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3303712月13日 小雨 重 （27中山5）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

47 カキツバタチグサ 牡2鹿 55 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 506－ 21：11．7 3．2�
611 シ ェ ア ー ド 牡2鹿 55 木幡 初広伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 466＋18 〃 アタマ 3．0�
59 アシャカラウマ 牝2栗 54 柴田 善臣吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 498－ 41：12．33� 3．4�
24 ブライトピスケス 牡2栗 55 田中 勝春島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B484＋101：12．72� 6．3�
815 カワキタピリカ 牡2鹿 55 左海 誠二川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 486＋121：12．91� 25．5�

（船橋）

23 スプリットセコンド 牝2鹿 54
52 △石川裕紀人黒川 哲美氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 446＋ 21：13．22 34．8	

612 ブラックウィンダム 牡2黒鹿55 内田 博幸菅原 広隆氏 天間 昭一 新冠 村上 欽哉 438－ 21：13．4� 42．1

36 ニシノディアマン 牡2鹿 55 嶋田 純次西村 亮二氏 武井 亮 新冠 森永 聡 474＋ 81：13．93 320．9�
713 ハ ウ ト ア 牡2鹿 55 江田 照男�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 494－ 21：14．0クビ 45．1
11 ヴェロレジーナ 牝2栗 54 柴山 雄一森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 458＋14 〃 クビ 68．2�
510 シゲルチヌダイ 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 青森 大前 典男 444－ 21：14．1クビ 202．1�
816 ヒロノブライアン 牡2黒鹿55 国分 恭介小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 野坂牧場 422＋121：14．42 78．4�
35 ホ ー ミ ー 牡2黒鹿55 宮崎 北斗小林竜太郎氏 中川 公成 新冠 スカイビーチステーブル 446± 01：14．71� 164．2�
12 モ モ ハ イ 牝2鹿 54 津村 明秀田口 廣氏 武藤 善則 白老 習志野牧場 436－161：14．8� 141．0�
48 ヤ マ ブ キ 牡2栗 55 的場 勇人中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 470＋101：15．33 354．9�
714 ニャオズライオン 牡2鹿 55 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 青森 織笠 時男 B406－ 81：18．3大差 379．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，258，700円 複勝： 31，183，000円 枠連： 12，248，000円
馬連： 52，251，500円 馬単： 31，662，500円 ワイド： 28，420，300円
3連複： 72，347，800円 3連単： 103，683，400円 計： 351，055，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（4－6） 550円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 220円 �� 230円 �� 230円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 2，960円

票 数

単勝票数 計 192587 的中 � 47146（2番人気）
複勝票数 計 311830 的中 � 69031（3番人気）� 75140（1番人気）� 70736（2番人気）
枠連票数 計 122480 的中 （4－6） 17062（2番人気）
馬連票数 計 522515 的中 �� 80321（1番人気）
馬単票数 計 316625 的中 �� 23337（2番人気）
ワイド票数 計 284203 的中 �� 32673（1番人気）�� 30540（3番人気）�� 30949（2番人気）
3連複票数 計 723478 的中 ��� 94169（1番人気）
3連単票数 計1036834 的中 ��� 25358（4番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．3―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―46．3―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カキツバタチグサ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．8．16 新潟3着

2013．5．10生 牡2鹿 母 ア ラ デ ヤ 母母 Fair Shirley 6戦1勝 賞金 10，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニャオズライオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2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。
（非当選馬） 5頭 セイユウボーイ号・パラヴィオン号・ヒロイックサーガ号・ラインスラッガー号・ラブオールミー号
※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。

3303812月13日 小雨 重 （27中山5）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時15分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

48 カズノテイオー 牡2黒鹿55 江田 照男鈴木 可一氏 田村 康仁 浦河 大道牧場 474± 01：55．6 3．8�
713 コスモカナディアン 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 460± 01：56．23� 4．6�
816 カンタオール 牡2黒鹿55 大野 拓弥 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 466± 01：56．62� 7．9�
36 タネホカホカ 牡2栗 55 西村 太一�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 462＋ 61：56．7� 51．8�
12 ダイリュウハヤテ 牡2鹿 55 武士沢友治大野 龍氏 古賀 史生 新ひだか 木田牧場 510＋ 61：56．8� 2．4�
612 シゲルシマダイ 牡2鹿 55 内田 博幸森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 512－ 6 〃 ハナ 21．7	
35 ディーゼルパワー 牡2黒鹿55 柴山 雄一吉田 千津氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 512＋ 81：56．9� 11．9

59 コスモラフム 牡2栗 55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 454－ 21：57．64 119．2�
23 タマモワッショイ 牡2鹿 55 吉田 豊タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 458± 01：58．02� 34．8
815 ラインスペクタクル 牡2栗 55 左海 誠二大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 斉藤スタッド 450－ 61：58．21� 120．2�

（船橋）

510 ビクターウィナー 牡2青鹿55 国分 恭介永田さなえ氏 土田 稔 日高 古川 雅且 474＋141：58．41 163．2�
24 ジ イ サ マ 牡2栗 55

52 ▲井上 敏樹小田切 光氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 472＋ 41：59．14 46．7�
714 ウインフラクタル 牡2栗 55 嘉藤 貴行�ウイン 奥村 武 浦河 小倉牧場 B460＋ 4 〃 クビ 190．0�
11 ノーザンエンブレム 牝2黒鹿54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 安平 ノーザンファーム 466－101：59．41� 155．7�
611 ショウブバリキ 牡2鹿 55 嶋田 純次長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 長谷川 一男 436－ 41：59．5クビ 557．7�
47 タケショウヘーレー 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人�ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B442＋ 42：01．2大差 210．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，428，100円 複勝： 30，010，100円 枠連： 11，541，700円
馬連： 52，212，800円 馬単： 29，163，100円 ワイド： 26，549，100円
3連複： 61，606，700円 3連単： 87，067，800円 計： 318，579，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 170円 � 260円 枠 連（4－7） 790円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 310円 �� 650円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 8，230円

票 数

単勝票数 計 204281 的中 � 42194（2番人気）
複勝票数 計 300101 的中 � 59574（2番人気）� 47030（3番人気）� 24288（5番人気）
枠連票数 計 115417 的中 （4－7） 11224（3番人気）
馬連票数 計 522128 的中 �� 50488（3番人気）
馬単票数 計 291631 的中 �� 16349（4番人気）
ワイド票数 計 265491 的中 �� 23872（3番人気）�� 9880（9番人気）�� 11170（6番人気）
3連複票数 計 616067 的中 ��� 22575（6番人気）
3連単票数 計 870678 的中 ��� 7662（17番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．9―13．3―12．8―12．6―13．1―13．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．8―51．1―1：03．9―1：16．5―1：29．6―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カズノテイオー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2015．11．23 東京4着

2013．4．21生 牡2黒鹿 母 イットーイチバン 母母 アイアンビューティ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 タケショウヘーレー号の調教師相沢郁は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タケショウヘーレー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 フルミリエ号・ミッキーハスラー号
※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。

第５回 中山競馬 第４日



3303912月13日 小雨 良 （27中山5）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 カトルラポール 牝2鹿 54 柴山 雄一石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 458－ 21：36．2 3．3�
12 ラレッサングル 牝2鹿 54 柴田 善臣 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 436± 01：36．3� 3．9�
510 ファニーヒロイン 牝2栗 54 大野 拓弥青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 476－16 〃 クビ 12．8�
816 ファントムグレイ 牡2芦 55 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 430－ 4 〃 ハナ 12．0�
815 コスモレティクルム 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 434± 01：36．51� 10．7	
612 プルメリアブーケ 牝2栗 54 吉田 豊吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 456－121：36．71� 12．3

713 ラスカルグレイ 牡2芦 55 内田 博幸岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 61：36．8	 4．6�
24 ショウザイシンホー 牡2黒鹿55 津村 明秀小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 498＋ 61：36．9クビ 9．7�
47 キョウエイパワー 牡2鹿 55 宮崎 北斗田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 454± 0 〃 ハナ 104．0
35 バカラボナセーラ 牝2鹿 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 竹内 正洋 浦河 昭和牧場 436＋ 81：37．11� 236．7�
36 ユーランシャンティ 牡2鹿 55 石橋 脩伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 496＋ 41：37．42 234．6�
714 サンマリエッタ 牝2鹿 54 嶋田 純次加藤 信之氏 上原 博之 日高 有限会社

ケイズ 454＋ 41：37．5� 193．5�
23 クラウンボルチモア 牝2鹿 54 左海 誠二�クラウン 松永 康利 新冠 カミイスタット 420－ 41：37．71� 100．2�

（船橋）

11 ツクバオーキッド 牝2鹿 54 嘉藤 貴行細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 まるとみ冨岡牧場 440± 01：37．8	 212．8�
611 ナムラモンロー 牝2鹿 54 国分 恭介奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 432－ 21：38．33 174．5�
59 ロクイチライコウ 牡2黒鹿55 村田 一誠佐藤 陽一氏 天間 昭一 新ひだか 松本牧場 474－ 61：38．51� 673．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，231，800円 複勝： 33，688，100円 枠連： 15，049，400円
馬連： 60，380，400円 馬単： 31，438，000円 ワイド： 31，277，700円
3連複： 77，145，100円 3連単： 101，854，900円 計： 374，065，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 180円 � 390円 枠 連（1－4） 730円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 300円 �� 910円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 16，590円

票 数

単勝票数 計 232318 的中 � 54784（1番人気）
複勝票数 計 336881 的中 � 81687（1番人気）� 49415（3番人気）� 15962（8番人気）
枠連票数 計 150494 的中 （1－4） 15871（1番人気）
馬連票数 計 603804 的中 �� 60733（1番人気）
馬単票数 計 314380 的中 �� 15490（1番人気）
ワイド票数 計 312777 的中 �� 30713（1番人気）�� 8246（14番人気）�� 5731（19番人気）
3連複票数 計 771451 的中 ��� 16882（13番人気）
3連単票数 計1018549 的中 ��� 4451（49番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．5―12．7―11．9―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．7―47．2―59．9―1：11．8―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．3

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

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

カトルラポール �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Danzig デビュー 2015．6．7 東京9着

2013．4．27生 牝2鹿 母 スポーティングラダー 母母 Lydara 10戦1勝 賞金 15，450，000円
〔制裁〕 サンマリエッタ号の騎手嶋田純次は，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：5番）
※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 イージスヒラリー号
※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。

3304012月13日 小雨 良 （27中山5）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

36 � プールアンレーヴ 牡2鹿 55 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 愛 Earl Ecurie Du

Grand Chene 466－ 41：50．5 17．7�
23 ピックミータッチ 牡2鹿 55 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：50．71� 1．6�
815 アルスフェルト 牝2黒鹿54 内田 博幸�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 21：50．8� 8．2�
12 � コスモセンス 牡2鹿 55 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 仏 Mr Bruno Mazure,

Mr Marc Bouyssou 456－ 21：51．01	 30．3�
11 ストロングファルコ 牡2黒鹿55 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 450＋161：51．1
 7．4	
816 デ ィ ク タ ム 牡2鹿 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：51．63 13．5

24 ラインセイラ 牝2栗 54 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460－ 21：51．91
 7．7�
713 ブラソンアスール 牡2鹿 55 津村 明秀青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 476± 01：52．0クビ 336．5�
612 プラウドフェロー 牝2栗 54 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 増本牧場 470＋ 21：52．1
 25．4
714 グランクリューピサ 牝2鹿 54 嶋田 純次村田 哲朗氏 尾形 和幸 新ひだか 城地 和義 462－ 81：52．31	 664．8�
510 サ ム ラ イ 牡2栗 55 武士沢友治�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤牧場 488± 0 〃 アタマ 168．7�
35 サクラトップピサ 牝2鹿 54 左海 誠二櫻井 秀樹氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 442－ 81：52．4クビ 102．7�

（船橋）

48 レオディーセ 牝2青鹿54 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 浦河 吉田 又治 414－ 2 〃 クビ 204．3�
611 マイネルアクティヴ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 日高 大江牧場 444＋ 41：52．71
 191．9�
59 バトルロックハート 牡2黒鹿 55

53 △石川裕紀人宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B468＋ 81：53．02 66．9�
47 ダイメイスター 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 石栗 龍彦 日高 横井 哲 426－ 6 （競走中止） 383．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，259，800円 複勝： 83，328，300円 枠連： 20，543，200円
馬連： 58，813，300円 馬単： 41，970，900円 ワイド： 31，943，500円
3連複： 73，703，600円 3連単： 129，757，200円 計： 467，319，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 260円 � 110円 � 210円 枠 連（2－3） 930円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，890円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 31，230円

票 数

単勝票数 計 272598 的中 � 12264（6番人気）
複勝票数 計 833283 的中 � 29078（6番人気）� 567484（1番人気）� 38874（5番人気）
枠連票数 計 205432 的中 （2－3） 17037（4番人気）
馬連票数 計 588133 的中 �� 40702（5番人気）
馬単票数 計 419709 的中 �� 7936（12番人気）
ワイド票数 計 319435 的中 �� 19960（5番人気）�� 3841（21番人気）�� 24731（3番人気）
3連複票数 計 737036 的中 ��� 20367（11番人気）
3連単票数 計1297572 的中 ��� 3012（94番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．8―12．9―12．3―12．8―12．2―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．1―49．0―1：01．3―1：14．1―1：26．3―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�プールアンレーヴ �
�
父 Pour Moi �

�
母父 Royal Academy デビュー 2015．9．27 中山7着

2013．4．23生 牡2鹿 母 Logjam 母母 Loophole 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔競走中止〕 ダイメイスター号は，競走中に異常歩様となったため4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ダイメイスター号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウインアイフォース号・マイネルシュロス号
※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。



3304112月13日 小雨 稍重 （27中山5）第4日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時05分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

815 コパノマリーン 牝2鹿 54 柴山 雄一小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 426 ―1：37．7 1．9�
611 ブライテストムーン 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 398 ―1：37．91� 15．8�
11 ワンダーエクラタン 牡2栗 55 国分 恭介山本 信行氏 森田 直行 様似 スイートフアーム 494 ―1：38．0クビ 35．2�
23 マイガーディアン 牡2鹿 55 吉田 豊岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 490 ―1：38．1� 24．8�
47 ロッツオブラブ 牝2栗 54 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 396 ― 〃 クビ 6．5�
713 オレカーニバル 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人髙嶋 祐子氏 藤岡 健一 浦河 有限会社
吉田ファーム 476 ―1：38．2クビ 12．2	

12 ブ リ ー ロ 牝2鹿 54
51 ▲井上 敏樹 
ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 412 ―1：38．41� 18．6�

24 ヒ ト コ エ 牡2栗 55 江田 照男古川 智洋氏 佐藤 吉勝 様似 土井 仁 460 ―1：38．71� 30．0�
816 ウエスタンエスプリ 牡2鹿 55 木幡 初広西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 504 ―1：38．91� 72．3
714 アースハーン 牡2栗 55 津村 明秀松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 446 ― 〃 アタマ 309．9�
59 ブレヴェスト 牡2黒鹿55 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 472 ― 〃 ハナ 45．2�
48 レジェンダリー 牡2芦 55 柴田 善臣岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新冠 タニグチ牧場 456 ―1：39．0クビ 5．1�
36 オーゴンワンダー 牝2黒鹿54 村田 一誠永田さなえ氏 小野 次郎 新冠 中本牧場 414 ―1：39．32 165．3�
35 ループドライブ 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎 IHR 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 384 ―1：39．4� 144．5�
510 ハルノアシオト 牝2黒鹿54 左海 誠二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 450 ―1：39．93 123．5�
（船橋）

612 エクセレントロード 牡2黒鹿55 大野 拓弥河村 祥史氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム 484 ― 〃 アタマ 27．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，078，700円 複勝： 30，733，500円 枠連： 21，848，400円
馬連： 55，013，200円 馬単： 35，284，800円 ワイド： 29，656，400円
3連複： 67，819，400円 3連単： 100，206，500円 計： 366，640，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 380円 � 650円 枠 連（6－8） 1，090円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，400円 �� 4，680円

3 連 複 ��� 12，200円 3 連 単 ��� 30，950円

票 数

単勝票数 計 260787 的中 � 105297（1番人気）
複勝票数 計 307335 的中 � 94765（1番人気）� 16189（6番人気）� 8672（10番人気）
枠連票数 計 218484 的中 （6－8） 15469（2番人気）
馬連票数 計 550132 的中 �� 29464（4番人気）
馬単票数 計 352848 的中 �� 13904（5番人気）
ワイド票数 計 296564 的中 �� 11510（5番人気）�� 5406（16番人気）�� 1558（46番人気）
3連複票数 計 678194 的中 ��� 4166（38番人気）
3連単票数 計1002065 的中 ��� 2347（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．2―48．7―1：01．3―1：13．7―1：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

コパノマリーン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Singspiel 初出走

2013．3．2生 牝2鹿 母 ヴォークリンデ 母母 ホワイトトルネード 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3304212月13日 小雨 重 （27中山5）第4日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時35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

610� ストロングバローズ 牡2鹿 55 内田 博幸猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Fox
Straus KY 530＋ 21：53．7 1．4�

813 ファンドレイザー 牡2鹿 55
53 △石川裕紀人 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 41：54．23 15．0�
58 � パーソナルマキ 牡2栗 55 岩橋 勇二�槇本牧場 原 孝明 日高 槇本牧場 484± 01：54．73 58．1�

（北海道） （北海道）

69 ポ ロ ス 牝2鹿 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 438－ 61：54．8	 257．8�
11 ロジストーム 牡2芦 55 柴山 雄一久米田正明氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 544＋121：55．01 17．8�
46 ポッドガゼール 牝2青鹿54 石橋 脩小川眞査雄氏 武市 康男 新冠 川上 悦夫 444－ 81：55．1	 24．3	
45 ロッジポールパイン 牡2青鹿55 田中 勝春大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 516＋ 41：55．2	 60．8

711 ガルガンチュア 牡2栗 55 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 420＋ 21：55．51	 19．5�
22 アリオンダンス 牡2鹿 55 武士沢友治島川 �哉氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 452＋ 21：55．6
 49．3
57 � ハタノキセキ 牡2鹿 55

52 ▲井上 敏樹 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B468－ 21：55．92 484．9�

814 デフィノワール 牡2黒鹿55 江田 照男島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ
スティファーム 456＋ 41：56．85 129．5�

33 ドミナドール 牡2鹿 55 津村 明秀本間 茂氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 474－ 21：57．0	 67．2�
34 シ ベ リ ウ ス 牡2栗 55 柴田 善臣浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450－ 21：57．1	 55．1�
712 メイショウメイコウ 牡2青鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 470＋ 41：57．84 4．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，094，900円 複勝： 118，274，000円 枠連： 18，731，500円
馬連： 72，826，600円 馬単： 51，885，800円 ワイド： 41，022，300円
3連複： 90，612，400円 3連単： 170，896，300円 計： 599，343，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 250円 � 750円 枠 連（6－8） 600円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，140円 �� 5，620円

3 連 複 ��� 8，140円 3 連 単 ��� 17，680円

票 数

単勝票数 計 350949 的中 � 194174（1番人気）
複勝票数 計1182740 的中 � 904154（1番人気）� 36295（3番人気）� 9217（11番人気）
枠連票数 計 187315 的中 （6－8） 23866（2番人気）
馬連票数 計 728266 的中 �� 69931（2番人気）
馬単票数 計 518858 的中 �� 42952（2番人気）
ワイド票数 計 410223 的中 �� 27697（2番人気）�� 8986（12番人気）�� 1732（39番人気）
3連複票数 計 906124 的中 ��� 8343（24番人気）
3連単票数 計1708963 的中 ��� 7006（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．8―49．2―1：01．5―1：14．4―1：27．3―1：40．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

�ストロングバローズ �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Street Cry デビュー 2015．10．25 東京1着

2013．3．9生 牡2鹿 母 Chelsea Ballad 母母 Chelsey Dancer 3戦2勝 賞金 18，298，000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。



3304312月13日 小雨 重 （27中山5）第4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 925，000
925，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 コンドルヒデオ 牡3鹿 56
54 △石川裕紀人 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 498－ 21：10．9 3．1�

48 ナムラヒラリー 牝4青鹿55 嘉藤 貴行奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 436－ 81：11．22 48．1�
35 � シルバージェニー 牝3芦 54 石橋 脩林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Lake Shore

Farm, LLC 534＋ 2 〃 アタマ 6．2�
12 �	 ディプロムソング 牡4芦 57 内田 博幸林 正道氏 的場 均 米 Southern Equine

Stables, LLC 498＋10 〃 ハナ 3．9�
23 ダイメイリシャール 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 504＋ 4 〃 同着 8．1�
47 � ブルーミーフラワー 牡4鹿 57 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 488＋ 8 〃 アタマ 6．7	
24 サウスリュウセイ 牡3鹿 56 伊藤 工真南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 B472＋121：11．41 19．5

11 デルマオソマツ 牡4黒鹿57 武士沢友治浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 474＋ 8 〃 ハナ 24．9�
59 �	 マコーミック 牝3栗 53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 豪 Fitzwood

Pty Ltd 454－161：11．71
 36．3
510 ロマンシーズ 牡4鹿 57 柴田 善臣菅 實氏 松永 康利 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 508－ 61：11．8� 155．4�
713 コパノハリスン 牡3栗 56 左海 誠二小林 祥晃氏 奥平 雅士 新ひだか 西村 和夫 484± 0 〃 ハナ 47．1�

（船橋）

714 バ ー ニ ー ズ 牡5栗 57 津村 明秀村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 492＋ 41：11．9� 61．1�
36 ヒカリピオニー 牡3栗 56 田中 勝春�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 前川 義則 506＋121：12．22 122．4�
611 レッドダニエル �4栗 57 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 476＋ 61：12．3クビ 24．8�
816 セ イ ク ラ ベ 牝5青鹿55 国分 恭介江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 472－ 61：12．51� 204．8�
612� ソリッドアクシス �3栗 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 米 Lantern Hill
Farm LLC 436－101：12．6� 99．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，687，600円 複勝： 34，815，100円 枠連： 19，568，400円
馬連： 75，305，000円 馬単： 35，054，000円 ワイド： 34，983，000円
3連複： 90，999，500円 3連単： 121，075，700円 計： 435，488，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 830円 � 270円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 530円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 9，510円 3 連 単 ��� 62，780円

票 数

単勝票数 計 236876 的中 � 60408（1番人気）
複勝票数 計 348151 的中 � 79180（1番人気）� 8033（10番人気）� 32087（5番人気）
枠連票数 計 195684 的中 （4－8） 18093（2番人気）
馬連票数 計 753050 的中 �� 11826（16番人気）
馬単票数 計 350540 的中 �� 3279（28番人気）
ワイド票数 計 349830 的中 �� 5212（20番人気）�� 18142（4番人気）�� 2343（36番人気）
3連複票数 計 909995 的中 ��� 7176（30番人気）
3連単票数 計1210757 的中 ��� 1398（192番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．4―12．0―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．6―45．6―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンドルヒデオ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2014．11．8 東京13着

2012．4．25生 牡3鹿 母 ディアコトミ 母母 セカンドチャンス 12戦2勝 賞金 22，770，000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 サンアルパイン号
※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。

3304412月13日 小雨 重 （27中山5）第4日 第8競走 ��
��2，400�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55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

813 セイカアヴァンサ 牡3鹿 55 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 454± 02：32．9 9．1�
44 リアルエンブレム 牡5鹿 57

54 ▲井上 敏樹 �サンデーレーシング 武井 亮 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526＋ 42：33．21� 22．0�

711 ヘルツフロイント 牡4黒鹿57 田中 勝春 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 488－ 42：33．51� 7．2�
22 メイショウキトラ 牡4栗 57 岡田 祥嗣松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 484－ 2 〃 クビ 64．1�
45 ロードシャリオ 牡3鹿 55 吉田 豊 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 480＋102：33．71	 12．1	
69 シ ッ プ ウ 
4黒鹿57 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 486－ 42：33．8クビ 4．4

812 レッドエンブレム 牡5黒鹿57 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 500＋ 22：34．97 27．1�
33 タ プ ロ ー ム 牝5鹿 55 西村 太一清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 512－ 22：36．07 75．1�
56 ランブリングマン 牡5鹿 57 武士沢友治スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 542＋202：36．85 20．6
57 � デ ブ リ ン 牡3栗 55 津村 明秀一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 508± 02：37．12 4．8�
68 ヴィルトグラーフ 
5鹿 57 江田 照男 �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 B540± 02：38．27 70．2�
710 カネコメオスター 牡4栗 57 木幡 初広髙岡 義雄氏 矢野 英一 新ひだか 藤沢牧場 502＋ 42：41．1大差 182．5�
11 マトリョーシカ 牝4黒鹿 55

53 △石川裕紀人 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム B490－102：43．7大差 3．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，365，800円 複勝： 30，764，900円 枠連： 17，473，900円
馬連： 72，676，800円 馬単： 34，363，300円 ワイド： 30，477，500円
3連複： 80，520，300円 3連単： 115，460，700円 計： 405，103，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 300円 � 540円 � 250円 枠 連（4－8） 2，240円

馬 連 �� 6，270円 馬 単 �� 8，640円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 1，110円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 13，290円 3 連 単 ��� 85，410円

票 数

単勝票数 計 233658 的中 � 20486（5番人気）
複勝票数 計 307649 的中 � 28008（5番人気）� 13184（9番人気）� 35304（4番人気）
枠連票数 計 174739 的中 （4－8） 6024（14番人気）
馬連票数 計 726768 的中 �� 8970（24番人気）
馬単票数 計 343633 的中 �� 2982（36番人気）
ワイド票数 計 304775 的中 �� 4297（26番人気）�� 7234（11番人気）�� 3576（29番人気）
3連複票数 計 805203 的中 ��� 4541（48番人気）
3連単票数 計1154607 的中 ��� 980（304番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．6―35．7―48．3―1：01．6―1：15．5―1：28．9―1：41．4―1：53．6―2：06．3―2：19．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイカアヴァンサ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．10．11 東京7着

2012．2．25生 牡3鹿 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス 18戦3勝 賞金 31，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネコメオスター号・マトリョーシカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月

13日まで平地競走に出走できない。



3304512月13日 小雨 稍重 （27中山5）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，26．12．13以降27．12．6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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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

815 スカイキューティー 牝5黒鹿53 吉田 豊杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 476＋ 41：08．5 58．8�
12 シルヴァーコード 牝3芦 52 内田 博幸田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 2 〃 ハナ 4．2�
611� アスペンサミット 牝5鹿 53 石川裕紀人吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 488＋ 2 〃 クビ 19．1�
47 カービングパス 牝3鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482＋101：08．82 2．7�
35 ダイワベスパー 牝6黒鹿52 村田 一誠大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456－ 21：08．9� 36．8�
36 チェリーペトルズ 牝5鹿 51 伊藤 工真 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 488＋ 41：09．0クビ 52．5	
11 プラチナブロンド 牝4黒鹿53 津村 明秀 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 アタマ 7．0

816 ドリームドルチェ 牡3青鹿54 柴田 善臣ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 510＋ 8 〃 クビ 11．4�
510	 マンハッタンヘンジ 牡4黒鹿55 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 520＋ 21：09．1クビ 18．1
23 	 リバティーホール 牝6鹿 51 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B464＋ 81：09．31 207．7�
48 スーパーアース 牝5黒鹿52 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 474＋ 2 〃 アタマ 24．4�
713 ラインミーティア 牡5鹿 54 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 472－ 2 〃 アタマ 19．1�
24 クリノスイートピー 牝3黒鹿53 嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 446＋101：10．04 8．6�
714 クリノヤクマン 牡3鹿 50 井上 敏樹栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 498＋ 81：10．21
 193．4�
59 	 ワイルドジョイ 牡8鹿 54 長岡 禎仁竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム 468＋121：10．3� 171．4�
612 ベストリーダー 牝4栗 52 大野 拓弥 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 01：11．36 42．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，217，200円 複勝： 43，335，100円 枠連： 27，374，200円
馬連： 109，260，800円 馬単： 50，784，200円 ワイド： 49，081，500円
3連複： 137，679，500円 3連単： 201，574，000円 計： 650，306，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，880円 複 勝 � 1，250円 � 210円 � 440円 枠 連（1－8） 1，940円

馬 連 �� 10，650円 馬 単 �� 29，030円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 7，980円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 40，780円 3 連 単 ��� 424，820円

票 数

単勝票数 計 312172 的中 � 4241（13番人気）
複勝票数 計 433351 的中 � 7555（13番人気）� 67651（2番人気）� 24506（7番人気）
枠連票数 計 273742 的中 （1－8） 10897（9番人気）
馬連票数 計1092608 的中 �� 7946（31番人気）
馬単票数 計 507842 的中 �� 1312（83番人気）
ワイド票数 計 490815 的中 �� 4288（32番人気）�� 1551（67番人気）�� 10220（14番人気）
3連複票数 計1376795 的中 ��� 2532（112番人気）
3連単票数 計2015740 的中 ��� 344（885番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．4―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．0―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．9
3 4，15，10（2，12）（11，14）（1，5）（7，9，16）－（6，13）8－3 4 ・（4，15）（2，10）11（1，5，12，14）（7，16）9（6，13，8）－3

勝馬の
紹 介

スカイキューティー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Majestic Light デビュー 2013．2．17 京都4着

2010．3．15生 牝5黒鹿 母 スギノキューティー 母母 Summer Mood 23戦3勝 賞金 40，890，000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。
（非抽選馬） 5頭 アドマイヤゴッド号・コスモドーム号・タカラジェニファ号・ボストンサクラ号・マズイマズイウマイ号

3304612月13日 小雨 稍重 （27中山5）第4日 第10競走
美浦村制施行60周年記念

��
��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，26．12．13以降27．12．6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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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

69 レイヌドネージュ 牝5鹿 53 石川裕紀人 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 494＋ 61：47．9 26．4�
11 ロジメジャー 牡6黒鹿54 江田 照男久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 アタマ 27．2�
56 シャドウウィザード �5黒鹿55 石橋 脩飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 474＋ 2 〃 ハナ 28．9�
812 マイネルイルミナル 牡5鹿 55 丹内 祐次 �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 470＋ 21：48．0� 13．2�
57 	 ダイヤモンドダンス 牡6鹿 54 柴山 雄一坪野谷和平氏 勢司 和浩 むかわ 片山 幹雄 514＋101：48．21
 97．7	
33 ブリリアントアスク 牝5鹿 52 吉田 豊廣崎利洋HD� 中舘 英二 新冠 川上牧場 460－ 41：48．3� 17．5

813 タブレットピーシー 牡4芦 55 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 480＋12 〃 アタマ 10．5�
45 レッドライジェル 牡3鹿 55 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 442＋ 6 〃 ハナ 3．4�
710 ブリュネット 牝5栗 53 津村 明秀 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 4 〃 アタマ 16．7
711 ネコタイショウ 牡5鹿 54 嘉藤 貴行桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 450－ 41：48．51 59．1�
68 ダイワレジェンド 牝4栗 54 内田 博幸大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 498＋ 61：48．92� 2．8�
22 ローレルブレット 牡6黒鹿55 長岡 禎仁 �ローレルレーシング 竹内 正洋 新冠 川島牧場 454－ 41：49．11� 31．2�
44 ウインマーレライ 牡4黒鹿57 大野 拓弥�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 504＋ 21：49．73� 6．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，182，200円 複勝： 73，555，300円 枠連： 34，590，800円
馬連： 158，741，800円 馬単： 71，847，400円 ワイド： 67，966，900円
3連複： 181，966，700円 3連単： 278，905，500円 計： 918，756，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 770円 � 760円 � 660円 枠 連（1－6） 3，450円

馬 連 �� 27，270円 馬 単 �� 49，430円

ワ イ ド �� 5，940円 �� 4，730円 �� 6，980円

3 連 複 ��� 150，300円 3 連 単 ��� 1，142，400円

票 数

単勝票数 計 511822 的中 � 15498（8番人気）
複勝票数 計 735553 的中 � 25221（11番人気）� 25362（10番人気）� 29981（8番人気）
枠連票数 計 345908 的中 （1－6） 7758（13番人気）
馬連票数 計1587418 的中 �� 4510（59番人気）
馬単票数 計 718474 的中 �� 1090（115番人気）
ワイド票数 計 679669 的中 �� 2952（58番人気）�� 3719（51番人気）�� 2506（60番人気）
3連複票数 計1819667 的中 ��� 908（221番人気）
3連単票数 計2789055 的中 ��� 177（1350番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．6―48．7―1：00．3―1：11．8―1：23．5―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レイヌドネージュ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．9．30 中山6着

2010．3．23生 牝5鹿 母 イルネージュ 母母 ジュウニヒトエ 28戦4勝 賞金 67，133，000円
〔制裁〕 レイヌドネージュ号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番）

レイヌドネージュ号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

１レース目



3304712月13日 曇 重 （27中山5）第4日 第11競走 ��
��1，200�第8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，26．12．13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，26．12．12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 616，000円 176，000円 88，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

714 キクノストーム 牡6鹿 56 内田 博幸菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 500± 01：09．7 7．6�
713 カ ジ キ 牡6鹿 56 柴田 善臣幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 506＋ 6 〃 クビ 8．1�
612 マルカフリート 牡9鹿 56 石橋 脩日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 490＋ 21：09．8� 9．4�
59 アドマイヤサガス 牡7青 56 国分 恭介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 530＋ 41：09．9クビ 11．8�
11 トキノゲンジ 牡7鹿 56 津村 明秀中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 494－12 〃 アタマ 13．1�
815	 ミリオンヴォルツ 牡6鹿 56 井上 敏樹林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 500＋ 2 〃 クビ 51．8�
611 シ ゲ ル カ ガ 牡4鹿 57 吉田 豊森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 516－ 41：10．0クビ 8．9	
24 エイシンヴァラー 牡4鹿 56 石川裕紀人
栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 500－ 4 〃 ハナ 4．1�
816
 サトノタイガー 牡7黒鹿56 左海 誠二里見 治氏 小久保 智 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 ハナ 18．1�

（浦和） （船橋）

48 タイセイファントム 牡7鹿 56 大野 拓弥田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 452－10 〃 クビ 29．2
47 	 サウンドガガ 牝6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

492－201：10．2� 5．8�
12 キョウエイアシュラ 牡8鹿 56 丹内 祐次田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 472＋ 21：10．3� 54．2�
36 カーティスバローズ 牡5鹿 56 江田 照男猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 502＋ 41：10．61� 91．7�
23 デルマヌラリヒョン 牡5鹿 56 木幡 初広浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 502± 01：10．7� 28．3�
510	 エーシントップ 牡5黒鹿57 武 幸四郎
栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

538－ 21：11．23 38．9�
35 サクラアドニス 牡7黒鹿56 岡田 祥嗣
さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 458± 01：11．83� 99．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，952，000円 複勝： 114，399，200円 枠連： 89，914，500円
馬連： 397，052，300円 馬単： 160，792，800円 ワイド： 153，642，800円
3連複： 581，151，600円 3連単： 810，817，000円 計： 2，395，722，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 250円 � 280円 � 300円 枠 連（7－7） 3，850円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 8，460円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，090円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 11，870円 3 連 単 ��� 48，910円

票 数

単勝票数 計 879520 的中 � 92443（3番人気）
複勝票数 計1143992 的中 � 124885（3番人気）� 107101（4番人気）� 96660（5番人気）
枠連票数 計 899145 的中 （7－7） 18053（19番人気）
馬連票数 計3970523 的中 �� 77124（16番人気）
馬単票数 計1607928 的中 �� 14252（39番人気）
ワイド票数 計1536428 的中 �� 32414（13番人気）�� 36626（9番人気）�� 24514（21番人気）
3連複票数 計5811516 的中 ��� 36709（42番人気）
3連単票数 計8108170 的中 ��� 12017（147番人気）

ハロンタイム 11．6―10．0―10．9―11．8―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．6―32．5―44．3―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キクノストーム �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー 2011．7．10 京都1着

2009．4．8生 牡6鹿 母 シ ラ ー 母母 Silicon Lady 36戦7勝 賞金 146，905，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）19頭 アヴニールマルシェ号・アスコットシチー号・オースミイージー号・キクノソル号・クラージュドール号・

クールホタルビ号・ゴーイングパワー号・サンマルデューク号・ショウナンアポロン号・スターバリオン号・
ダノンメジャー号・タールタン号・ツクバコガネオー号・ナガラオリオン号・ナンチンノン号・ネオザウイナー号・
フィールザスマート号・マデイラ号・メイショウノーベル号

※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13日 曇 稍重 （27中山5）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

611 ラブユアマン 牡3栗 56 左海 誠二 M・
Kenichiホールディング� 奥平 雅士 新ひだか タガミファーム 462＋ 41：49．3 9．6�

（船橋）

47 コティニャック 牡3青鹿56 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 526－ 61：49．4� 4．4�

48 デルカイザー �4黒鹿57 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 クビ 20．5�
35 ブレイクザポケット 牡3鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 21：49．5� 6．4�
24 マイネルサージュ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 500＋ 4 〃 アタマ 15．5	
11 プレシャスメイト 牝3鹿 54 吉田 豊飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 454＋ 61：49．6� 24．0

23 シャインアロー �3栗 56 村田 一誠岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 450＋ 21：49．7	 29．7�
816 ハッピームーン 牡3黒鹿56 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 444－ 61：49．8クビ 21．5�
713 サトノスティング 牡4青鹿57 大野 拓弥里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 458－ 6 〃 クビ 6．0
12 ウインマハロ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 430＋ 61：49．9クビ 5．1�
612 アドマイヤピンク 牝3栗 54 国分 恭介近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 474＋20 〃 クビ 9．6�
59 エアピザレー 牡4栗 57 内田 博幸 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 488＋141：50．0� 44．3�
510 キングイマデショウ 牡3鹿 56 武 幸四郎首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 21：50．21
 42．9�
714 エヴァンジル 牝3黒鹿54 田中 勝春岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 470＋ 21：50．51	 58．8�
815 ヴィンセンツイヤー �4栗 57 武士沢友治 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 486－ 21：51．45 259．8�
36 � エムオーハンター 牡3栗 56 木幡 初広大浅 貢氏 黒岩 陽一 新冠 村田牧場 498＋181：52．25 338．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，108，600円 複勝： 89，210，300円 枠連： 48，676，200円
馬連： 183，851，800円 馬単： 78，380，300円 ワイド： 83，272，500円
3連複： 240，210，800円 3連単： 331，811，900円 計： 1，114，522，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 340円 � 220円 � 580円 枠 連（4－6） 830円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 980円 �� 4，580円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 17，860円 3 連 単 ��� 72，780円

票 数

単勝票数 計 591086 的中 � 49068（5番人気）
複勝票数 計 892103 的中 � 65964（6番人気）� 125975（2番人気）� 35274（9番人気）
枠連票数 計 486762 的中 （4－6） 45417（1番人気）
馬連票数 計1838518 的中 �� 69071（5番人気）
馬単票数 計 783803 的中 �� 12647（15番人気）
ワイド票数 計 832725 的中 �� 22671（8番人気）�� 4546（55番人気）�� 12673（20番人気）
3連複票数 計2402108 的中 ��� 10084（61番人気）
3連単票数 計3318119 的中 ��� 3305（229番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．4―49．8―1：01．6―1：13．5―1：25．3―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．8
1
3
6，10（2，13）4（8，15）（1，7）（9，11）3（5，14）（16，12）・（6，10，13）15（2，4，8）（1，7，11）（3，5，9）14（16，12）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラブユアマン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2014．10．12 東京1着

2012．3．13生 牡3栗 母 アイアンドユー 母母 Taba 8戦2勝 賞金 18，480，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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。
（非抽選馬） 1頭 トーセンカナロア号
※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。

３レース目



（27中山5）第4日 12月13日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 184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

243，590，000円
2，080，000円
12，130，000円
1，830，000円
22，230，000円
74，166，500円
5，056，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
427，865，400円
713，296，900円
337，560，200円
1，348，386，300円
652，627，100円
608，293，500円
1，755，763，400円
2，553，110，900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 8，396，903，700円

総入場人員 25，846名 （有料入場人員 21，731名）
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