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3304912月20日 曇 稍重 （26中山4）第5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

611 サンアルパイン 牡2鹿 55 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B476＋ 61：12．0 2．0�
815 フジゴウカイ 牡2黒鹿55 松岡 正海荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 対馬 正 488＋ 21：12．95 8．7�
714 セイウンオセアン 牡2鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 450± 0 〃 ハナ 12．5�
11 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± 01：13．0� 43．2�
36 シャトルソニック 牡2鹿 55 蛯名 正義細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 472＋ 4 〃 クビ 8．0�
713 シゲルハダカマツリ 牡2鹿 55 後藤 浩輝森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B530＋101：13．1� 82．5�
12 ワールドハーモニー 牡2鹿 55 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 474＋ 61：13．31 96．6	
47 ミスチフウイッチ 牝2黒鹿54 西田雄一郎 
荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 446－ 6 〃 クビ 26．7�
59 ジャイアントアイ 牡2栗 55 内田 博幸島田 久氏 松山 将樹 浦河 村中牧場 486－ 4 〃 アタマ 114．7�
35 ニーマルキング 牡2鹿 55 戸崎 圭太板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 450－ 21：13．72� 3．8
816 ディアルフト 牡2鹿 55

52 ▲木幡 初也ディアレスト 松永 康利 浦河 昭和牧場 B498＋ 21：13．8� 96．5�
23 ハッピームーン 牡2黒鹿55 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 442－ 41：13．9クビ 64．6�
612 スウォードワン 牡2栗 55 G．ブノワ 千明牧場 武藤 善則 浦河 千明牧場 B468＋ 61：14．64 69．0�

（仏）

48 ワイルドテイスト 牡2栗 55 柴山 雄一�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 508＋ 61：14．7� 113．7�
510 フォレスタレガーロ 牝2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 458± 01：15．12� 96．5�
24 アコルダージュ 牡2黒鹿55 丸山 元気 
社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 436＋ 61：15．42 45．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，002，700円 複勝： 51，906，500円 枠連： 15，255，600円
馬連： 48，429，000円 馬単： 31，752，400円 ワイド： 28，577，800円
3連複： 65，241，900円 3連単： 92，132，200円 計： 354，298，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 200円 � 190円 枠 連（6－8） 640円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 320円 �� 400円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 5，710円

票 数

単勝票数 計 210027 的中 � 83492（1番人気）
複勝票数 計 519065 的中 � 277287（1番人気）� 35310（4番人気）� 39374（3番人気）
枠連票数 計 152556 的中 （6－8） 18195（2番人気）
馬連票数 計 484290 的中 �� 46690（2番人気）
馬単票数 計 317524 的中 �� 21966（3番人気）
ワイド票数 計 285778 的中 �� 24891（2番人気）�� 18223（3番人気）�� 8126（8番人気）
3連複票数 計 652419 的中 ��� 27357（4番人気）
3連単票数 計 921322 的中 ��� 11681（10番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．3―12．3―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．7―46．0―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンアルパイン �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ワカオライデン デビュー 2014．7．27 札幌5着

2012．5．12生 牡2鹿 母 ライデンガール 母母 コーヒーガール 6戦1勝 賞金 11，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キョウエイプライド号・コスモサビク号・マコトカンパネッロ号
（非抽選馬） 2頭 キザシ号・ゴールドエッグ号
※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。

3305012月20日 曇 稍重 （26中山4）第5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 ソルプレーサ 牡2黒鹿55 田辺 裕信西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 500－ 21：55．8 4．3�
23 ボ ル ド ネ ス 牡2鹿 55 横山 典弘�G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 474± 01：56．22� 5．4�
12 ラブオーディーン 牡2鹿 55 後藤 浩輝 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 498－ 2 〃 ハナ 10．6�

612 カズノテナンゴ 牡2栗 55 内田 博幸鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 472＋ 8 〃 クビ 9．0�
35 テイケイネクサス 牡2鹿 55 戸崎 圭太兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 448＋ 41：57．05 14．8�
714 アドマイヤドラゴン 牡2鹿 55 柴田 善臣近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B474＋ 4 〃 ハナ 34．9	
11 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± 01：57．1クビ 73．6

47 シングルバレル 牡2栗 55 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 谷川牧場 480± 01：57．2� 29．3�
815 ジョッセルフェルト 牡2鹿 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 クビ 74．1
510� ラ テ ラ ス 牝2鹿 54 G．ブノワ 吉田 和美氏 高柳 瑞樹 米 Mrs. Ger-

ald Nielsen 462－ 61：58．15 2．8�
（仏）

36 ナモンブライアン 牡2青 55 吉田 豊�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 498＋121：58．31� 40．8�
611 コスモポッポ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 452＋ 61：58．4� 16．9�
48 レオクイック 牡2鹿 55 石橋 脩�レオ 岩戸 孝樹 浦河 田中スタッド 452＋ 2 〃 ハナ 170．1�
59 ベルウッドツルギ 牡2鹿 55 江田 照男鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 メイプルファーム 446± 01：59．25 57．4�
816 タマモカチグリ 牡2栗 55 津村 明秀タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B466＋ 41：59．73 546．1�
713� マイネルアペックス 牡2芦 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Mr. & Mrs.
Bayne Welker Jr. 478－ 42：01．7大差 56．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，076，800円 複勝： 37，797，400円 枠連： 16，149，900円
馬連： 52，379，000円 馬単： 28，027，400円 ワイド： 26，176，400円
3連複： 64，108，500円 3連単： 84，043，100円 計： 331，758，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 200円 � 310円 枠 連（2－2） 1，350円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 530円 �� 830円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 16，820円

票 数

単勝票数 計 230768 的中 � 42237（2番人気）
複勝票数 計 377974 的中 � 75624（2番人気）� 48913（4番人気）� 26236（6番人気）
枠連票数 計 161499 的中 （2－2） 9269（6番人気）
馬連票数 計 523790 的中 �� 36678（3番人気）
馬単票数 計 280274 的中 �� 9964（6番人気）
ワイド票数 計 261764 的中 �� 13219（4番人気）�� 7973（11番人気）�� 5555（13番人気）
3連複票数 計 641085 的中 ��� 12687（11番人気）
3連単票数 計 840431 的中 ��� 3621（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．4―50．5―1：03．0―1：15．9―1：28．9―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソルプレーサ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．11．29 東京2着

2012．4．28生 牡2黒鹿 母 ア ブ ラ シ オ 母母 ジュウジホウセキ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルアペックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月20日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コスモビオス号・ソラトブライオン号
（非抽選馬） 1頭 ショウナンアイ号
※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。

第４回 中山競馬 第５日



3305112月20日 曇 良 （26中山4）第5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

714 ホワイトウインド 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 450± 01：35．7 9．5�
611 パーフェクトビュー 牝2栗 54 横山 典弘 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：35．91� 3．3�
59 ボンボンキャスト 牝2黒鹿54 田辺 裕信山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 486－ 2 〃 クビ 3．3�
816 ワラッチャオ 牝2青鹿54 後藤 浩輝小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 468＋ 41：36．0クビ 10．1�
47 ク ラ シ コ 牡2鹿 55 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：36．21� 4．7�
35 ダイニヨシゼン 牡2鹿 55

52 ▲井上 敏樹橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 高昭牧場 480＋141：36．3� 57．2	
24 ノワールギャルソン 牡2黒鹿55 柴田 善臣ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 432＋ 61：36．4� 12．1

11 クリノスイートピー 牝2黒鹿54 江田 照男栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 432－ 2 〃 クビ 80．8�
12 トーセンナチュラル 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 434＋ 41：36．5� 99．5

36 ホワイトトラップ 牡2芦 55 吉田 豊熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 前田 宗将 430＋12 〃 クビ 162．9�
815 コスモデレガンス 牡2鹿 55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 61：36．6クビ 152．8�
48 カニングウーマン 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 424－16 〃 ハナ 367．8�
713 ウインオリファン 牡2栗 55 内田 博幸�ウイン 上原 博之 日高 千葉飯田牧場 472＋ 2 〃 ハナ 16．1�
23 ジュンアカネ 牝2黒鹿 54

51 ▲原田 和真河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 220．5�
510 バ ロ ネ ッ ト 牡2鹿 55 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 沖田牧場 B504＋121：37．55 26．0�
612 セイカコムルヴァン 牝2鹿 54 丸田 恭介久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 446＋ 41：38．35 336．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，059，600円 複勝： 40，791，700円 枠連： 14，354，800円
馬連： 52，283，500円 馬単： 28，651，600円 ワイド： 26，918，400円
3連複： 60，553，000円 3連単： 86，420，400円 計： 335，033，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 220円 � 150円 � 130円 枠 連（6－7） 1，160円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 740円 �� 390円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 14，540円

票 数

単勝票数 計 250596 的中 � 21007（4番人気）
複勝票数 計 407917 的中 � 37928（5番人気）� 70320（2番人気）� 100392（1番人気）
枠連票数 計 143548 的中 （6－7） 9536（5番人気）
馬連票数 計 522835 的中 �� 20953（8番人気）
馬単票数 計 286516 的中 �� 4495（21番人気）
ワイド票数 計 269184 的中 �� 8009（9番人気）�� 17126（2番人気）�� 36174（1番人気）
3連複票数 計 605530 的中 ��� 28960（3番人気）
3連単票数 計 864204 的中 ��� 4309（39番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―12．2―12．3―11．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．5―47．7―1：00．0―1：11．9―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホワイトウインド �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．8．30 新潟6着

2012．3．26生 牝2芦 母 ウインドローズ 母母 ベルシャルマンテ 5戦1勝 賞金 10，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コーリンブリリアン号・シグラップジュエル号

3305212月20日 曇 良 （26中山4）第5日 第4競走 1，800�サラブレッド系2歳
発走11時15分 （芝・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
1：46．4
1：45．9

良
良

24 エヴァンジル 牝2黒鹿54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 464± 01：50．9 3．6�
510 レトロクラシック 牝2黒鹿54 戸崎 圭太広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 478＋ 2 〃 クビ 4．6�
713 エバーキュート 牝2栗 54 横山 典弘宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 442－ 41：51．0� 11．3�
816 バ ン ゴ ー ル 牝2鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：51．1� 17．0�
815 エスティエッキー 牝2黒鹿54 松岡 正海 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 448＋121：51．31� 62．2	
47 デトロイトカフェ 牝2黒鹿54 丸山 元気 Him Rock Racing 斎藤 誠 浦河 小島牧場 452＋ 41：51．4クビ 15．2

35 ホッコーヴァール 牝2黒鹿 54

51 ▲原田 和真矢部 道晃氏 松永 康利 日高 川端 正博 506＋ 6 〃 アタマ 3．9�
11 アプリケーション 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也石川 貴久氏 武井 亮 熊本 本田 土寿 432＋ 8 〃 ハナ 127．1�
611 ウインフォーエバー 牝2鹿 54 G．ブノワ �ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 61：51．5� 24．1

（仏）

59 ウインアシュリン 牝2栗 54 柴田 大知�ウイン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 81：51．7� 31．7�
23 ステラレガーロ 牝2黒鹿54 後藤 浩輝村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 440± 0 〃 クビ 6．4�
48 エクボビューティー 牝2黒鹿54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 新ひだか 寺越 政幸 410－201：52．23 120．4�
36 フルオブラヴ 牝2芦 54 蛯名 正義�ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 448＋ 81：52．41� 82．9�
612 ヴィルフランシュ 牝2青鹿54 江田 照男 �シルクレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 438＋161：52．72 67．8�
12 ビービージェミニ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹�坂東牧場 奥村 武 平取 坂東牧場 380± 01：52．91� 265．3�
714 フレンドガール 牝2黒鹿54 二本柳 壮横尾 晴人氏 武市 康男 浦河 南部 功 436＋ 81：53．53� 407．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，812，100円 複勝： 40，446，100円 枠連： 16，681，500円
馬連： 54，319，700円 馬単： 31，139，000円 ワイド： 27，621，900円
3連複： 63，315，000円 3連単： 89，892，800円 計： 348，228，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 180円 � 270円 枠 連（2－5） 560円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 390円 �� 700円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 11，200円

票 数

単勝票数 計 248121 的中 � 55017（1番人気）
複勝票数 計 404461 的中 � 87052（1番人気）� 59170（3番人気）� 31297（5番人気）
枠連票数 計 166815 的中 （2－5） 22904（2番人気）
馬連票数 計 543197 的中 �� 39899（2番人気）
馬単票数 計 311390 的中 �� 11272（4番人気）
ワイド票数 計 276219 的中 �� 19732（2番人気）�� 9852（7番人気）�� 7329（9番人気）
3連複票数 計 633150 的中 ��� 17300（6番人気）
3連単票数 計 898928 的中 ��� 5817（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．8―49．5―1：02．0―1：14．8―1：27．3―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エヴァンジル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．11．30 東京2着

2012．4．17生 牝2黒鹿 母 ヴァドヴィーツェ 母母 コンクラーベ 2戦1勝 賞金 7，800，000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） 1頭 ピュアリーズン号
（非抽選馬） 2頭 アフェクシオン号・トキメキグレース号
※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。



3305312月20日 曇 稍重 （26中山4）第5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

22 カラダロマン 牡2鹿 55 吉田 豊子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 472 ―1：59．2 11．4�
33 ドラゴンブルース 牡2鹿 55 戸崎 圭太窪田 康志氏 高柳 瑞樹 新冠 ハシモトフアーム 446 ―1：59．62� 2．2�
78 ジョンブドール 牝2鹿 54 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 クビ 10．6�
11 シャトーブリアン 牝2芦 54 津村 明秀佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム 462 ―1：59．81� 10．7�
810 コパノウィルソン 牡2鹿 55 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 472 ― 〃 アタマ 16．2�
44 ワ ル 牡2鹿 55 後藤 浩輝西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム 494 ―2：00．54 2．9	
89 ヴ ュ ル ガ ー 牡2鹿 55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 木村 哲也 新ひだか 聖心台牧場 478 ―2：00．81� 21．0

55 ドリームアラウンド 牡2黒鹿55 柴山 雄一セゾンレースホース� 畠山 吉宏 新冠 五丸農場 480 ―2：01．75 83．2�
77 サンフィアクル 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 472 ―2：02．01� 33．2
66 カシマデンコウ 牡2黒鹿55 嶋田 純次松浦 一久氏 手塚 貴久 浦河 信成牧場 428 ―2：02．32 18．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，909，100円 複勝： 25，251，200円 枠連： 11，663，300円
馬連： 40，591，400円 馬単： 30，497，300円 ワイド： 20，563，800円
3連複： 48，783，200円 3連単： 93，476，800円 計： 291，736，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 260円 � 120円 � 270円 枠 連（2－3） 1，450円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，750円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 32，280円

票 数

単勝票数 計 209091 的中 � 14556（5番人気）
複勝票数 計 252512 的中 � 20010（4番人気）� 77446（1番人気）� 19014（5番人気）
枠連票数 計 116633 的中 （2－3） 6231（6番人気）
馬連票数 計 405914 的中 �� 21378（3番人気）
馬単票数 計 304973 的中 �� 6246（14番人気）
ワイド票数 計 205638 的中 �� 9547（5番人気）�� 2836（20番人気）�� 8861（6番人気）
3連複票数 計 487832 的中 ��� 7443（11番人気）
3連単票数 計 934768 的中 ��� 2099（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―38．9―53．0―1：06．6―1：19．7―1：32．8―1：45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．5
1
3
1，3（2，4）6，8，7（10，9）＝5・（1，3）（2，4）（8，6）（10，9）7＝5

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

勝馬の
紹 介

カラダロマン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 キングヘイロー 初出走

2012．3．22生 牡2鹿 母 カルナアヴァンセ 母母 エ ス ピ ヨ ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※シャトーブリアン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3305412月20日 曇 良 （26中山4）第5日 第6競走 1，600�サラブレッド系2歳
発走12時35分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

612 ジャポニカーラ 牝2黒鹿54 横山 典弘 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 408 ―1：36．6 52．8�
24 サ ン ヨ ー ク 牝2青鹿54 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 中橋 正 420 ―1：36．7� 7．7�
36 ビーウィッチド 牝2鹿 54 蛯名 正義�G1レーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 460 ―1：36．8� 1．7�
48 パールヴァティー 牝2黒鹿54 後藤 浩輝 �チャンピオンズファーム 伊藤 大士 新ひだか 田上 稔 446 ―1：36．9� 14．8�
12 ジュンヌフィーユ 牝2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新ひだか タイヘイ牧場 414 ―1：37．22 126．7	
510 クールオボロ 牝2青鹿54 田辺 裕信川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 438 ―1：37．3� 93．2

59 スターキャスト 牝2芦 54 内田 博幸吉田 千津氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 410 ―1：37．4� 5．7�
11 キースカーフ 牝2鹿 54 石橋 脩北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 444 ―1：37．61� 13．4�
611 クラウンミネリ 牝2黒鹿54 熊沢 重文矢野 恭裕氏 金成 貴史 新冠 ヤマタケ牧場 408 ―1：37．81� 71．3
47 マサノソングウェル 牝2黒鹿54 柴山 雄一中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464 ― 〃 クビ 53．1�
（モエレソングウェル）

35 エ ナ チ ャ ン 牝2鹿 54 丸田 恭介桑畑 �信氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 438 ―1：37．9クビ 16．1�
815 ノーブルヴィサージ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 448 ―1：38．0� 19．1�
714 ルシアンネイル 牝2黒鹿54 江田 照男髙樽さゆり氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 386 ― 〃 クビ 163．7�
816 リワードセロン 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 436 ―1：38．21� 125．5�

23 グラスブリーズ 牝2栗 54 的場 勇人半沢� 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 444 ―1：38．52 40．4�
713 セイユウヴィーナス 牝2青鹿54 吉田 豊松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 422 ―1：38．6� 70．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，751，100円 複勝： 34，554，500円 枠連： 16，709，100円
馬連： 52，498，000円 馬単： 32，796，900円 ワイド： 25，774，500円
3連複： 60，505，700円 3連単： 91，820，700円 計： 340，410，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，280円 複 勝 � 800円 � 170円 � 120円 枠 連（2－6） 7，460円

馬 連 �� 30，860円 馬 単 �� 88，480円

ワ イ ド �� 6，730円 �� 1，990円 �� 390円

3 連 複 ��� 14，830円 3 連 単 ��� 227，970円

票 数

単勝票数 計 257511 的中 � 3899（9番人気）
複勝票数 計 345545 的中 � 6413（10番人気）� 48923（2番人気）� 115992（1番人気）
枠連票数 計 167091 的中 （2－6） 1735（19番人気）
馬連票数 計 524980 的中 �� 1318（54番人気）
馬単票数 計 327969 的中 �� 278（120番人気）
ワイド票数 計 257745 的中 �� 911（52番人気）�� 3162（20番人気）�� 19030（2番人気）
3連複票数 計 605057 的中 ��� 3058（43番人気）
3連単票数 計 918207 的中 ��� 292（514番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．4―48．5―1：00．8―1：12．8―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

ジャポニカーラ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2012．1．27生 牝2黒鹿 母 グリッターカーラ 母母 フサイチエアデール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 オベストルシャトウ号・シャトーブリアン号・ショーピース号・ダイワガーランド号・ダヴィンチコード号・

ビレッジアスリート号・ラファーガ号



3305512月20日 小雨 稍重 （26中山4）第5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）

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

11 モ ン テ ネ オ 牡4黒鹿57 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 480－ 41：11．3 5．1�
47 � アキノアッパー 牡4栗 57 西田雄一郎穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 470－ 61：11．61� 10．8�
612 シュナップス 牡4栗 57 戸崎 圭太藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 460＋ 41：11．81� 3．8�
815 ダイメイリシャール 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 502＋121：11．9クビ 82．7�
36 セクシーボーイ 牡3鹿 56 G．ブノワ �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 480＋ 21：12．11� 4．5�
（仏）

24 ペリーホワイト 牡3芦 56 蛯名 正義西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 474－ 21：12．52� 9．6	
713 デルマオソマツ 牡3黒鹿56 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 460－101：12．6クビ 10．4

611� ナンヨールーク 牡3栗 56 江田 照男中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 504＋ 5 〃 クビ 14．6�
12 ダノンビーナス 牝4鹿 55 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 426＋121：12．7クビ 33．2�
714 スイフトフォンテン 牡3鹿 56 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 450＋ 81：12．91� 50．9
48 テイエムコウノトリ 牝5黒鹿55 内田 博幸竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 456＋ 81：13．0� 12．7�
816� シセイムゲン 牡3黒鹿56 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 510－141：13．1� 31．7�
23 ブライトシチー 牡5青鹿57 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 506＋ 4 〃 ハナ 62．3�
35 エターナルスター 牝4栗 55 嶋田 純次下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 504＋ 61：13．31 67．8�
59 � リネンハイブリット 牡6栗 57 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 454＋ 21：13．4� 299．4�
510 マウントビスティー 牡5栗 57 梶 晃啓備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 476＋121：14．57 120．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，676，300円 複勝： 44，755，200円 枠連： 20，035，200円
馬連： 72，319，800円 馬単： 35，468，900円 ワイド： 35，191，500円
3連複： 83，668，800円 3連単： 110，135，500円 計： 430，251，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 280円 � 150円 枠 連（1－4） 1，420円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 470円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 20，850円

票 数

単勝票数 計 286763 的中 � 44566（3番人気）
複勝票数 計 447552 的中 � 62104（3番人気）� 32961（6番人気）� 95594（1番人気）
枠連票数 計 200352 的中 （1－4） 10896（8番人気）
馬連票数 計 723198 的中 �� 18554（13番人気）
馬単票数 計 354689 的中 �� 5364（18番人気）
ワイド票数 計 351915 的中 �� 7534（13番人気）�� 20253（2番人気）�� 14128（5番人気）
3連複票数 計 836688 的中 ��� 19452（5番人気）
3連単票数 計1101355 的中 ��� 3829（46番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―12．3―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．9―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ン テ ネ オ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．7．22 札幌4着

2010．2．12生 牡4黒鹿 母 モンテチェリー 母母 ルベールターフ 15戦3勝 賞金 31，946，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ウエスタンソーレ号
※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。

3305612月20日 小雨 稍重 （26中山4）第5日 第8競走 ��2，500�サラブレッド系3歳以上
発走13時35分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：38．6
2：38．6

不良
不良

24 ヘルツフロイント 牡3黒鹿55 戸崎 圭太 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492± 02：42．1 3．8�
12 メイスンキャプテン 牡5栗 57 丹内 祐次梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 522＋142：43．16 6．6�
510 フジマサクラウン 牡3鹿 55 松岡 正海藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 506＋ 4 〃 クビ 4．5�
714 トゥインクル 牡3栗 55 田辺 裕信畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 472＋122：43．31� 19．2�
48 グラスプリマ 牝3鹿 53 蛯名 正義半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 522＋182：43．4� 15．0	
11 フォルトファーレン 牡5黒鹿57 G．ブノワ �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 456＋ 62：43．61� 21．0


（仏）

815 ガ ヤ ル ド 牡3鹿 55 内田 博幸ホースアディクト高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 446－142：43．7クビ 7．0�
611 ヘイローフォンテン 牡4鹿 57 柴田 善臣吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B522＋12 〃 クビ 11．3�
612� シェイプリー 牝5鹿 55 横山 典弘 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 482± 02：44．02 22．6
816 ヴィルトグラーフ 	4鹿 57 後藤 浩輝 �シルクレーシング 牧 光二 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋122：44．21� 11．2�
23 タイセイボルト 牡4青鹿57 吉田 豊田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B484＋ 42：44．94 44．6�
35 � マスソングウインド 牡3黒鹿 55

52 ▲木幡 初也上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 494＋ 42：45．0� 195．4�
59 ル ー 牡4鹿 57 丸田 恭介武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 460＋ 22：45．31
 20．8�
36 ランドントウォーク 牡3青鹿 55

52 ▲井上 敏樹井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B486＋ 62：46．47 141．3�
47 �� マルターズポラリス 	3鹿 55 草野 太郎藤田 在子氏 松山 将樹 米 Summer

Wind Farm 526＋ 22：47．99 128．5�
713� アドマイヤキンボシ 牡4鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 516＋102：53．9大差 231．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，724，500円 複勝： 40，714，200円 枠連： 23，174，600円
馬連： 76，704，700円 馬単： 35，988，000円 ワイド： 34，109，700円
3連複： 84，881，200円 3連単： 111，823，300円 計： 435，120，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 160円 � 160円 枠 連（1－2） 940円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 460円 �� 440円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 10，340円

票 数

単勝票数 計 277245 的中 � 57179（1番人気）
複勝票数 計 407142 的中 � 67606（1番人気）� 62862（3番人気）� 65270（2番人気）
枠連票数 計 231746 的中 （1－2） 19055（4番人気）
馬連票数 計 767047 的中 �� 42941（2番人気）
馬単票数 計 359880 的中 �� 12069（2番人気）
ワイド票数 計 341097 的中 �� 18999（2番人気）�� 20153（1番人気）�� 13644（4番人気）
3連複票数 計 848812 的中 ��� 30592（1番人気）
3連単票数 計1118233 的中 ��� 7836（5番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―12．0―13．1―12．6―14．1―14．5―13．6―12．5―12．5―12．5―12．6―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―18．7―30．7―43．8―56．4―1：10．5―1：25．0―1：38．6―1：51．1―2：03．6―2：16．1―2：28．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．0―3F38．5
1
�
11，10－（8，15）（4，13，16）（12，1）（6，9）7（2，14，5）－3・（11，10）8（4，15）（12，16）1－（9，14）6（7，2）（3，5）－13

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

勝馬の
紹 介

ヘルツフロイント �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Law Society デビュー 2014．4．12 中山11着

2011．2．21生 牡3黒鹿 母 ライラッククイーン 母母 Lilac Dance 7戦2勝 賞金 17，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤキンボシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月20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 カンタベリーラウス号・クラウンアトラス号
※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。



3305712月20日 小雨 稍重 （26中山4）第5日 第9競走 ��1，200�茨 城 新 聞 杯
発走14時05分 （ダート・右）

3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
茨城新聞社賞（1着）

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

816� ストーミングスター 牡4鹿 57 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 466± 01：11．0 6．0�
714 デルマヌラリヒョン 牡4鹿 57 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 496± 0 〃 ハナ 5．9�
815 サルバドールハクイ 牡4鹿 57 石橋 脩則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B462＋ 41：11．31� 8．3�
23 フランチャイズ 牡5栗 57 吉田 豊島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 514＋ 21：11．51� 144．3�
24 エトルアンフルール 牝4栗 55 丸山 元気村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 488＋ 41：11．6� 28．2�
36 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 456－ 21：11．7� 15．7	
47 ド ナ リ サ 牝6鹿 55 江田 照男山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 478± 01：11．8クビ 200．9

12 ナスケンリュウジン 牡3栗 56 西田雄一郎那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 460＋ 6 〃 クビ 68．8�
612 コーリンギデオン 牡5鹿 57 柴田 善臣伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 488＋10 〃 ハナ 13．9�
11 ヤマチョウフェア 牡6黒鹿57 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 492＋ 4 〃 アタマ 28．0
35 	 セ ト ア ロ ー 牡3鹿 56 戸崎 圭太難波 澄子氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

522－ 4 〃 同着 3．1�
48 ファンデルワールス 
5鹿 57 G．ブノワ �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 498＋ 61：11．9クビ 15．1�

（仏）

59 ウインプロスパー 牡4鹿 57 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 524＋ 81：12．11� 92．4�
713 シベリアンスオード 牡4栗 57 蛯名 正義藤田 在子氏 萱野 浩二 新冠 山岡牧場 538＋201：12．52� 11．2�
510 シゲルウシュウ 牡3栗 56 丸田 恭介森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 468± 01：12．81� 172．0�
611� キクノラフィカ 牡5青鹿57 後藤 浩輝菊池 五郎氏 中内田充正 新ひだか フクダファーム B488＋ 21：13．54 13．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，571，800円 複勝： 58，023，300円 枠連： 32，557，800円
馬連： 111，972，500円 馬単： 50，397，100円 ワイド： 47，805，200円
3連複： 128，694，100円 3連単： 176，774，100円 計： 641，795，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 190円 � 250円 枠 連（7－8） 690円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 740円 �� 960円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 22，950円

票 数

単勝票数 計 355718 的中 � 47291（3番人気）
複勝票数 計 580233 的中 � 76707（3番人気）� 82430（2番人気）� 55081（4番人気）
枠連票数 計 325578 的中 （7－8） 36395（3番人気）
馬連票数 計1119725 的中 �� 40771（6番人気）
馬単票数 計 503971 的中 �� 9235（11番人気）
ワイド票数 計 478052 的中 �� 16644（6番人気）�� 12569（10番人気）�� 17848（5番人気）
3連複票数 計1286941 的中 ��� 22497（8番人気）
3連単票数 計1767741 的中 ��� 5584（44番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．9―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．6―45．5―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ストーミングスター �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Southern Halo

2010．3．31生 牡4鹿 母 ナ ナ ツ ボ シ 母母 Quant 10戦3勝 賞金 62，432，000円
地方デビュー 2012．6．20 門別

※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。

3305812月20日 小雨 良 （26中山4）第5日 第10競走 ��1，200�クリスマスカップ
発走14時40分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，25．12．14以降26．12．14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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

35 キングオブロー 牡5鹿 54 柴田 善臣田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 500＋141：08．1 26．7�
47 ユキノアイオロス �6鹿 54 蛯名 正義井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 482－ 2 〃 アタマ 8．7�
611 ニコールバローズ 牝5黒鹿52 丸山 元気猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 456＋ 2 〃 クビ 68．3�
713 ロ ン ド 牝6青鹿53 石橋 脩水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 466－ 81：08．2クビ 8．6�
510 ネ ロ 牡3栗 55 G．ブノワ 西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 472－ 2 〃 クビ 6．0�

（仏）

714 ジョーオリオン 牡5栗 55 梶 晃啓上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 B486＋ 21：08．3� 55．1�
11 エターナルムーン 牝4鹿 53 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 482＋ 41：08．4� 10．1	
36 モズハツコイ 牝3芦 53 内田 博幸北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 460± 01：08．5� 4．7

612� カハラビスティー 牝5黒鹿53 吉田 豊備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 B516＋16 〃 ハナ 16．3�
24 バートラムガーデン 牝5鹿 52 津村 明秀�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 454± 0 〃 クビ 139．4
816 エイシンオルドス 牝3栗 53 横山 典弘�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 494＋101：08．6クビ 12．3�
23 シゲルオオスミ 牝3鹿 52 二本柳 壮森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 446－ 41：08．92 97．2�
12 ジャーエスペランサ 牡5鹿 54 柴山 雄一本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 真歌田中牧場 480－ 41：09．11	 43．8�
48 
 マイネルエテルネル 牡4栗 57．5 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 482＋ 2 〃 ハナ 17．5�

59 シ ゲ ル カ ガ 牡3鹿 56 戸崎 圭太森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 512＋ 61：09．31� 4．5�
815 レモンチャン 牝4栗 52 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 468＋ 61：09．4� 60．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，568，600円 複勝： 62，319，000円 枠連： 34，579，300円
馬連： 146，767，000円 馬単： 64，782，800円 ワイド： 54，327，000円
3連複： 159，789，000円 3連単： 236，651，500円 計： 796，784，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，670円 複 勝 � 830円 � 300円 � 1，740円 枠 連（3－4） 1，380円

馬 連 �� 12，850円 馬 単 �� 23，130円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 16，300円 �� 7，950円

3 連 複 ��� 175，200円 3 連 単 ��� 947，910円

票 数

単勝票数 計 375686 的中 � 11251（10番人気）
複勝票数 計 623190 的中 � 18736（10番人気）� 63363（4番人気）� 8551（13番人気）
枠連票数 計 345793 的中 （3－4） 19338（5番人気）
馬連票数 計1467670 的中 �� 8850（42番人気）
馬単票数 計 647828 的中 �� 2100（82番人気）
ワイド票数 計 543270 的中 �� 4698（38番人気）�� 853（91番人気）�� 1758（63番人気）
3連複票数 計1597890 的中 ��� 684（293番人気）
3連単票数 計2366515 的中 ��� 181（1622番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．0―11．3―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―33．1―44．4―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．0
3 ・（9，12）（10，15）（6，8）（4，11，13）3，14，1，7（2，5）－16 4 ・（9，12）（10，15）（6，8）（4，13）11（3，14）（2，1，7）5－16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キングオブロー �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2011．10．30 新潟1着

2009．2．20生 牡5鹿 母 マ ダ ム チ ヨ 母母 アンティークルーカス 21戦5勝 賞金 68，055，000円
〔制裁〕 キングオブロー号の調教師伊藤伸一は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アポロスターズ号・エリモフェザー号・エンプレスラブ号・キョウエイバサラ号・サクラプレジール号・

サニーヘイロー号・ダノンマッキンレー号・テイエムタイホー号・トキノゲンジ号・フェブノヘア号・
マイネサヴァラン号・ラフレーズカフェ号・ローズノーブル号

※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。



3305912月20日 小雨 良 （26中山4）第5日 第11競走
第137回農林水産省賞典

��4，100�中 山 大 障 害（Ｊ・ＧⅠ）
発走15時20分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳61�4歳以上63�，牝馬2�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード4：37．2良

56 � レッドキングダム 牡5鹿 63 北沢 伸也 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466－ 44：41．0 9．6�
68 アポロマーベリック 牡5鹿 63 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± 04：41．53 1．7�
33 サンレイデューク 牡6鹿 63 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 462＋ 84：42．35 9．6�
69 シャイニーブラック �7黒鹿63 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 468＋ 44：42．51 47．0�
710 オースミムーン 牡5鹿 63 中村 将之�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 468－10 〃 クビ 6．2�
812 ドリームセーリング 牡7栗 63 石神 深一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 486＋164：42．92� 34．9	
44 ケイアイドウソジン 牡8鹿 63 山本 康志亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 村田牧場 500± 04：43．53� 11．1

45 メイショウヨウドウ �6黒鹿63 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 486－ 24：43．6� 28．0�
11 セ イ エ イ 牡6栗 63 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 532＋ 6 〃 クビ 117．0�
711 バアゼルリバー 牡8鹿 63 熊沢 重文市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 24：43．7� 11．3
22 リキアイクロフネ 牡7鹿 63 横山 義行岡田 隆寛氏 田中 剛 むかわ 東振牧場 474＋ 24：44．55 27．5�
813 メジロサンノウ 牡6黒鹿63 原田 和真岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞	湖 メジロ牧場 474＋ 64：46．9大差 113．3�
57 � クリノテンペスタ 牡7栗 63 植野 貴也栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 492＋ 8 （競走中止） 232．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 83，711，500円 複勝： 80，628，200円 枠連： 59，659，700円
馬連： 239，228，700円 馬単： 131，776，600円 ワイド： 87，593，900円
3連複： 303，620，600円 3連単： 584，895，200円 計： 1，571，114，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 220円 � 120円 � 210円 枠 連（5－6） 1，120円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 430円 �� 860円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 15，590円

票 数

単勝票数 計 837115 的中 � 69547（4番人気）
複勝票数 計 806282 的中 � 71500（5番人気）� 261626（1番人気）� 75901（3番人気）
枠連票数 計 596597 的中 （5－6） 40964（4番人気）
馬連票数 計2392287 的中 �� 180144（4番人気）
馬単票数 計1317766 的中 �� 32566（10番人気）
ワイド票数 計 875939 的中 �� 53932（4番人気）�� 24297（10番人気）�� 56439（3番人気）
3連複票数 計3036206 的中 ��� 103328（5番人気）
3連単票数 計5848952 的中 ��� 27187（46番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 51．0－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

�
�
12－（5，8）11（6，10）9－3（4，1）2＝13
8－12，6－5（10，9）－3－（1，2）11，4＝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：8戦4勝 賞金 106，756，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 クリノテンペスタ号は，2周目3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

3306012月20日 雨 良 （26中山4）第5日 第12競走 2，000�
し ろ い

白 井 特 別
発走16時00分 （芝・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
白井市長賞（1着）

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

33 パシャドーラ 牝4鹿 55 G．ブノワ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516＋ 22：03．2 4．6�
（仏）

22 プリモンディアル 牝3鹿 54 戸崎 圭太寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 438－ 62：03．52 3．2�
712 ゴールドテーラー 牝4栗 55 田辺 裕信中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 424－ 2 〃 アタマ 7．5�
813 レイヌドネージュ 牝4鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 490－ 42：03．6クビ 10．5�
46 フェニーチェ 牝5鹿 55 丸田 恭介広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 470－ 2 〃 クビ 83．0	
69 シュンドルボン 牝3青鹿54 柴山 雄一�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 482－ 22：03．7クビ 6．6

45 コスモチョコレイ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 446＋ 4 〃 クビ 10．3�
814 シュピッツェ 牝5鹿 55 柴田 善臣吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 484＋102：04．01� 36．7�
57 ノーブルジュピタ 牝4鹿 55 吉田 豊吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 B448＋ 2 〃 ハナ 126．5
58 アンジュデュバン 牝3黒鹿54 津村 明秀後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 446＋ 82：04．21 25．9�
11 リングネブラ 牝5黒鹿55 内田 博幸吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 34．3�
711 テ ィ ア ー モ 牝4鹿 55 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 444－ 22：04．3� 15．7�
610 レッドフォーチュン 牝4芦 55 丸山 元気杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 448＋ 62：04．4クビ 35．3�
34 グリサージュ 牝3芦 54 江田 照男吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 482＋ 62：05．25 23．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，330，900円 複勝： 74，751，500円 枠連： 36，887，000円
馬連： 143，979，400円 馬単： 67，958，500円 ワイド： 61，780，200円
3連複： 162，900，500円 3連単： 258，222，700円 計： 854，810，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 130円 � 210円 枠 連（2－3） 660円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 330円 �� 710円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 10，150円

票 数

単勝票数 計 483309 的中 � 82798（2番人気）
複勝票数 計 747515 的中 � 126329（2番人気）� 172367（1番人気）� 72068（4番人気）
枠連票数 計 368870 的中 （2－3） 42734（1番人気）
馬連票数 計1439794 的中 �� 137977（1番人気）
馬単票数 計 679585 的中 �� 28228（2番人気）
ワイド票数 計 617802 的中 �� 51829（1番人気）�� 21018（8番人気）�� 25426（4番人気）
3連複票数 計1629005 的中 ��� 58411（2番人気）
3連単票数 計2582227 的中 ��� 18443（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―37．7―51．1―1：04．2―1：16．1―1：27．7―1：39．6―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．5
1
3
4，5（3，8）（6，11）（2，14）（1，10）（7，12）13，9
5（4，8）（3，14）6（2，11）（10，12）（1，7）－9，13

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

勝馬の
紹 介

パシャドーラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2012．12．15 中山4着

2010．3．23生 牝4鹿 母 アルゼンチンスター 母母 Diferente 17戦3勝 賞金 54，509，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26中山4）第5日 12月20日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 181頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

307，050，000円
2，080，000円
12，900，000円
2，120，000円
28，080，000円
71，143，750円
6，242，600円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
402，195，000円
591，938，800円
297，707，800円
1，091，472，700円
569，236，500円
476，440，300円
1，286，061，500円
2，016，288，300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 6，731，340，900円

総入場人員 22，892名 （有料入場人員 19，438名）
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