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3303712月14日 晴 良 （26中山4）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

12 ノーモアベット 牡2青鹿55 戸崎 圭太髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 452± 01：12．9 5．7�
47 リンガスヴィグラス 牝2鹿 54 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 458＋ 81：13．22 3．9�
714 トゥルームーン 牝2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 474＋ 41：13．3� 4．1�
36 カ イ マ ノ ア 牡2栗 55 北村 宏司山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 490－ 21：13．83 2．8�
24 ナンゴクオージ 牡2黒鹿55 武士沢友治平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 486＋101：13．9� 187．9�
48 ネイチャーシュシュ 牝2鹿 54 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 440－ 21：14．0クビ 127．6�
713 ケイツーミネルバ 牝2芦 54 津村 明秀楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 浦河 大島牧場 420＋ 81：14．1� 114．9	
59 レースノワエ 牡2鹿 55 三浦 皇成 
ローレルレーシング 大和田 成 新冠 長浜牧場 464－ 6 〃 ハナ 21．2�
611 パパラヴズマンボ 牝2青鹿54 江田 照男�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 430＋ 61：14．41� 23．2
816 ケイジースワロー 牡2黒鹿55 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム 452＋ 81：14．5� 44．6�
815 エイコオヴィグラス 牡2鹿 55 吉田 豊木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 470＋ 61：14．82 85．9�
510 フレンドマキシマム 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹保谷フミ子氏 岩戸 孝樹 日高 中館牧場 414－161：14．9� 362．6�
23 ワインカラー 牡2栗 55 丸田 恭介 �高木競走馬育成牧場 小笠 倫弘 新ひだか 増本牧場 430－ 41：15．0� 99．5�
35 シゲルケンカマツリ 牡2鹿 55 後藤 浩輝森中 蕃氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 524± 01：15．42� 22．2�
11 フジノキララ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也
富士開発 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 430－ 21：16．57 124．2�
612 フラワーフェスタ 牝2鹿 54 丹内 祐次山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 410－ 41：19．0大差 119．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，495，000円 複勝： 33，582，900円 枠連： 11，660，100円
馬連： 50，441，100円 馬単： 31，248，800円 ワイド： 27，076，800円
3連複： 68，146，100円 3連単： 95，040，200円 計： 336，691，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 150円 � 150円 枠 連（1－4） 1，110円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 490円 �� 520円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 9，340円

票 数

単勝票数 計 194950 的中 � 27341（4番人気）
複勝票数 計 335829 的中 � 52091（4番人気）� 61185（2番人気）� 56599（3番人気）
枠連票数 計 116601 的中 （1－4） 8106（6番人気）
馬連票数 計 504411 的中 �� 30168（6番人気）
馬単票数 計 312488 的中 �� 8990（12番人気）
ワイド票数 計 270768 的中 �� 13948（5番人気）�� 13113（6番人気）�� 17978（4番人気）
3連複票数 計 681461 的中 ��� 31492（4番人気）
3連単票数 計 950402 的中 ��� 7372（26番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．4―12．3―13．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．8―46．1―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーモアベット �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．7．5 福島3着

2012．4．19生 牡2青鹿 母 プ テ ィ パ 母母 プ リ マ 5戦1勝 賞金 10，100，000円
〔発走状況〕 ワインカラー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フラワーフェスタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月14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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カナリ号・キョウエイプライド号・ワイルドテイスト号・ワールドハーモニー号

3303812月14日 晴 良 （26中山4）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

12 コスモボアソルテ 牡2芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 482± 01：57．4 1．6�
510 セイカアヴァンサ 牡2鹿 55 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 460－ 61：58．14 17．6�
35 トーセンヌーヴォー 牡2栗 55 田中 勝春島川 �哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 466＋ 81：58．31 12．7�
36 トーセンスラッガー 牡2黒鹿55 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 新ひだか 乾 皆雄 458＋ 4 〃 ハナ 242．8�
611 クラウンリバティー 牡2鹿 55 後藤 浩輝矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 494＋ 41：58．61� 5．8	
713 イシドールス 牡2鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 伊藤 大士 安平 追分ファーム 470＋ 41：58．7� 9．5

815 デューテリウム 牡2鹿 55 松岡 正海池谷 誠一氏 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム 520± 01：58．91� 46．1�
714 レアルイモン 牡2栗 55 二本柳 壮井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 498＋201：59．53� 113．8�
47 コスモデント 牡2芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 日高 ナカノファーム 518＋ 2 〃 ハナ 185．8
23 マジックボックス 牡2青鹿55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新冠 松浦牧場 528± 01：59．71 265．2�
59 ズ コ ッ ト 牡2鹿 55 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 498＋ 21：59．8� 61．4�
48 グラスエンプレス 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 506－ 2 〃 ハナ 84．9�
816 ディアスプレッド 牡2鹿 55 江田 照男ディアレスト 新開 幸一 青森 山内牧場 516＋24 〃 ハナ 203．7�
24 ノ ア ロ ッ ク 牡2鹿 55 嶋田 純次佐山 公男氏 水野 貴広 平取 原田 新治 478＋161：59．9クビ 140．6�
612 ユアーザワン 牡2青 55 G．ブノワ �ターフ・スポート高橋 文雅 日高 下河辺牧場 480＋122：03．8大差 11．8�

（仏）

11 ブリエアヴェニール 牡2鹿 55 丸山 元気岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか タイヘイ牧場 490－ 22：04．0� 17．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，977，400円 複勝： 57，265，500円 枠連： 14，306，400円
馬連： 49，197，700円 馬単： 34，029，200円 ワイド： 27，068，700円
3連複： 58，268，600円 3連単： 94，854，100円 計： 357，967，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 190円 枠 連（1－5） 900円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 450円 �� 300円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 7，400円

票 数

単勝票数 計 229774 的中 � 112570（1番人気）
複勝票数 計 572655 的中 � 354381（1番人気）� 24041（5番人気）� 36676（3番人気）
枠連票数 計 143064 的中 （1－5） 12268（4番人気）
馬連票数 計 491977 的中 �� 36903（4番人気）
馬単票数 計 340292 的中 �� 16239（6番人気）
ワイド票数 計 270687 的中 �� 15237（4番人気）�� 25414（2番人気）�� 5335（16番人気）
3連複票数 計 582686 的中 ��� 19827（6番人気）
3連単票数 計 948541 的中 ��� 9292（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．5―50．8―1：03．5―1：16．6―1：30．1―1：43．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモボアソルテ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．10．11 東京2着

2012．4．14生 牡2芦 母 アイラブユーモア 母母 アロートウヘヴン 4戦1勝 賞金 10，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリエアヴェニール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月14日まで平

地競走に出走できない。
ユアーザワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月14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。

第４回 中山競馬 第４日



3303912月14日 晴 良 （26中山4）第4日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時45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
1：32．3

良
良

48 ナイトフォックス 牡2鹿 55 北村 宏司石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 01：35．5 1．9�

24 ランデックヒルズ 牝2鹿 54 江田 照男簗田 満氏 高市 圭二 新冠 川島牧場 B440－ 61：36．03 43．9�
35 ラ ト ゥ ー ル 牝2鹿 54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 422－161：36．21� 80．2�
36 リュウノースジョイ 牝2鹿 54 G．ブノワ �木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 452＋ 2 〃 アタマ 7．5�

（仏）

612 マインドシフト 牝2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 鈴木 伸尋 えりも エクセルマネジメント 438－ 41：36．41� 16．6�
12 エッケザックス 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444＋12 〃 クビ 4．3	
815 アイリーグレイ 牝2芦 54 内田 博幸前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 444＋ 6 〃 ハナ 32．5

11 コスモピンパーネル 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 6 〃 アタマ 22．5�
47 トーホウボルト 牡2栗 55 吉田 豊東豊物産� 古賀 史生 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 474± 01：36．5� 58．5
714 サイレンスムーン 牝2黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 41：37．13� 26．5�
23 チャーミングマオ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 396－ 41：37．2クビ 41．3�
59 ブラインドタッチ 牡2青 55 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 クビ 21．6�
816 シゲルアバレマツリ 牡2栗 55 柴山 雄一森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 原田 久司 476± 01：37．3	 137．8�
611 エレガントカシマシ 牝2黒鹿54 的場 勇人井上 久光氏 的場 均 新冠 競優牧場 436－141：37．61	 439．6�
713 ゼイロングトゥビー 牝2青鹿54 後藤 浩輝加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 408－ 41：37．8	 57．7�
510 マコトアルバトロス 牡2栗 55 三浦 皇成�ディアマント 田中 剛 様似 出口 繁夫 478＋101：37．9� 21．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，211，300円 複勝： 53，199，600円 枠連： 16，906，000円
馬連： 66，007，400円 馬単： 41，069，300円 ワイド： 35，391，100円
3連複： 79，518，900円 3連単： 126，149，200円 計： 444，452，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 880円 � 1，310円 枠 連（2－4） 1，980円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 2，800円 �� 22，830円

3 連 複 ��� 53，200円 3 連 単 ��� 159，890円

票 数

単勝票数 計 262113 的中 � 108553（1番人気）
複勝票数 計 531996 的中 � 260548（1番人気）� 8529（12番人気）� 5549（14番人気）
枠連票数 計 169060 的中 （2－4） 6608（8番人気）
馬連票数 計 660074 的中 �� 12916（11番人気）
馬単票数 計 410693 的中 �� 5432（17番人気）
ワイド票数 計 353911 的中 �� 5771（13番人気）�� 3263（27番人気）�� 391（95番人気）
3連複票数 計 795189 的中 ��� 1121（128番人気）
3連単票数 計1261492 的中 ��� 572（410番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―35．6―47．6―59．6―1：11．5―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9

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

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

勝馬の
紹 介

ナイトフォックス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．13 福島3着

2012．1．29生 牡2鹿 母 アドマイヤシズカ 母母 ビワパシフィカス 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走状況〕 コスモピンパーネル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 コスモピンパーネル号は，発走調教再審査。
〔その他〕 サイレンスムーン号は，競走中に疾病〔左手根骨粉砕骨折〕を発症。
※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 カシノトラダマシイ号
※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。

3304012月14日 晴 良 （26中山4）第4日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時15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

59 ボ ル ゲ ー ゼ 牡2黒鹿55 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470－ 21：50．1 2．9�
12 ウイングチップ 牡2黒鹿55 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 496± 01：50．52� 5．0�
713 グランシルク 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 クビ 2．6�
23 アキタノユキ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 日高 賀張三浦牧場 460－ 41：50．71� 15．3�
11 サウスポールツアー 牝2栗 54 森 泰斗海谷 幸司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 422＋ 61：51．01� 227．0�

（船橋）

47 メイショウスターク 牡2青鹿55 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 林 孝輝 440＋ 41：51．1� 46．9	
510 イ ア ペ ト ス 牡2鹿 55 二本柳 壮�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 464－ 21：51．2クビ 64．1

612 マイネルヘルック 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 4 〃 ハナ 14．8�
611 クラレンスハウス 牝2鹿 54 松岡 正海下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 428－ 21：51．62� 29．1
24 トップインパクト 牡2鹿 55 内田 博幸�コオロ 萱野 浩二 新冠 森永 聡 426± 01：51．81� 14．5�
36 タマヨリモハヤク 牡2鹿 55 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 480＋ 41：52．01� 185．5�
816 メモリアルウッド 牡2黒鹿55 武士沢友治合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 B494＋ 21：52．1クビ 305．7�
714 マイネルリザータ 牡2鹿 55 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新ひだか 平野牧場 516＋ 41：52．2� 91．7�
35 カシノリクノオウ 牡2青鹿55 柴田 未崎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 468＋ 81：52．51� 532．3�
815 サークルワルツ 牝2黒鹿54 江田 照男石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 466± 01：52．71� 308．7�
48 ホ ー チ ャ ム 牝2鹿 54 G．ブノワ 青山 洋一氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋241：53．23 31．3�
（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，018，300円 複勝： 34，523，800円 枠連： 17，126，300円
馬連： 62，083，900円 馬単： 38，177，900円 ワイド： 30，583，900円
3連複： 76，108，200円 3連単： 119，622，900円 計： 405，245，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 110円 枠 連（1－5） 960円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 350円 �� 160円 �� 310円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 4，530円

票 数

単勝票数 計 270183 的中 � 73080（2番人気）
複勝票数 計 345238 的中 � 69309（2番人気）� 46838（3番人気）� 92213（1番人気）
枠連票数 計 171263 的中 （1－5） 13734（4番人気）
馬連票数 計 620839 的中 �� 55381（3番人気）
馬単票数 計 381779 的中 �� 17409（6番人気）
ワイド票数 計 305839 的中 �� 19015（3番人気）�� 59067（1番人気）�� 22255（2番人気）
3連複票数 計 761082 的中 ��� 89401（1番人気）
3連単票数 計1196229 的中 ��� 19132（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．5―48．8―1：01．0―1：13．6―1：26．3―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボ ル ゲ ー ゼ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2014．11．15 東京3着

2012．2．18生 牡2黒鹿 母 ラ ル ケ ッ ト 母母 ア ズ サ ユ ミ 2戦1勝 賞金 6，800，000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） 2頭 ウインニルヴァーナ号・ディアジグムント号
（非抽選馬） 1頭 ウエイブ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3304112月14日 晴 良 （26中山4）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時05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

55 アンヴァリッド 牡2栗 55 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 528 ―1：56．2 3．6�
88 ムーンレンジャー 牡2黒鹿55 柴山 雄一大川 �史氏 本間 忍 新ひだか 岡田牧場 536 ―1：57．05 4．4�
77 タ ン ジ ブ ル 牡2栗 55

52 ▲木幡 初也 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496 ―1：57．53 24．9�

22 トーセンクローチェ 牝2黒鹿54 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 新冠 イワミ牧場 432 ―1：58．45 21．0�
44 カイシンゲキ 牡2青鹿55 丸田 恭介 �グリーンファーム栗田 徹 千歳 社台ファーム 492 ― 〃 アタマ 16．7	
89 マカワオクイーン 牝2栗 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 474 ―1：58．93 2．5

66 サ ン コ コ モ 牡2黒鹿55 松岡 正海加藤 信之氏 清水 英克 新冠 長浜 秀昭 450 ―2：00．49 11．3�
33 ミリノテツニー 牡2栗 55 御神本訓史榮 義則氏 森 秀行 新ひだか 前川 隆則 484 ―2：03．4大差 8．9�

（大井）

11 プラチナシェンロン 牡2芦 55 丹内 祐次田頭 勇貴氏 武井 亮 青森 諏訪牧場 502 ―2：05．4大差 87．6
（9頭）

売 得 金
単勝： 21，092，500円 複勝： 25，548，800円 枠連： 12，470，100円
馬連： 43，943，500円 馬単： 31，073，300円 ワイド： 19，954，500円
3連複： 49，789，200円 3連単： 105，886，100円 計： 309，758，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 160円 � 440円 枠 連（5－8） 260円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，070円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 13，820円

票 数

単勝票数 計 210925 的中 � 46856（2番人気）
複勝票数 計 255488 的中 � 61169（2番人気）� 42734（3番人気）� 10197（8番人気）
枠連票数 計 124701 的中 （5－8） 36842（1番人気）
馬連票数 計 439435 的中 �� 46501（3番人気）
馬単票数 計 310733 的中 �� 16385（6番人気）
ワイド票数 計 199545 的中 �� 17135（3番人気）�� 4486（16番人気）�� 3921（20番人気）
3連複票数 計 497892 的中 ��� 10518（15番人気）
3連単票数 計1058861 的中 ��� 5554（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．2―39．0―52．7―1：05．8―1：18．6―1：31．8―1：43．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．6
1
3
・（3，7）9（6，8）－5－2－4－1
8，5（7，9）2（6，4）＝1，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アンヴァリッド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

2012．4．4生 牡2栗 母 ストールンブライド 母母 グランドクロス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミリノテツニー号・プラチナシェンロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

1月14日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3304212月14日 晴 良 （26中山4）第4日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時35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

57 サブライムカイザー 牡2鹿 55 北村 宏司 �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 490 ―2：07．8 2．9�

711 シーサイドジャズ 牡2芦 55 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494 ―2：07．9� 3．8�

11 レッドベリンダ 牝2鹿 54 G．ブノワ �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 450 ― 〃 クビ 4．4�
（仏）

69 ラナチュール 牝2鹿 54 大庭 和弥岡田 繁幸氏 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 402 ―2：08．0クビ 87．8�
813 エクソールナーレ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 404 ― 〃 アタマ 10．0�
34 グローリアスレイ 牝2芦 54 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 洞�湖 レイクヴィラファーム 482 ―2：08．21� 41．6	
46 ムーンセイル 牡2鹿 55 後藤 浩輝 
キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 512 ―2：08．3クビ 7．8�
22 コ イ オ ス 牡2青鹿55 柴山 雄一
ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 中田 英樹 514 ―2：08．51 36．6�
45 ヒロノドラム 牡2黒鹿55 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 478 ― 〃 クビ 86．0
58 キングルアウ 牡2鹿 55 森 泰斗 
社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 490 ―2：09．45 18．1�

（船橋）

712 ホウザンゴッド 牡2栗 55 的場 勇人加藤 豊三氏 的場 均 むかわ 清水ファーム 490 ―2：09．61	 285．6�
814 シャドウキングマン 牡2鹿 55 内田 博幸飯塚 知一氏 松山 将樹 浦河 酒井牧場 508 ―2：09．7� 17．2�
610 リキサンレーヴ 牡2鹿 55 津村 明秀 
ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 508 ―2：10．55 92．2�
33 フジサンブル 牡2鹿 55 二本柳 壮藤田 秀行氏 武市 康男 日高 門別 敏朗 484 ―2：10．6� 223．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，280，100円 複勝： 31，281，400円 枠連： 15，285，200円
馬連： 53，738，800円 馬単： 32，365，500円 ワイド： 25，900，500円
3連複： 59，560，400円 3連単： 97，496，100円 計： 341，908，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 130円 � 150円 枠 連（5－7） 530円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 260円 �� 280円 �� 360円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，190円

票 数

単勝票数 計 262801 的中 � 70264（1番人気）
複勝票数 計 312814 的中 � 63310（1番人気）� 62950（2番人気）� 47964（3番人気）
枠連票数 計 152852 的中 （5－7） 22089（1番人気）
馬連票数 計 537388 的中 �� 66034（1番人気）
馬単票数 計 323655 的中 �� 20183（1番人気）
ワイド票数 計 259005 的中 �� 26143（1番人気）�� 23523（2番人気）�� 17440（3番人気）
3連複票数 計 595604 的中 ��� 48303（1番人気）
3連単票数 計 974961 的中 ��� 22121（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．6―39．4―53．0―1：06．5―1：19．8―1：32．8―1：44．6―1：56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．0
1
3
13，7（1，9）（5，11）（4，6）（3，8）（14，10）－12－2・（13，7，9）（1，5，11）（4，3，6）（8，10）（2，14）－12

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

勝馬の
紹 介

サブライムカイザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

2012．3．21生 牡2鹿 母 マドモアゼルシッシ 母母 Sister Dot 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 フジサンブル号の騎手二本柳壮は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：14番・8番・10番）

サブライムカイザー号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで蛇行したことについて戒告。（被害馬：1番・4番）
〔その他〕 フジサンブル号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※ホウザンゴッド号は，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または施行団体名を表示している。



3304312月14日 晴 良 （26中山4）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 7，200，000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
1：52．7
1：50．9

良
不良

22 イーデンホール 牡2栗 55 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 484± 01：54．6 5．9�
46 ノンコノユメ 牡2栃栗 55

52 ▲石川裕紀人山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452＋ 61：54．81� 9．7�
610 マイネルオフィール 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 478－ 41：54．9� 3．5�
11 スピリッツセカンド 牡2黒鹿55 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 514＋ 4 〃 ハナ 5．3�
69 パワーポケット 牡2黒鹿55 内田 博幸柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 504－ 21：55．11 18．1�
712 ノースヒーロー 牡2栗 55 丸田 恭介 	スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 466± 0 〃 ハナ 83．4

57 ワトソンクリック 牡2鹿 55 戸崎 圭太本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 506－ 21：55．2	 19．9�
58 クロフネビームス 牝2芦 54 的場 勇人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 456－ 41：55．41� 8．8�
813 オメガハイヌーン 牡2鹿 55 北村 宏司原 
子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 466＋ 8 〃 クビ 7．1
814 ア ル タ ー 牡2栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 506± 01：55．71	 11．0�
45 キングノヨアケ 牡2黒鹿55 石橋 脩平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 484－ 41：56．12� 84．8�
34 ウップスアデイジイ 牡2鹿 55 松岡 正海平賀 久枝氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 538＋ 61：57．27 70．2�
33 グラスエトワール 牝2鹿 54 木幡 初広半沢	 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 466＋ 61：57．73 81．6�
711 クイーンマグノリア 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也 	社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 432＋ 22：01．3大差 87．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，313，500円 複勝： 52，916，500円 枠連： 21，448，200円
馬連： 77，723，000円 馬単： 40，885，600円 ワイド： 37，689，100円
3連複： 94，139，700円 3連単： 128，548，300円 計： 487，663，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 330円 � 180円 枠 連（2－4） 3，880円

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 7，140円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 500円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 5，220円 3 連 単 ��� 40，410円

票 数

単勝票数 計 343135 的中 � 46046（3番人気）
複勝票数 計 529165 的中 � 75299（3番人気）� 34806（7番人気）� 85642（2番人気）
枠連票数 計 214482 的中 （2－4） 4283（17番人気）
馬連票数 計 777230 的中 �� 15419（19番人気）
馬単票数 計 408856 的中 �� 4289（33番人気）
ワイド票数 計 376891 的中 �� 7644（18番人気）�� 20744（2番人気）�� 8824（15番人気）
3連複票数 計 941397 的中 ��� 13515（16番人気）
3連単票数 計1285483 的中 ��� 2306（158番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．6―50．1―1：03．3―1：16．2―1：29．0―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イーデンホール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2014．8．10 札幌4着

2012．2．27生 牡2栗 母 シーリーコート 母母 シ ー リ ー ル 6戦2勝 賞金 17，150，000円
〔制裁〕 スピリッツセカンド号の騎手丸山元気は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔その他〕 クイーンマグノリア号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイーンマグノリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月14日まで平地

競走に出走できない。

3304412月14日 晴 良 （26中山4）第4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）
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
1：08．7
1：08．7

重
重

611 イーグルカザン 牡6鹿 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 524＋ 41：11．4 13．0�
612 キタサンミカヅキ 牡4鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 538＋ 4 〃 クビ 3．1�
48 ジョージジョージ 牡4栗 57 後藤 浩輝北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 472＋ 81：11．5� 24．9�
510 ネイティヴコード 牝3鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B502＋141：11．71 25．7�
47 フィールザラブ 牝5栗 55 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 434－101：11．8	 28．4�
714 ヒカリブランデー 牡3鹿 56 戸崎 圭太	ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 484＋ 21：11．9� 8．0

12 スズヨストラ 牡4栗 57 北村 宏司鈴木与四郎氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 41：12．0クビ 6．2�
24 シークレットアーム 牡5鹿 57 丸田 恭介�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 524＋ 6 〃 クビ 76．6�
815
� クールヴェント 牡6鹿 57

54 ▲木幡 初也櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1
Bloodstock Inc. 520＋121：12．2� 43．6

59 キンシザイル 牡5鹿 57 三浦 皇成若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 504± 0 〃 ハナ 4．1�
816 シゲルウシュウ 牡3栗 56 丸山 元気森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 468＋ 21：12．3	 75．1�
11 ライブリシーラ 牡7栗 57 柴田 未崎加藤 哲郎氏 森田 直行 厚真 大川牧場 548＋401：12．4� 355．1�
35 
 シ ャ ラ ク 牡3鹿 56 内田 博幸林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 508＋121：12．5クビ 9．8�
713 リアルモード 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 464－ 6 〃 ハナ 31．1�
36 サ ク ラ ベ ル 牝6栗 55 森 泰斗	さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 508＋121：13．13	 64．1�

（船橋）

23 ヒカルソラフネ 牡5鹿 57 松岡 正海松本 俊廣氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 ハナ 63．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，697，800円 複勝： 45，092，200円 枠連： 22，487，900円
馬連： 81，646，400円 馬単： 41，051，000円 ワイド： 38，879，000円
3連複： 98，963，700円 3連単： 139，188，100円 計： 495，006，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 380円 � 140円 � 540円 枠 連（6－6） 2，090円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 650円 �� 3，030円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 9，940円 3 連 単 ��� 55，720円

票 数

単勝票数 計 276978 的中 � 16964（6番人気）
複勝票数 計 450922 的中 � 26164（6番人気）� 112790（1番人気）� 16825（8番人気）
枠連票数 計 224879 的中 （6－6） 8332（9番人気）
馬連票数 計 816464 的中 �� 34433（6番人気）
馬単票数 計 410510 的中 �� 6332（15番人気）
ワイド票数 計 388790 的中 �� 16034（5番人気）�� 3151（34番人気）�� 9422（9番人気）
3連複票数 計 989637 的中 ��� 7465（32番人気）
3連単票数 計1391881 的中 ��� 1811（170番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．7―12．3―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．8―46．1―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イーグルカザン �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2010．6．27 函館1着

2008．4．15生 牡6鹿 母 ユウジンカザン 母母 ロングチアーズ 32戦4勝 賞金 74，001，000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） 1頭 ウインプロスパー号
（非抽選馬） 1頭 ヤマチョウフェア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3304512月14日 晴 良 （26中山4）第4日 第9競走 ��
��1，200�チ バ テ レ 杯

発走14時05分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，25．12．7以降26．12．7まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

チバテレ杯（1着）
賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 740，000
740，000

円
円

付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード
中央レコード

1：06．7
1：06．5

良
良

47 カフヴァール 牝5鹿 52 北村 宏司 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B466± 01：08．6 12．6�
612 クリノタカラチャン 牝4黒鹿52 柴田 大知栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 424＋ 21：08．81 40．0�
35 � カディーシャ 牝5栗 52 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 B432＋ 6 〃 クビ 22．8�
611 ローズミラクル 牡4青鹿54 三浦 皇成 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 540± 01：08．9クビ 7．9�
510 ストロングロビン 牡8鹿 55 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 498＋ 8 〃 ハナ 62．7	
714 ティーハーフ 牡4栗 57．5 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 6 〃 同着 5．1

12 ダイワインスパイア 牡5鹿 53 丸田 恭介大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 472＋ 21：09．0� 45．5�
23 インスペード 牡5黒鹿55 戸崎 圭太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 496± 01：09．21	 3．6�
48 ジーニマジック 牝4鹿 54 田中 勝春田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 478＋ 4 〃 クビ 10．0
11 ビットスターダム 牡6芦 55 川島 信二馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 464＋ 4 〃 ハナ 24．3�
816 ダイワジャスト 牡3鹿 55 柴田 善臣大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 540＋ 61：09．3クビ 3．7�
59 � スウェプトアロー 牡5芦 54 森 泰斗矢野 秀春氏 池上 昌弘 様似 様似堀牧場 B482＋ 4 〃 クビ 82．4�

（船橋）

713
 アンウォンド 牝4栗 52 津村 明秀�大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones
& Marie D. Jones 492－ 4 〃 アタマ 31．9�

24 � リバティーホール 牝5鹿 52 石川裕紀人吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B448± 01：09．4� 136．5�
815 ネオザミスティック 牝6黒鹿51 木幡 初也小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 クビ 193．5�
36 エバーダンシング 牝4栗 52 丸山 元気宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454－ 21：09．71� 143．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，767，800円 複勝： 57，984，800円 枠連： 27，422，500円
馬連： 113，764，700円 馬単： 55，011，600円 ワイド： 49，728，700円
3連複： 130，712，900円 3連単： 198，702，100円 計： 670，095，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 390円 � 1，020円 � 560円 枠 連（4－6） 1，940円

馬 連 �� 19，860円 馬 単 �� 32，870円

ワ イ ド �� 5，010円 �� 3，110円 �� 6，590円

3 連 複 ��� 71，240円 3 連 単 ��� 481，800円

票 数

単勝票数 計 367678 的中 � 23177（6番人気）
複勝票数 計 579848 的中 � 41797（6番人気）� 14067（9番人気）� 27389（7番人気）
枠連票数 計 274225 的中 （4－6） 10917（9番人気）
馬連票数 計1137647 的中 �� 4439（54番人気）
馬単票数 計 550116 的中 �� 1255（93番人気）
ワイド票数 計 497287 的中 �� 2556（51番人気）�� 4156（36番人気）�� 1936（58番人気）
3連複票数 計1307129 的中 ��� 1376（184番人気）
3連単票数 計1987021 的中 ��� 299（1134番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―11．4―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．7―45．1―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフヴァール �
�
父 デュランダル �

�
母父 Gulch デビュー 2012．1．28 東京1着

2009．4．19生 牝5鹿 母 スペシャルアラート 母母 So Cozy 15戦3勝 賞金 36，762，000円
※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。
（非当選馬） 2頭 モンマックス号・ヤサカオディール号
（非抽選馬） 5頭 オリエンタルサン号・クラウンカイザー号・ペガサスジュニア号・ボブキャット号・ワキノコクリュウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3304612月14日 晴 良 （26中山4）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，25．12．7以降26．12．7まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

美浦村長賞（1着）
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

11 マイネルミラノ 牡4栗 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B484＋141：47．3 2．0�

610� シベリアンスパーブ 牡5鹿 54 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 504＋ 81：47．51� 36．0�
22 サムソンズプライド 牡4鹿 55 吉田 豊 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 482－ 81：47．71	 8．7�
34 ジェントルマン 牡6黒鹿56 田中 勝春近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 490－ 81：47．91� 9．9�
57 ミエノワンダー 牡4鹿 57 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 516＋ 41：48．0
 3．7	
711 ブリッジクライム 牝5鹿 54 柴田 善臣吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 464± 01：48．1	 16．5

33 オメガブレイン 牡6鹿 53 後藤 浩輝原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 470± 01：48．2クビ 46．5�
58 ラ ロ メ リ ア �6鹿 55 御神本訓史 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：48．3	 27．3�

（大井）

712� レオプログレス 牡9青 55 江田 照男�レオ 萱野 浩二 様似 清水 誠一 466± 01：48．4
 196．0
813 トゥザサミット 牡7鹿 53 三浦 皇成 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 追分ファーム B476＋ 41：48．61� 75．6�
45 コウセイコタロウ 牡5黒鹿56 武士沢友治杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 508＋101：48．7	 68．3�
46 セイカフォルテ 牡6鹿 54 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 450＋ 21：48．8	 138．6�
69 キッズニゴウハン 牡6栗 54 内田 博幸瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 アタマ 13．9�
814 ミヤコマンハッタン 牝5鹿 52 柴田 大知吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 488± 01：49．01� 45．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，567，500円 複勝： 70，971，400円 枠連： 32，926，100円
馬連： 149，302，100円 馬単： 83，680，500円 ワイド： 63，681，000円
3連複： 168，216，100円 3連単： 316，504，600円 計： 933，849，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 500円 � 270円 枠 連（1－6） 1，190円

馬 連 �� 4，200円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 540円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 9，450円 3 連 単 ��� 45，090円

票 数

単勝票数 計 485675 的中 � 190438（1番人気）
複勝票数 計 709714 的中 � 235503（1番人気）� 24779（8番人気）� 54227（4番人気）
枠連票数 計 329261 的中 （1－6） 21409（3番人気）
馬連票数 計1493021 的中 �� 27548（12番人気）
馬単票数 計 836805 的中 �� 14079（16番人気）
ワイド票数 計 636810 的中 �� 11355（14番人気）�� 32421（2番人気）�� 4918（31番人気）
3連複票数 計1682161 的中 ��� 13344（28番人気）
3連単票数 計3165046 的中 ��� 5088（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―35．0―46．8―58．4―1：10．7―1：22．8―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルミラノ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Polish Precedent デビュー 2012．8．5 新潟8着

2010．6．8生 牡4栗 母 パールバーリー 母母 Pearl Kite 19戦5勝 賞金 75，011，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



3304712月14日 晴 良 （26中山4）第4日 第11競走 ��
��1，200�第7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，25．12．7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，25．12．6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 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 � ダノンレジェンド 牡4黒鹿56 丸田 恭介�ダノックス 村山 明 米 Colts Neck
Stables, LLC B452－ 61：09．5 46．8�

612	 サトノタイガー 牡6黒鹿56 御神本訓史松村 真司氏 小久保 智 千歳 社台ファーム 470＋ 31：10．45 15．3�
（浦和） （大井）

816 メイショウノーベル 牡5栗 56 津村 明秀松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 504－ 4 〃 アタマ 22．3�
815� サウンドガガ 牝5黒鹿54 柴山 雄一増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

500－ 4 〃 クビ 10．8�
12 � タ ー ル タ ン 牡6芦 56 後藤 浩輝グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 496－ 81：10．5クビ 8．8�
47 ダッシャーワン 牡6栗 56 北村 宏司芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 508＋ 6 〃 ハナ 3．6	
510 タイセイファントム 牡6鹿 56 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 454－ 61：10．6クビ 27．6

24 � エイシンゴージャス 牝3鹿 53 吉田 豊�栄進堂 大久保龍志 米 Robert A. Adams

& Sheilah Adams 550＋ 41：10．7
 14．0�
36 マルカバッケン 牡7鹿 56 田中 勝春河長産業� 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 486－10 〃 クビ 118．7�
59 � サトノプリンシパル 牡4鹿 56 川須 栄彦里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B560＋ 6 〃 アタマ 3．7
48 アドマイヤサガス 牡6青 57 丸山 元気近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 528＋ 41：10．8クビ 37．3�
23 ノーザンリバー 牡6鹿 58 三浦 皇成林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 480－ 3 〃 ハナ 5．6�
713 スリーボストン 牡7鹿 56 石橋 脩永井商事� 野中 賢二 浦河 杵臼斉藤牧場 506＋161：11．01� 72．8�
611	 インペリアルマーチ 牡7黒鹿56 森 泰斗 �キャロットファーム 出川 克己 安平 ノーザンファーム 564－ 21：11．1
 170．8�

（船橋） （船橋）

714� ナンチンノン 牡3栗 55 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.
Alexander 518＋ 61：11．31 25．6�

（15頭）
35 シルクフォーチュン 牡8鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 藤沢 則雄 新冠 中地 義次 472± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 103，423，800円 複勝： 146，277，500円 枠連： 93，740，800円
馬連： 386，895，200円 馬単： 169，591，300円 ワイド： 147，124，000円
3連複： 491，159，300円 3連単： 771，202，300円 計： 2，309，414，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，680円 複 勝 � 1，230円 � 530円 � 530円 枠 連（1－6） 7，630円

馬 連 �� 51，150円 馬 単 �� 104，680円

ワ イ ド �� 12，590円 �� 8，560円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 247，890円 3 連 単 ��� 1，654，200円

票 数

単勝票数 差引計1034238（返還計 55914） 的中 � 17672（12番人気）
複勝票数 差引計1462775（返還計 74943） 的中 � 29604（12番人気）� 74593（8番人気）� 74792（6番人気）
枠連票数 差引計 937408（返還計 1425） 的中 （1－6） 9520（27番人気）
馬連票数 差引計3868952（返還計406365） 的中 �� 5861（76番人気）
馬単票数 差引計1695913（返還計172891） 的中 �� 1215（158番人気）
ワイド票数 差引計1471240（返還計167501） 的中 �� 3003（77番人気）�� 4430（66番人気）�� 8983（47番人気）
3連複票数 差引計4911593（返還計933897） 的中 ��� 1486（297番人気）
3連単票数 差引計7712023（返還計1398336） 的中 ��� 338（1777番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．1―11．6―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．3―44．9―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダノンレジェンド �
�
父 Macho Uno �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．11．10 東京1着

2010．2．24生 牡4黒鹿 母 My Goodness 母母 Caressing 16戦5勝 賞金 103，528，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔競走除外〕 シルクフォーチュン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕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25頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）25頭 カポーティスター号・キクノストーム号・コスモオオゾラ号・コスモソーンパーク号・サクラインザスカイ号・

サドンストーム号・サンマルデューク号・シゲルソウサイ号・シセイオウジ号・シンボリエンパイア号・
スズカロジック号・タイムズアロー号・ツクバコガネオー号・デザートオアシス号・トウシンイーグル号・
ドコフクカゼ号・トップカミング号・ナガラオリオン号・ニシケンモノノフ号・ネオザウイナー号・
ヒラボクマジック号・フェスティヴタロー号・マイネグレヴィル号・メイショウマシュウ号・レーザーバレット号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3304812月14日 晴 良 （26中山4）第4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）

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
1：44．9
1：43．9

良
良

612 ダイワレジェンド 牝3栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490＋141：49．0 5．8�
12 ウインオリアート 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 436－ 41：49．63� 3．8�
714 レッドグルック 牡3鹿 56 後藤 浩輝 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 494＋14 〃 クビ 23．4�
611 コスモメリー 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 426－ 8 〃 ハナ 56．8�
24 ストーリーセラー 牡3鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：49．81� 7．4	
510 パリカラノテガミ 牡3鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 446＋ 21：49．9� 13．2

816 ソードラック 牡3鹿 56 丸山 元気佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 450－ 8 〃 ハナ 28．2�
11 キネオダンサー 牝3鹿 54 江田 照男吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 482＋ 81：50．0クビ 10．5�
713 シャンボールフィズ 牝5鹿 55 G．ブノワ �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 436＋ 61：50．1� 11．8

（仏）

23 セプテントリオ 	4黒鹿57 川須 栄彦 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508＋ 8 〃 クビ 176．3�

815 スパーブデイ 牡3鹿 56 三浦 皇成藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 532＋ 8 〃 アタマ 5．8�
47 バトルジェジェジェ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 452± 01：50．2クビ 13．9�
36 マイネルヴェルト 牡3芦 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 480＋141：50．3� 37．5�
48 アカノジュウハチ 牡3芦 56 田中 勝春根本 忠義氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 506＋161：50．51� 26．6�
35 ウインミラグロス 牡3栗 56 武士沢友治�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 466＋181：50．71� 114．7�
59 ス ー リ ー ル 牝3鹿 54 内田 博幸�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋301：50．8クビ 86．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，319，100円 複勝： 91，141，200円 枠連： 52，098，400円
馬連： 168，079，000円 馬単： 76，566，600円 ワイド： 74，251，000円
3連複： 210，124，700円 3連単： 325，692，600円 計： 1，055，272，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 210円 � 170円 � 550円 枠 連（1－6） 950円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，170円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 13，150円 3 連 単 ��� 57，930円

票 数

単勝票数 計 573191 的中 � 78299（3番人気）
複勝票数 計 911412 的中 � 119707（2番人気）� 168443（1番人気）� 33404（9番人気）
枠連票数 計 520984 的中 （1－6） 42080（2番人気）
馬連票数 計1680790 的中 �� 79460（2番人気）
馬単票数 計 765666 的中 �� 18047（5番人気）
ワイド票数 計 742510 的中 �� 36722（2番人気）�� 8481（27番人気）�� 8426（28番人気）
3連複票数 計2101247 的中 ��� 11982（45番人気）
3連単票数 計3256926 的中 ��� 4076（174番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―37．0―49．8―1：02．3―1：14．8―1：26．5―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ダイワレジェンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．10．5 東京2着

2011．4．4生 牝3栗 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 7戦2勝 賞金 21，384，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 マイネルヴェルト号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 ヘレナモルフォ号・マイネルイルミナル号
※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。

３レース目



（26中山4）第4日 12月14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 178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

241，160，000円
12，660，000円
1，860，000円
21，140，000円
69，270，500円
4，883，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
451，164，100円
699，785，600円
337，878，000円
1，302，822，800円
674，750，600円
577，328，300円
1，584，707，800円
2，518，886，600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 8，147，323，800円

総入場人員 28，566名 （有料入場人員 23，900名）
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