 54 吉田 豊吉田喜代司氏 土田 稔 日高 道見牧場 462＋ 22：04．31� 102．3�
816 マイネルガーデン 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 22：04．62 129．0�
24 ディアジグムント 牡2栗 55

52 ▲原田 和真ディアレスト 栗田 徹 むかわ 桑原牧場 456－ 4 〃 アタマ 403．0�
510 スーパーテノール 牡2黒鹿55 木幡 初広 �スピードファーム和田 正道 新ひだか マークリ牧場 484－ 42：04．7クビ 508．3�
23 エイワカンベエ 牡2黒鹿55 三浦 皇成永井公太郎氏 菊川 正達 浦河 ミルファーム 482＋ 22：04．91	 170．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，258，600円 複勝： 39，187，300円 枠連： 15，517，500円
馬連： 53，163，600円 馬単： 29，515，500円 ワイド： 27，002，300円
3連複： 64，827，800円 3連単： 86，390，000円 計： 342，862，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 160円 � 340円 枠 連（4－8） 460円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 390円 �� 930円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 17，010円

票 数

単勝票数 計 272586 的中 � 97927（1番人気）
複勝票数 計 391873 的中 � 77632（1番人気）� 72734（3番人気）� 21764（6番人気）
枠連票数 計 155175 的中 （4－8） 25642（1番人気）
馬連票数 計 531636 的中 �� 42776（2番人気）
馬単票数 計 295155 的中 �� 15355（2番人気）
ワイド票数 計 270023 的中 �� 19273（2番人気）�� 7235（9番人気）�� 4019（20番人気）
3連複票数 計 648278 的中 ��� 10374（13番人気）
3連単票数 計 863900 的中 ��� 3680（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．2―49．0―1：02．1―1：14．7―1：27．3―1：39．4―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

ポトマックリバー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2014．9．14 新潟3着

2012．3．17生 牡2芦 母 フロールデセレッソ 母母 フローリッドコート 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔騎手変更〕 エイワカンベエ号の騎手田辺裕信は，病気のため三浦皇成に変更。
※ディアジグムント号は，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。



3302912月13日 晴 稍重 （26中山4）第3日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時10分 （ダート・右）

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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

78 トラストレイカ 牝2鹿 54 横山 典弘菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 440 ―1：14．2 6．0�
810 ス ズ ダ リ ア 牝2鹿 54 後藤 浩輝小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 468 ―1：14．41� 2．6�
44 イ オ 牝2栗 54 丸山 元気�ミルファーム 根本 康広 浦河 平成ファーム 476 ―1：14．5クビ 15．8�
66 オンユアマーク 牝2青鹿54 三浦 皇成髙樽 優也氏 新開 幸一 浦河 杵臼斉藤牧場 432 ― 〃 ハナ 7．7�
11 テイクミーホーム 牝2青鹿54 蛯名 正義大野 富生氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 512 ―1：15．03 12．2�
55 トーセンジュリア 牝2青鹿54 武士沢友治島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 458 ―1：15．31� 93．7

811 ノボハニーチャン 牝2黒鹿54 戸崎 圭太�LS.M 森 秀行 浦河 高昭牧場 432 ―1：15．51� 3．1�
33 ブルーライトクロス 牝2鹿 54 柴田 大知佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム 478 ―1：15．6クビ 33．0
22 クインズアベンチャ 牝2鹿 54 石橋 脩 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 松田牧場 470 ― 〃 クビ 34．4�
67 ムーンライトバレエ 牝2黒鹿54 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 454 ―1：15．7クビ 48．2�
79 ケージーロザンナ 牝2鹿 54 平野 優川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 438 ―1：16．55 36．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，402，800円 複勝： 30，923，900円 枠連： 14，183，100円
馬連： 43，751，900円 馬単： 29，856，400円 ワイド： 22，348，300円
3連複： 50，835，300円 3連単： 88，418，000円 計： 303，719，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 130円 � 290円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 340円 �� 990円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 13，990円

票 数

単勝票数 計 234028 的中 � 30828（3番人気）
複勝票数 計 309239 的中 � 44528（3番人気）� 84620（1番人気）� 19472（6番人気）
枠連票数 計 141831 的中 （7－8） 27420（1番人気）
馬連票数 計 437519 的中 �� 43004（2番人気）
馬単票数 計 298564 的中 �� 13350（5番人気）
ワイド票数 計 223483 的中 �� 18421（2番人気）�� 5422（12番人気）�� 7714（9番人気）
3連複票数 計 508353 的中 ��� 12881（9番人気）
3連単票数 計 884180 的中 ��� 4581（43番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．2―12．8―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―36．1―48．9―1：01．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トラストレイカ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

2012．5．15生 牝2鹿 母 シャコージュノー 母母 ダイナアルテミス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3303012月13日 晴 良 （26中山4）第3日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時45分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

510 ヤングマンパワー 牡2黒鹿55 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 524 ―1：37．9 11．9�
611 ウォークロニクル 牝2青鹿54 横山 典弘 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 410 ―1：38．22 13．4�
36 ディアエスタード 牡2鹿 55 後藤 浩輝ディアレスト 松永 康利 浦河 松栄牧場 486 ―1：38．51� 11．5�
23 ロイヤルスピリッツ 牝2鹿 54 蛯名 正義下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 502 ―1：38．6� 2．9�
713 ニシノフクオトコ 牡2芦 55

52 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 470 ― 〃 クビ 33．3	
714 ハヤブサライデン 牡2鹿 55 三浦 皇成�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 462 ― 〃 アタマ 12．1

12 ハーモニックソウル 牝2鹿 54 内田 博幸 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 470 ― 〃 アタマ 7．3�
24 ク ー ト ネ イ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 平取 船越 伸也 468 ―1：38．81� 43．3�
816 クインズエキシート 牡2芦 55 吉田 豊 クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新冠 タニグチ牧場 472 ― 〃 クビ 70．1�
48 フォアニーム 牝2栗 54 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ― 〃 アタマ 26．6�
35 ダイワバース 牡2黒鹿55 丸田 恭介大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 466 ―1：38．9クビ 22．7�
815 ワキノハガクレ 牡2黒鹿55 柴田 善臣脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 418 ― 〃 ハナ 11．8�
59 ヴァルルトウショウ 牝2黒鹿54 武士沢友治トウショウ産業 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464 ―1：39．53� 234．2�
612 ピンクシャンパン 牝2鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 418 ―1：39．6� 4．9�
11 ティーアイアーチ 牝2黒鹿54 柴山 雄一田畑 憲士氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 418 ―1：39．7� 122．6�
47 ミヤギサムソン 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹菅原 光博氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 446 ―1：40．87 170．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，613，600円 複勝： 39，339，600円 枠連： 18，812，200円
馬連： 63，893，500円 馬単： 33，211，400円 ワイド： 31，518，000円
3連複： 70，707，700円 3連単： 99，109，000円 計： 383，205，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 420円 � 420円 � 350円 枠 連（5－6） 1，600円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 9，020円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 2，060円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 25，040円 3 連 単 ��� 113，870円

票 数

単勝票数 計 266136 的中 � 17763（6番人気）
複勝票数 計 393396 的中 � 24139（8番人気）� 24389（7番人気）� 30871（5番人気）
枠連票数 計 188122 的中 （5－6） 9097（7番人気）
馬連票数 計 638935 的中 �� 10030（18番人気）
馬単票数 計 332114 的中 �� 2760（33番人気）
ワイド票数 計 315180 的中 �� 4687（19番人気）�� 3936（24番人気）�� 3349（32番人気）
3連複票数 計 707077 的中 ��� 2117（87番人気）
3連単票数 計 991090 的中 ��� 631（406番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―37．7―50．4―1：03．1―1：15．1―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヤングマンパワー �
�
父 スニッツェル �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．4．14生 牡2黒鹿 母 スナップショット 母母 ル フ ィ ー ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ハヤブサライデン号の騎手田辺裕信は，病気のため三浦皇成に変更。
※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。
（非当選馬） 2頭 ディープフォレスト号・ホウザンゴッド号



3303112月13日 晴 稍重 （26中山4）第3日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時15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
1：08．7
1：08．7

重
重

612�	 ワイドエクセレント 牡4鹿 57 内田 博幸古賀 慎一氏 尾形 和幸 米 Gulf Coast
Farms LLC 550＋161：12．2 3．3�

36 ボウマンミル 牡4青鹿57 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B510＋ 21：12．41
 9．1�

48 	 ワイエムテイラー 牝3鹿 54 丸田 恭介�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 490－181：12．71� 33．7�
47 	 スズカプリオール 牡3鹿 56 丸山 元気永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 490＋ 21：12．8� 142．0�
23 デ ュ ナ ト ス 牡3青鹿56 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 B512± 0 〃 アタマ 2．4	
713 モリトハリウッド 牡3鹿 56 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B512± 0 〃 アタマ 14．1

11 サビーナクレスタ �3鹿 56 G．ブノワ �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 488＋171：13．11� 15．8�
（仏）

24 	 ナルミチャン 牝4鹿 55 横山 和生�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 468± 01：13．2
 71．3�
714	 ショウナンヤマト 牡4栗 57 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 536＋ 61：13．3クビ 49．4
611 ラ ド ゥ ガ 牝4鹿 55 的場 勇人�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 454－ 21：13．72
 86．2�
59 マリーズミイ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 448－ 41：14．33
 56．2�
815 ナムラケイオス 牝5鹿 55 田中 勝春奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 518－ 41：14．51
 6．8�
35 	 カンタベリーラウス 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真峰 哲馬氏 二本柳俊一 浦河 川越牧場 440－ 31：14．6
 303．5�
510	 ピンクダイヤモンド 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 406－ 21：14．7
 270．6�
816 ディアアスペン 牝4栗 55 柴山 雄一ディアレスト 松永 康利 青森 野々宮牧場 482＋141：14．8
 135．4�
12 �	 ゴーナインティーン 牡4栗 57 後藤 浩輝窪田 康志氏 国枝 栄 米 Mrs. Jerry

Amerman 542＋171：15．43
 26．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，774，000円 複勝： 44，620，200円 枠連： 19，206，500円
馬連： 66，771，300円 馬単： 36，664，800円 ワイド： 31，515，400円
3連複： 78，184，400円 3連単： 122，483，100円 計： 427，219，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 210円 � 300円 � 940円 枠 連（3－6） 2，110円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 730円 �� 2，450円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 16，420円 3 連 単 ��� 53，330円

票 数

単勝票数 計 277740 的中 � 65974（2番人気）
複勝票数 計 446202 的中 � 66041（2番人気）� 39513（4番人気）� 10227（8番人気）
枠連票数 計 192065 的中 （3－6） 7032（10番人気）
馬連票数 計 667713 的中 �� 29552（6番人気）
馬単票数 計 366648 的中 �� 10160（9番人気）
ワイド票数 計 315154 的中 �� 11683（6番人気）�� 3227（23番人気）�� 2678（31番人気）
3連複票数 計 781844 的中 ��� 3571（51番人気）
3連単票数 計1224831 的中 ��� 1665（161番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．8―12．3―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．9―47．2―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
	
ワイドエクセレント �

�
父 Midnight Lute �

�
母父 American Chance

2010．2．23生 牡4鹿 母 Clay’s Rocket 母母 Irene’s Talkin 5戦1勝 賞金 9，400，000円
初出走 JRA

〔その他〕 ゴーナインティーン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ゴーナインティーン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年1月13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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カレイファンタジア号・ドラゴンスパン号・モンテネオ号・ユニバーサルビーチ号
※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。

3303212月13日 晴 稍重 （26中山4）第3日 第8競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時45分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：28．8
2：28．6

重
不良

36 エ ル マ ン ボ 牡4青鹿57 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 532－ 22：35．5 1．8�
59 コスモナイスガイ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム B544± 02：35．71� 12．2�
611 アムールスキー 牡3鹿 55 柴山 雄一 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 62：37．08 72．1�
612 ゲルマンシチー 牡6青 57 G．ブノワ �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 478＋ 22：37．32 20．0�

（仏）

23 	 フォンテーヌブロー 牡6黒鹿57 丸田 恭介村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 512± 0 〃 ハナ 128．1	
713 リーゼントブルース 牡5芦 57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B480－ 62：37．5
 7．9

816 アドマイヤイバマ 牡4芦 57 内田 博幸近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：37．6� 18．6�
11 ランブリングマン 牡4鹿 57 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 532＋ 4 〃 アタマ 6．8�
12 スズカホープ �6鹿 57

54 ▲井上 敏樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 496± 02：37．7� 53．7
24 バサラヴォーグ 牡5芦 57

54 ▲原田 和真湊 義明氏 和田 雄二 浦河 村下牧場 478＋ 42：37．91 144．0�
35 メイショウシャイン 牡7鹿 57 田中 博康松本 好雄氏 中内田充正 浦河 林 孝輝 480＋ 42：38．11� 26．8�
48 コ ウ ジ ョ ウ 牡4栗 57 後藤 浩輝小菅 定雄氏 高木 登 新ひだか 三石橋本牧場 522－ 22：38．2� 10．9�
47 	 マイネルボンド 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム B500＋ 42：38．3
 124．9�
510 クールジャイロ 牡3栗 55 江田 照男川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B510＋ 62：38．5
 24．3�
714 マイネルティンラン 牡6栗 57

54 ▲石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム B468＋ 82：38．81
 171．8�

815 オパールパワー 牡5芦 57 丸山 元気居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム B578＋ 42：42．2大差 115．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，388，700円 複勝： 47，882，500円 枠連： 20，774，200円
馬連： 76，095，400円 馬単： 43，616，200円 ワイド： 37，271，200円
3連複： 89，439，300円 3連単： 141，913，200円 計： 487，380，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 250円 � 1，080円 枠 連（3－5） 620円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，240円 �� 9，240円

3 連 複 ��� 20，150円 3 連 単 ��� 59，950円

票 数

単勝票数 計 303887 的中 � 134489（1番人気）
複勝票数 計 478825 的中 � 153447（1番人気）� 42843（4番人気）� 7331（10番人気）
枠連票数 計 207742 的中 （3－5） 25638（2番人気）
馬連票数 計 760954 的中 �� 55085（3番人気）
馬単票数 計 436162 的中 �� 24594（3番人気）
ワイド票数 計 372712 的中 �� 25763（3番人気）�� 4080（29番人気）�� 963（51番人気）
3連複票数 計 894393 的中 ��� 3328（55番人気）
3連単票数 計1419132 的中 ��� 1716（170番人気）

ハロンタイム 13．5―12．1―13．3―12．8―13．7―14．2―12．6―12．3―12．8―13．1―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．5―25．6―38．9―51．7―1：05．4―1：19．6―1：32．2―1：44．5―1：57．3―2：10．4―2：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F51．0―3F38．2
1
�

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

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

エ ル マ ン ボ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．7．20 福島2着

2010．2．5生 牡4青鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind 10戦4勝 賞金 47，963，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オパールパワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月13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。
（非当選馬） 1頭 オペラハット号
※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。



3303312月13日 晴 良 （26中山4）第3日 第9競走 ��
��1，200�

く ろ ま つ

黒 松 賞
発走14時15分 （芝・右・外）
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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

58 ゴールドペガサス 牡2鹿 55 G．ブノワ �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 456± 01：09．4 12．0�
（仏）

34 キッズライトオン 牡2栗 55 松岡 正海瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426＋ 21：09．61� 13．8�

46 イ キ オ イ 牡2鹿 55 横山 典弘西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 450＋ 21：09．81� 24．9�
713 デュアルメジャー 牡2青鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 ハナ 11．0�
23 マジックシャトル 牡2栗 55 柴田 善臣林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 490± 0 〃 アタマ 5．0	
11 ゲンキチハヤブサ �2栗 55 丸山 元気荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 446＋ 4 〃 クビ 21．5

712 ヴァリアントアロー 牡2鹿 55 戸崎 圭太�ラ・メール 田村 康仁 平取 川向高橋育

成牧場 478± 01：09．9クビ 1．9�
815	 タイセイスウォード 牡2芦 55 石橋 脩田中 成奉氏 森田 直行 むかわ 上水牧場 466＋ 61：10．0
 219．8
35 	 ア イ ラ イ ン 牝2黒鹿54 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 420－20 〃 クビ 33．8�
47 ケモノタイプ 牡2栗 55 北村 宏司副島 義久氏 高市 圭二 様似 猿倉牧場 478＋ 21：10．1クビ 32．7�
611 フジマサジャンボ 牡2青鹿55 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 450＋ 41：10．41
 26．6�
610	 プレッツェル 牡2鹿 55 横山 和生手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 416± 01：10．5
 370．4�
59 � ヘニースウィフト 牡2栗 55 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 米 Clear Creek

Stud LLC 468－ 61：10．71� 13．3�
22 エイシンアリエル 牝2鹿 54 内田 博幸�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 472－ 81：11．12� 54．8�
814	 レッドムーン 牝2鹿 54 丹内 祐次竹本 弘氏 谷原 義明 浦河 三嶋牧場 426－ 7 〃 クビ 350．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，318，300円 複勝： 52，532，800円 枠連： 27，539，400円
馬連： 101，229，900円 馬単： 54，290，800円 ワイド： 44，381，200円
3連複： 116，166，200円 3連単： 185，286，100円 計： 618，744，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 390円 � 450円 � 440円 枠 連（3－5） 2，550円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 13，250円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 2，180円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 27，410円 3 連 単 ��� 140，220円

票 数

単勝票数 計 373183 的中 � 24718（4番人気）
複勝票数 計 525328 的中 � 35930（4番人気）� 30778（6番人気）� 30876（5番人気）
枠連票数 計 275394 的中 （3－5） 8339（10番人気）
馬連票数 計1012299 的中 �� 14566（18番人気）
馬単票数 計 542908 的中 �� 3073（44番人気）
ワイド票数 計 443812 的中 �� 6772（18番人気）�� 5248（25番人気）�� 4286（31番人気）
3連複票数 計1161662 的中 ��� 3178（85番人気）
3連単票数 計1852861 的中 ��� 958（435番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―11．7―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．4―46．1―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 3（8，9）1（2，12）（7，14）（4，13）（5，11）－（6，10）15 4 3，8（1，9）（2，12）（4，7，13，14）（5，11）（6，15）10

勝馬の
紹 介

ゴールドペガサス �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2014．10．26 福島1着

2012．4．19生 牡2鹿 母 フォーモーション 母母 スルーシーツー 3戦2勝 賞金 17，122，000円
〔騎手変更〕 ゴールドペガサス号の騎手田辺裕信は，病気のためG．ブノワに変更。
※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。

3303412月13日 晴 稍重 （26中山4）第3日 第10競走 ��
��1，800�

ほくそう

北総ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815� ベルサリエーレ 牡4鹿 57 後藤 浩輝藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita 482± 01：51．6 13．3�

12 キープインタッチ 牡4鹿 57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 510＋101：51．92 3．7�
612 マイネルバウンス 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 494± 01：52．0	 20．3�
714 アサクサポイント 
6青鹿57 吉田 豊田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478＋ 41：52．21� 33．8�
36 ミッキースマホ 牡4栗 57 三浦 皇成野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 464－ 61：52．51	 4．5�
11 タ ナ ト ス 牡6黒鹿57 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 458± 01：52．71 32．4	
48 マイネルクロップ 牡4芦 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 498＋ 61：52．8� 3．7

47 アドマイヤジャコモ 牡6鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 494＋ 21：53．01� 94．3�
816 オメガスカイツリー 牡6黒鹿57 蛯名 正義原 子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B502＋ 81：53．1� 27．4�
611 ベルウッドテラス 牡4鹿 57 柴山 雄一鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 508－ 41：53．63 7．7
24 � バンブーリバプール 牡6青鹿57 内田 博幸�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 498＋ 61：54．02� 32．1�
59 ケイジータイタン 
4青鹿57 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B536＋ 61：54．32 27．9�
510 ショウナンアポロン 牡4鹿 57 松岡 正海国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B510＋12 〃 ハナ 79．8�
23 セイカフォルトゥナ 牝5栗 55 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 490＋ 61：54．51� 75．9�
35 キャニオンバレー 牝4青鹿55 丸田 恭介松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 504± 0 〃 アタマ 23．5�
713 サンバビーン 牝4鹿 55 武士沢友治岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 494－ 21：54．6	 175．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，492，700円 複勝： 72，046，900円 枠連： 33，538，400円
馬連： 139，243，100円 馬単： 62，312，400円 ワイド： 59，354，700円
3連複： 165，334，400円 3連単： 234，269，200円 計： 806，591，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 430円 � 190円 � 420円 枠 連（1－8） 1，680円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 7，760円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 3，720円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 13，170円 3 連 単 ��� 86，250円

票 数

単勝票数 計 404927 的中 � 24259（5番人気）
複勝票数 計 720469 的中 � 39077（6番人気）� 122120（3番人気）� 40091（5番人気）
枠連票数 計 335384 的中 （1－8） 15418（7番人気）
馬連票数 計1392431 的中 �� 36111（8番人気）
馬単票数 計 623124 的中 �� 6018（24番人気）
ワイド票数 計 593547 的中 �� 13555（9番人気）�� 3971（37番人気）�� 15177（7番人気）
3連複票数 計1653344 的中 ��� 9415（37番人気）
3連単票数 計2342692 的中 ��� 1969（250番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．1―12．6―12．7―12．5―12．7―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．4―48．0―1：00．7―1：13．2―1：25．9―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

�ベルサリエーレ �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Native Prospector デビュー 2013．5．12 新潟10着

2010．4．12生 牡4鹿 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier 14戦5勝 賞金 74，478，000円
〔騎手変更〕 オメガスカイツリー号の騎手田辺裕信は，病気のため蛯名正義に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴァンガード号



3303512月13日 晴 良 （26中山4）第3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，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 プリンセスメモリー 牝7鹿 55 後藤 浩輝海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 410＋ 21：08．3 24．3�
59 サクラゴスペル 牡6黒鹿58 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 484± 0 〃 クビ 16．6�
815 セイコーライコウ 牡7鹿 58 柴田 善臣竹國美枝子氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 498＋ 4 〃 ハナ 6．7�
713 ア フ ォ ー ド 牡6鹿 58 蛯名 正義前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 464－ 2 〃 アタマ 16．7�
24 ワキノブレイブ 牡4青鹿57 内田 博幸脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 494± 01：08．4クビ 7．1�
48 	 コウヨウアレス 牡5青鹿56 戸崎 圭太寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 484＋ 21：08．5
 7．9	
12 スマートオリオン 牡4栗 56 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 506＋ 21：08．6� 3．7

714 サンディエゴシチー 牡7黒鹿56 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム 522＋ 81：08．7クビ 182．2�
35 	 ルチャドルアスール �5黒鹿56 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 510＋ 4 〃 ハナ 10．0�
47 モグモグパクパク 牡4栗 56 G．ブノワ 小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 472＋ 41：08．8
 10．4

（仏）

23  フレデフォート 牡7鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 464＋ 81：09．01� 114．2�
36 レオンビスティー 牡5鹿 56 中谷 雄太備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 488－ 41：09．1
 18．8�
612 アイラブリリ 牝5黒鹿54 松岡 正海�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 450± 01：09．2
 43．9�
816 レオアクティブ 牡5栗 56 吉田 豊�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 466± 01：09．41� 90．9�
611 ラインブラッド 牡8栗 57 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 静内 シンボリ牧場 B514＋ 61：09．5� 284．9�
510	 ア ピ ア 牡3鹿 55 北村 宏司宮崎 利男氏 藤沢 和雄 新冠 村上 欽哉 532＋ 21：10．13� 9．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，645，400円 複勝： 101，547，800円 枠連： 61，553，800円
馬連： 271，385，200円 馬単： 118，789，200円 ワイド： 96，549，200円
3連複： 332，339，900円 3連単： 518，913，900円 計： 1，567，724，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，430円 複 勝 � 520円 � 520円 � 250円 枠 連（1－5） 1，380円

馬 連 �� 20，120円 馬 単 �� 44，630円

ワ イ ド �� 4，400円 �� 3，380円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 46，550円 3 連 単 ��� 404，090円

票 数

単勝票数 計 666454 的中 � 21864（11番人気）
複勝票数 計1015478 的中 � 48144（10番人気）� 47535（11番人気）� 122302（2番人気）
枠連票数 計 615538 的中 （1－5） 34380（5番人気）
馬連票数 計2713852 的中 �� 10451（55番人気）
馬単票数 計1187892 的中 �� 1996（117番人気）
ワイド票数 計 965492 的中 �� 5614（53番人気）�� 7349（47番人気）�� 11344（31番人気）
3連複票数 計3323399 的中 ��� 5354（151番人気）
3連単票数 計5189139 的中 ��� 931（1063番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．3―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．9―45．2―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．4
3 ・（5，8）（9，10）（2，4，12）（1，3，6，7）15，13－14，16＝11 4 ・（5，8）9（2，4，10）12（1，6，7）15，3（14，13）16＝11

勝馬の
紹 介

プリンセスメモリー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2009．7．25 新潟1着

2007．2．25生 牝7鹿 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス 36戦6勝 賞金 162，925，000円
〔騎手変更〕 アイラブリリ号の騎手田辺裕信は，病気のため松岡正海に変更。
〔発走状況〕 ルチャドルアスール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 サクラゴスペル号の騎手横山典弘は，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30，000円。（被害馬：2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カネトシディオス号・キョウワマグナム号・トキノゲンジ号・ナリタスーパーワン号
※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。

3303612月13日 晴 良 （26中山4）第3日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走16時00分 （芝・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 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
1：44．9
1：43．9

良
良

34 ダイワリベラル 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 520＋ 41：48．7 3．5�
57 アンブリッジローズ 牡4鹿 57 柴山 雄一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：48．8� 7．6�
11 ダイワアクシス 牡5黒鹿57 蛯名 正義大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 452± 01：48．9� 6．5�
22 マイネルイルミナル 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 466＋ 8 〃 クビ 17．6�
33 シニョリーナ 牝3青鹿54 後藤 浩輝髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B454－ 21：49．0クビ 23．0	
58 ヘルデンテノール 牡4鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 21：49．1� 18．3

46 ライズトゥフェイム 牡4鹿 57 田中 勝春 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 81：49．31	 5．2�
813 ツクバアズマオー 牡3鹿 56 三浦 皇成荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 462＋ 6 〃 クビ 18．1�
814 ヴァンデミエール 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 440＋101：49．51� 61．2
610 ノーブルジュピタ 牝4鹿 55 江田 照男吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 B446＋101：49．71	 236．7�
45 ナスノアオバ 牡3鹿 56 丸田 恭介�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 534－ 81：50．12� 16．2�
69 シャドウウィザード 
4黒鹿57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 462± 0 〃 アタマ 5．6�
711 アルセーヌシチー 牡8鹿 57

54 ▲井上 敏樹 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 506± 01：50．31	 305．8�
712 マ ユ キ 牝3栗 54 内田 博幸稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 474－ 61：50．4� 47．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，015，200円 複勝： 65，222，900円 枠連： 28，801，800円
馬連： 116，602，600円 馬単： 53，319，900円 ワイド： 52，922，400円
3連複： 133，410，900円 3連単： 219，951，400円 計： 712，247，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 250円 � 180円 枠 連（3－5） 1，030円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 660円 �� 340円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 12，630円

票 数

単勝票数 計 420152 的中 � 95299（1番人気）
複勝票数 計 652229 的中 � 129675（1番人気）� 57893（5番人気）� 91034（3番人気）
枠連票数 計 288018 的中 （3－5） 21546（2番人気）
馬連票数 計1166026 的中 �� 54574（4番人気）
馬単票数 計 533199 的中 �� 14239（6番人気）
ワイド票数 計 529224 的中 �� 19738（6番人気）�� 43996（1番人気）�� 14946（9番人気）
3連複票数 計1334109 的中 ��� 36502（5番人気）
3連単票数 計2199514 的中 ��� 12617（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．6―49．4―1：02．1―1：14．0―1：25．5―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．7
1
3
3（4，5）（1，10）（2，6）12，11，7，13，8，9，14・（3，4，12，9）（1，10）（2，5，6，14）（7，8，13）11

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

勝馬の
紹 介

ダイワリベラル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．10．6 東京7着

2011．5．26生 牡3黒鹿 母 オレンジジェラート 母母 スマイリングカット 10戦3勝 賞金 32，510，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※アルセーヌシチー号・マイネルイルミナル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（26中山4）第3日 12月13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 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

210，860，000円
12，200，000円
1，500，000円
18，890，000円
70，917，000円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
384，069，200円
589，818，600円
279，724，800円
1，067，113，200円
543，601，300円
476，825，600円
1，270，848，500円
1，929，965，600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 6，541，966，800円

総入場人員 21，070名 （有料入場人員 17，520名）
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