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3304912月19日 晴 良 （27中山5）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

47 クインズカリナン 牝2鹿 54 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 伊藤 圭三 新ひだか 谷藤 弘美 440－141：13．3 5．7�
611 フジワンエンジェル 牝2鹿 54 幸 英明�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 448－ 81：13．51 42．1�
48 カシノアーニング 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 B454＋ 61：13．92� 199．4�
11 ラブラブビーム 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 418＋ 4 〃 ハナ 124．5�
816 トウショウスレッジ 牡2栗 55 柴田 大知トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488＋ 81：14．0� 4．3	
23 キョウエイスコール 牡2栗 55 戸崎 圭太田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 482＋10 〃 ハナ 6．0

24 ブリスフルタイム 牝2鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：14．1クビ 3．9�
12 ゴセイバイシキモク 牡2芦 55

52 ▲木幡 初也内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 田中 裕之 478＋ 41：14．41� 143．0�
36 シングンガガ 牝2黒鹿54 柴山 雄一伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 462＋10 〃 クビ 4．2
815 ウインアイリス 牝2黒鹿54 松岡 正海�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 454－ 41：14．61� 70．6�
612 キタノアドラーブル 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎北所 直人氏 松永 康利 新冠 飛渡牧場 392－181：14．7� 259．1�
59 セイユウボーイ 牡2栗 55 丹内 祐次星 雄一郎氏 佐藤 吉勝 新ひだか ヒサイファーム 466＋10 〃 ハナ 185．8�
713 アポロスウィフト 牝2黒鹿54 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 438＋12 〃 ハナ 42．5�
714 クリスティアーノ 牝2青鹿54 大野 拓弥井村誉志雄氏 清水 英克 新ひだか 平野牧場 444－ 41：15．33� 41．3�
35 クリスタルガーデン 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹田頭 勇貴氏 武藤 善則 厚真 大川牧場 448－ 21：15．83 31．5�
510 パラヴィオン 牝2鹿 54 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：16．33 20．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，416，000円 複勝： 33，794，600円 枠連： 14，511，700円
馬連： 51，762，100円 馬単： 28，461，900円 ワイド： 28，986，200円
3連複： 71，876，600円 3連単： 92，081，900円 計： 342，891，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 240円 � 1，180円 � 5，210円 枠 連（4－6） 7，390円

馬 連 �� 14，120円 馬 単 �� 22，300円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 11，240円 �� 50，800円

3 連 複 ��� 490，060円 3 連 単 ��� 2，472，560円

票 数

単勝票数 計 214160 的中 � 29973（4番人気）
複勝票数 計 337946 的中 � 46500（5番人気）� 6828（9番人気）� 1470（14番人気）
枠連票数 計 145117 的中 （4－6） 1521（21番人気）
馬連票数 計 517621 的中 �� 2841（34番人気）
馬単票数 計 284619 的中 �� 957（59番人気）
ワイド票数 計 289862 的中 �� 2389（32番人気）�� 663（64番人気）�� 146（103番人気）
3連複票数 計 718766 的中 ��� 110（323番人気）
3連単票数 計 920819 的中 ��� 27（1698番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―12．7―13．1―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―46．4―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズカリナン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2015．11．21 東京3着

2013．4．13生 牝2鹿 母 ホクザンパラダイス 母母 ホクザンクルール 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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グットトキメク号
（非抽選馬） 4頭 アキツシマ号・タマムーンフェイス号・ブラックゼウス号・ボーナスチャンス号

3305012月19日 晴 良 （27中山5）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

714 スイートメロディー 牝2鹿 54 戸崎 圭太村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 468－ 61：56．0 2．1�
47 コウセイオリーヴ 牝2鹿 54 田辺 裕信杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 448＋ 61：57．610 15．6�
816 リュイールスター 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 450＋121：57．7� 7．0�
36 パントコート 牝2鹿 54 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 454± 01：58．01� 47．2�
713 クインズコイヌール 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 浦河 谷口牧場 458± 01：58．21� 14．2�
612 キタノスズラン 牝2鹿 54 松田 大作 	フジワラ・ファーム 土田 稔 浦河 谷口牧場 448＋ 21：58．52 50．0

11 コパノミリアン 牝2鹿 54 内田 博幸小林 照弘氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 B458－ 21：59．03 3．8�
12 デフィニール 牝2鹿 54 幸 英明 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B460－ 6 〃 ハナ 10．3�
59 ダイワネーブル 牝2青鹿54 柴山 雄一大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 492－ 21：59．21 24．3
35 ヒ ナ タ 牝2栗 54 吉田 豊井山 登氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 466－ 22：00．05 211．9�
23 メロメロパンチ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行	ミルファーム 谷原 義明 浦河 ミルファーム 454＋ 2 〃 アタマ 182．2�
24 エイコオレクレール 牝2鹿 54 江田 照男木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 450－ 22：00．1� 225．2�
510 ブラックスター 牝2青鹿54 三浦 皇成 M・

Kenichiホールディング� 高橋 文雅 日高 シンボリ牧場 410－ 62：01．05 23．9�
611 サ ワ ラ ビ 牝2青鹿 54

52 △石川裕紀人石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 静内酒井牧場 B452－162：02．27 328．4�
48 ク ロ コ 牝2青 54 武士沢友治臼井義太郎氏 天間 昭一 日高 竹島 幸治 458－ 22：04．3大差 193．0�
815 シ ゲ ル サ バ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 土田農場 408－ 62：04．4クビ 447．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，962，700円 複勝： 36，195，000円 枠連： 16，294，600円
馬連： 49，876，600円 馬単： 32，240，800円 ワイド： 28，544，400円
3連複： 66，202，700円 3連単： 91，907，400円 計： 343，224，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 250円 � 190円 枠 連（4－7） 1，230円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 510円 �� 310円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 6，980円

票 数

単勝票数 計 219627 的中 � 82303（1番人気）
複勝票数 計 361950 的中 � 122312（1番人気）� 26109（5番人気）� 41012（3番人気）
枠連票数 計 162946 的中 （4－7） 10211（4番人気）
馬連票数 計 498766 的中 �� 30737（4番人気）
馬単票数 計 322408 的中 �� 13711（5番人気）
ワイド票数 計 285444 的中 �� 14199（5番人気）�� 26169（2番人気）�� 6452（12番人気）
3連複票数 計 662027 的中 ��� 25716（5番人気）
3連単票数 計 919074 的中 ��� 9546（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―38．4―51．6―1：04．2―1：16．8―1：29．6―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スイートメロディー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2015．10．25 東京2着

2013．1．28生 牝2鹿 母 シンデレラロマンス 母母 シ ン デ ィ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サワラビ号・シゲルサバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月19日ま

で平地競走に出走できない。
クロコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月19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 ヴィクトリーミエル号・マインズアイ号
（非抽選馬） 1頭 メッザルーナ号

第５回 中山競馬 第５日

追 加 記 事（第 5回中山競馬第 3日第 1競走）
〔その他〕　　オメガパスポート号は，競走中に疾病〔両橈側手根骨々折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3305112月19日 晴 良 （27中山5）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

816 アオイプリンス 牡2鹿 55 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか 下屋敷牧場 510－121：56．3 5．0�
713 ガオガイリュイ 牡2栗 55 田辺 裕信スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 つつみ牧場 482＋ 21：57．25 3．3�
714 コウソクライン 牡2栗 55 柴田 大知野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B518＋ 81：57．3� 8．6�
12 アッテンツィオーネ 牡2黒鹿55 幸 英明森岡 幸人氏 矢野 英一 様似 髙村 伸一 468＋ 41：57．72� 15．3�
611 ウイントリオンフ 牡2鹿 55 内田 博幸�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 増本牧場 486－ 41：58．44 13．4�
23 シャイニーゴールド 牡2栗 55 松岡 正海小林 昌志氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 476－ 4 〃 アタマ 63．0	
24 タイセイブラスト 牡2鹿 55 柴山 雄一田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 506＋101：58．5� 15．7

815 クリスタルスカル 牡2栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 572＋121：58．6� 96．2�
36 ボ ー シ エ ル 牡2黒鹿55 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 520－ 61：58．92 4．0
47 マイネルカラット 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 佐竹 学 534＋ 21：59．53� 157．9�
35 スギノグローアップ 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 480± 01：59．6� 19．3�
48 レベルフラッグ 牡2鹿 55 田中 勝春吉田 照哉氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 478－ 61：59．7� 37．1�
11 ウインアンビション 牡2鹿 55

52 ▲井上 敏樹�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 488－ 61：59．8� 248．7�
59 マイネルサングリア 牡2青鹿55 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 22：00．33 29．7�
510 グロウインザダーク �2鹿 55 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 468－102：00．51 33．2�
612 ノアシャトル 牡2栗 55 吉田 豊佐山 公男氏 天間 昭一 苫小牧 藤澤 昭勝 510－ 22：01．03 92．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，927，400円 複勝： 36，968，000円 枠連： 16，819，700円
馬連： 56，117，800円 馬単： 28，941，000円 ワイド： 32，716，300円
3連複： 73，101，300円 3連単： 88，115，700円 計： 358，707，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 140円 � 290円 枠 連（7－8） 590円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，120円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 13，850円

票 数

単勝票数 計 259274 的中 � 40882（3番人気）
複勝票数 計 369680 的中 � 55249（2番人気）� 86153（1番人気）� 25505（7番人気）
枠連票数 計 168197 的中 （7－8） 21800（2番人気）
馬連票数 計 561178 的中 �� 52933（1番人気）
馬単票数 計 289410 的中 �� 11980（3番人気）
ワイド票数 計 327163 的中 �� 27445（1番人気）�� 6916（11番人気）�� 13325（5番人気）
3連複票数 計 731013 的中 ��� 20293（4番人気）
3連単票数 計 881157 的中 ��� 4612（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．1―50．2―1：02．7―1：15．8―1：29．4―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．6―3F40．5
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アオイプリンス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2015．11．23 東京6着

2013．5．21生 牡2鹿 母 エーシンベロシティ 母母 Vermont Girl 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 クリスタルスカル号は，枠入り不良。
※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） 3頭 サムライフォンテン号・ノーブルポセイドン号・マイネルトゥラン号

3305212月19日 晴 良 （27中山5）第5日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

48 マウントロブソン 牡2芦 55 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474＋ 82：02．2 1．3�

36 メ ゾ ン リ ー 牡2黒鹿55 横山 典弘西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 42：02．41� 15．1�

815 マイネルツィール 牡2鹿 55 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 田湯牧場 472＋ 42：02．5� 46．5�

11 バルダッサーレ 牡2黒鹿55 田辺 裕信伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 474± 02：02．6� 11．0�

12 キャノンストリート 牡2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 458＋ 82：02．92 7．0�
713 マイネルクラフト 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム B482＋ 62：03．11� 57．5	
59 サンホッブズ 牡2鹿 55 松岡 正海加藤 信之氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 470＋ 8 〃 ハナ 28．5

714 キークラッカー 牡2鹿 55 松田 大作北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 494± 02：03．2� 53．1�
611 アフェクテューズ 牡2青鹿 55

53 △石川裕紀人落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 494－102：03．52 16．2�
510 グロリアスウィナー 牝2青 54 内田 博幸西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 412－ 82：03．6� 43．5
816 アルマカイルア 牡2黒鹿55 幸 英明コウトミックレーシング 池上 昌和 新冠 小泉牧場 472＋ 82：04．02� 84．5�
35 ミッレミリア 牡2栃栗55 蛯名 正義阿部 雅英氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 434－10 〃 クビ 113．1�
47 ウインアイフォース 牡2黒鹿55 津村 明秀�ウイン 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 8 〃 ハナ 370．6�
24 テイエムユメハナビ 牡2黒鹿55 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 502± 02：04．32 345．4�
817 マリノジュエリー 牝2鹿 54 吉田 豊矢野まり子氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 420－122：04．5	 190．5�
23 ジョージフォンテン 牡2鹿 55

52 ▲井上 敏樹吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 456± 02：05．35 501．9�
（16頭）

612 シゲルムツゴロウ 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行森中 蕃氏 伊藤 伸一 新ひだか 坂本 智広 440＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，984，700円 複勝： 124，694，000円 枠連： 21，211，800円
馬連： 55，411，300円 馬単： 43，262，300円 ワイド： 32，066，100円
3連複： 68，805，900円 3連単： 129，571，100円 計： 503，007，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 220円 � 410円 枠 連（3－4） 900円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 350円 �� 680円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 8，830円

票 数

単勝票数 差引計 279847（返還計 430） 的中 � 165774（1番人気）
複勝票数 差引計1246940（返還計 963） 的中 � 1026977（1番人気）� 32773（4番人気）� 13870（7番人気）
枠連票数 差引計 212118（返還計 57） 的中 （3－4） 18235（2番人気）
馬連票数 差引計 554113（返還計 3242） 的中 �� 55909（3番人気）
馬単票数 差引計 432623（返還計 2276） 的中 �� 35254（3番人気）
ワイド票数 差引計 320661（返還計 2442） 的中 �� 26194（3番人気）�� 11865（7番人気）�� 2752（24番人気）
3連複票数 差引計 688059（返還計 7523） 的中 ��� 11224（14番人気）
3連単票数 差引計1295711（返還計 11762） 的中 ��� 10634（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．6―37．0―49．2―1：01．6―1：13．6―1：25．8―1：37．9―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．4
1
3
14，15（1，16）（2，3，5）（6，8）7，9，4（11，10）13－17
14，15（1，16）（2，5）（6，8）3－（7，9）（11，4，10）13＝17

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

勝馬の
紹 介

マウントロブソン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2015．10．24 東京2着

2013．1．30生 牡2芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走除外〕 シゲルムツゴロウ号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※出走取消馬 ボーギャルソン号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 バンダムザマジック号



3305312月19日 晴 良 （27中山5）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時10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
1：46．4
1：45．9

良
良

36 � アースコレクション 牡2鹿 55 蛯名 正義 �グリーンファーム尾関 知人 米
Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

510 ―1：51．0 3．9�
816 デ ナ リ 牡2黒鹿55 横山 典弘寺田千代乃氏 田村 康仁 新冠 高瀬牧場 482 ―1：51．1� 2．1�
35 クードヴァン 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 452 ―1：51．2クビ 8．6�
611 アップトゥイレヴン 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人岡田 壮史氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 494 ―1：51．3	 42．9�
47 オージャイト 牝2鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 480 ―1：51．4	 13．6	
612 レインボーユーカリ 牡2黒鹿55 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 日高 白井牧場 466 ―1：51．72 65．1

714 サトノシャイニング 牡2鹿 55 戸崎 圭太里見 治氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 434 ― 〃 ハナ 18．1�
59 チャオアプレスト 牡2鹿 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 洞
湖 レイクヴィラファーム 442 ― 〃 クビ 112．3�
24 トウシンダイヤ 牡2栗 55 秋山真一郎�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 550 ―1：51．8クビ 6．8
12 フィオレンツァ 牝2栗 54 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 494 ―1：51．9� 52．4�
815 チャイナドレス 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 488 ―1：52．0クビ 33．7�
48 メディアルナ 牝2栃栗54 田中 勝春 �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442 ― 〃 クビ 71．8�
23 クラウンラーテル 牡2鹿 55 柴田 善臣矢野 恭裕氏 天間 昭一 新ひだか 高橋 修 412 ―1：52．21� 199．0�
11 スナークメロディー 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 438 ―1：53．05 226．2�
713 ユ メ ミ ラ イ 牝2黒鹿54 田辺 裕信林 正道氏 斎藤 誠 浦河 �川 啓一 492 ―1：53．1� 48．5�
510 コスモラヴィータ 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 438 ―1：55．7大差 212．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，488，500円 複勝： 40，360，300円 枠連： 19，260，600円
馬連： 57，821，200円 馬単： 35，269，400円 ワイド： 31，395，500円
3連複： 68，744，500円 3連単： 98，843，700円 計： 384，183，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 110円 � 190円 枠 連（3－8） 270円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 200円 �� 550円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 5，610円

票 数

単勝票数 計 324885 的中 � 65109（2番人気）
複勝票数 計 403603 的中 � 64507（2番人気）� 136848（1番人気）� 37197（4番人気）
枠連票数 計 192606 的中 （3－8） 53800（1番人気）
馬連票数 計 578212 的中 �� 96188（1番人気）
馬単票数 計 352694 的中 �� 21421（3番人気）
ワイド票数 計 313955 的中 �� 46458（1番人気）�� 12915（5番人気）�� 16846（3番人気）
3連複票数 計 687445 的中 ��� 43155（2番人気）
3連単票数 計 988437 的中 ��� 12752（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―36．4―49．5―1：01．9―1：14．4―1：26．5―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アースコレクション �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Lion Hearted 初出走

2013．3．24生 牡2鹿 母 Aspenglow 母母 Holy Princess 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 コスモラヴィータ号の騎手丹内祐次は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウィンクエスト号・スパイクサーブ号・セイカエドミザカ号・ルネイション号

3305412月19日 晴 良 （27中山5）第5日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時40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

24 ブライトリビング 牝2芦 54 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476 ―1：56．6 3．3�

611 マジカルウインド 牝2黒鹿54 内田 博幸村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 448 ―1：57．45 29．3�
815 レッドゲルニカ 牡2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 552 ―1：57．61 2．0�
510 ネ コ エ ル フ 牡2鹿 55 幸 英明桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 444 ―1：58．24 51．8�
59 バンダムザブラッド 牡2黒鹿55 武士沢友治山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 482 ―1：58．3� 10．5	
11 レーヴドミカ 牝2栗 54 松田 大作尾上 松壽氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 486 ―1：58．72� 58．1

12 マイネルリーブラ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 新冠橋本牧場 514 ―1：58．9� 21．5�
713 アポロガッツ 牝2栗 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 むかわ 真壁 信一 480 ―1：59．32� 69．8�
612 フ ォ ン セ カ 牡2鹿 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 536 ―1：59．4� 20．4
47 シエラヴェルデ 牡2鹿 55 柴山 雄一 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 494 ―2：00．25 10．0�
48 グッドフォーサイト 牡2鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム 444 ―2：00．83� 45．4�
35 ベルウッドタマド 牡2鹿 55 田中 勝春鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 488 ―2：00．9� 61．6�
36 ディーズフリート 牝2鹿 54 三浦 皇成秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472 ―2：01．43 46．3�
816 バ ア サ マ 牝2芦 54

51 ▲木幡 初也小田切 光氏 黒岩 陽一 日高 豊郷牧場 446 ―2：01．5クビ 179．9�
714 デルマセンヒメ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人浅沼 廣幸氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 436 ―2：02．03 57．7�
23 ローズサクラ 牝2栗 54 松岡 正海田頭 勇貴氏 小西 一男 新ひだか 水丸牧場 440 ― （競走中止） 123．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，727，900円 複勝： 32，055，100円 枠連： 16，618，600円
馬連： 52，625，200円 馬単： 31，148，500円 ワイド： 30，093，200円
3連複： 61，078，600円 3連単： 82，527，800円 計： 334，874，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 420円 � 120円 枠 連（2－6） 2，170円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 8，670円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 200円 �� 980円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 26，560円

票 数

単勝票数 計 287279 的中 � 69550（2番人気）
複勝票数 計 320551 的中 � 63976（2番人気）� 11613（7番人気）� 95024（1番人気）
枠連票数 計 166186 的中 （2－6） 5929（9番人気）
馬連票数 計 526252 的中 �� 8996（13番人気）
馬単票数 計 311485 的中 �� 2694（27番人気）
ワイド票数 計 300932 的中 �� 4719（13番人気）�� 48401（1番人気）�� 6867（10番人気）
3連複票数 計 610786 的中 ��� 14276（7番人気）
3連単票数 計 825278 的中 ��� 2252（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．7―52．3―1：05．7―1：18．2―1：31．0―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

ブライトリビング �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2013．2．11生 牝2芦 母 アイヴォリーカラー 母母 アピーリングストーリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ローズサクラ号は，競走中に異常歩様となったため2コーナーで競走中止。
〔制裁〕 バアサマ号の調教師黒岩陽一は，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。

フォンセカ号の騎手田辺裕信は，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：9番）
〔調教再審査〕 ローズサクラ号は，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。



3305512月19日 晴 良 （27中山5）第5日 第7競走 ��
��2，500�サラブレッド系3歳以上

発走13時10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

59 サトノセレリティ 牡4鹿 57 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B486－ 22：41．8 3．0�
35 ガ ヤ ル ド 牡4鹿 57 内田 博幸佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 450－102：42．22� 10．5�
47 バイオンディップス 牡3黒鹿55 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 518＋ 62：43．37 10．6�
36 	 レオナビゲート 牡4黒鹿57 横山 典弘�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 488＋ 42：43．4クビ 32．3�
510 キネオフォルツァ 牡4芦 57 戸崎 圭太吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 538＋ 42：43．5� 6．5�
12 アバオアクー 牡3鹿 55 田中 勝春外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B504＋ 22：43．71� 5．3	
612 メイスンキャプテン 牡6栗 57 柴山 雄一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 510＋ 22：43．9
 6．8

611� アメリカンゴールド 牡3鹿 55 幸 英明吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate 534－ 42：44．11� 29．6�
714	 コ ン コ ー ド 牡3鹿 55

53 △石川裕紀人林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 522－112：44．41
 102．7�
48 インパルション �6鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 出口牧場 470＋ 22：45．03� 93．1
11 	 ユーガッタフレンド 牡4鹿 57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 B498± 02：45．74 386．8�
23 	 サムソンズライト �4鹿 57 松田 大作杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 480＋ 8 〃 クビ 117．8�
815	 ペイシャゴンジセ 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 482± 02：45．8� 282．5�
24 トーセンモバイル 牡3鹿 55 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B480＋ 22：46．65 136．4�
816 ハイアーレート 牡4黒鹿57 吉田 豊 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B496＋ 22：47．66 7．6�
713	 ジャックポット 牡4鹿 57 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 478＋ 82：48．02� 161．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，513，400円 複勝： 39，212，300円 枠連： 19，058，500円
馬連： 64，038，500円 馬単： 30，714，000円 ワイド： 33，221，600円
3連複： 77，500，600円 3連単： 94，193，700円 計： 385，452，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 280円 � 270円 枠 連（3－5） 690円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 660円 �� 820円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 17，000円

票 数

単勝票数 計 275134 的中 � 72610（1番人気）
複勝票数 計 392123 的中 � 87139（1番人気）� 31663（7番人気）� 32471（5番人気）
枠連票数 計 190585 的中 （3－5） 21195（3番人気）
馬連票数 計 640385 的中 �� 30872（5番人気）
馬単票数 計 307140 的中 �� 9303（6番人気）
ワイド票数 計 332216 的中 �� 13253（6番人気）�� 10443（9番人気）�� 6195（19番人気）
3連複票数 計 775006 的中 ��� 13255（14番人気）
3連単票数 計 941937 的中 ��� 4016（46番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．5―12．8―13．7―14．2―13．9―13．3―13．0―12．7―12．9―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―17．9―29．4―42．2―55．9―1：10．1―1：24．0―1：37．3―1：50．3―2：03．0―2：15．9―2：28．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」 上り4F51．5―3F38．8
1
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノセレリティ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 タイトスポット デビュー 2014．2．24 東京12着

2011．4．6生 牡4鹿 母 ディアウィンク 母母 セ イ レ イ 10戦3勝 賞金 31，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャックポット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月19日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウキシドウ号

3305612月19日 晴 良 （27中山5）第5日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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 10，500，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

713 ヨウライフク 牡3栗 56 大野 拓弥小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 500＋ 21：11．4 34．8�
611 マ レ ー ナ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490＋101：11．82� 4．2�
35 ブルームーン 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 41：12．01	 16．1�
23 ヤマニンブルジョン 牡5栗 57 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 486－ 2 〃 クビ 89．8�
815 ラピダメンテ 
4栗 57 蛯名 正義 �社台レースホース池上 昌弘 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 21：12．1クビ 10．0	
48 � シ ャ ラ ク 牡4鹿 57 三浦 皇成林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 514＋121：12．2� 16．0

510 サンレイクウッド 牡4鹿 57 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 むかわ 真壁 信一 526＋14 〃 クビ 81．9�
816 ワイルドドラゴン 牡5鹿 57

55 △石川裕紀人窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 540＋161：12．3クビ 42．1�
714� ビービーボイジャー 牡5栗 57 江田 照男�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 500－ 21：12．4� 23．1
12 ソルプレーサ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 516＋ 4 〃 ハナ 13．7�
612 カシノインカローズ 牝6鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 隆則 B470± 01：12．5クビ 204．2�
11 � メイショウボンロク 牡4栗 57 吉田 豊松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 504＋14 〃 クビ 8．8�
24 クリノリーソクツモ 牝3鹿 54 秋山真一郎栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 434－101：12．6クビ 66．0�
36 マンドレイク 牡5黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹�ターフ・スポート小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 500＋ 6 〃 アタマ 60．1�
59 コスモキーマン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 川越ファーム 470＋ 21：13．77 151．4�
47 � アキノアッパー 牡5栗 57 柴田 善臣穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 484＋ 61：14．12� 2．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，219，700円 複勝： 44，481，300円 枠連： 23，692，000円
馬連： 81，961，300円 馬単： 40，520，400円 ワイド： 41，299，500円
3連複： 91，910，200円 3連単： 123，077，900円 計： 480，162，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，480円 複 勝 � 860円 � 230円 � 370円 枠 連（6－7） 3，220円

馬 連 �� 9，910円 馬 単 �� 21，350円

ワ イ ド �� 3，190円 �� 5，780円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 40，000円 3 連 単 ��� 335，450円

票 数

単勝票数 計 332197 的中 � 7625（9番人気）
複勝票数 計 444813 的中 � 11665（10番人気）� 60495（2番人気）� 30850（6番人気）
枠連票数 計 236920 的中 （6－7） 5688（13番人気）
馬連票数 計 819613 的中 �� 6407（33番人気）
馬単票数 計 405204 的中 �� 1423（65番人気）
ワイド票数 計 412995 的中 �� 3314（33番人気）�� 1809（50番人気）�� 8448（11番人気）
3連複票数 計 919102 的中 ��� 1723（111番人気）
3連単票数 計1230779 的中 ��� 266（786番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．2―12．5―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．3―45．8―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨウライフク �
�
父 デュランダル �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．12．20 阪神2着

2012．4．14生 牡3栗 母 ヘッドミストレス 母母 サザンウッド 9戦3勝 賞金 27，200，000円
※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。
（非当選馬） 3頭 シークロム号・フランチャイズ号・マイネルエスパス号
（非抽選馬） 1頭 ロトラトゥール号



3305712月19日 晴 良 （27中山5）第5日 第9競走 ��
��1，600�ひ い ら ぎ 賞

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

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

33 ド ー ヴ ァ ー 牡2栗 55 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 41：34．1 3．1�

45 アーバンキッド 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 ハナ 3．9�
58 ショウナンアンセム 牡2芦 55 大野 拓弥�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 458－ 41：34．41� 63．8�
813 レッドシルヴィ 牝2鹿 54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 434＋ 61：34．61� 39．6�
610 キャプテンペリー 牡2栗 55 松岡 正海千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 468± 01：34．7� 4．3	
57 ラ シ ー ム 牝2鹿 54 幸 英明若松 伸治氏 栗田 徹 浦河 中村 雅明 452＋12 〃 アタマ 81．7

22 エクラミレネール 牝2芦 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 444± 01：34．8クビ 17．1�
46 モ ー ゼ ス 牡2黒鹿55 柴田 善臣坂本 肇氏 大江原 哲 洞	湖 レイクヴィラファーム 512＋ 8 〃 ハナ 7．4�
712
 バーバリライオン 牡2鹿 55 武士沢友治村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 466－ 21：34．9� 449．4
34 ダイチラディウス 牡2鹿 55 石川裕紀人 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 454＋ 2 〃 クビ 8．0�
11 カミノライデン 牡2鹿 55 吉田 豊村上 正喜氏 高市 圭二 青森 ワールドファーム 446＋ 4 〃 ハナ 75．3�
814 ブラウンアニマート 牡2黒鹿55 津村 明秀キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ

ネツ牧場 464－ 41：35．0クビ 55．8�
69 エ ル ゼ ロ 牡2鹿 55 横山 典弘磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 494＋ 61：35．21� 33．2�
711 アポロジョージア 牡2黒鹿55 柴山 雄一アポロサラブレッドクラブ 尾形 和幸 新冠 中本 隆志 456＋ 21：35．84 64．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，083，100円 複勝： 64，490，800円 枠連： 27，252，400円
馬連： 111，450，400円 馬単： 55，245，000円 ワイド： 52，887，300円
3連複： 129，295，100円 3連単： 192，083，200円 計： 679，787，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 160円 � 810円 枠 連（3－4） 350円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，990円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 11，530円 3 連 単 ��� 39，370円

票 数

単勝票数 計 470831 的中 � 119772（1番人気）
複勝票数 計 644908 的中 � 136375（1番人気）� 118710（2番人気）� 13714（9番人気）
枠連票数 計 272524 的中 （3－4） 59345（1番人気）
馬連票数 計1114504 的中 �� 114657（1番人気）
馬単票数 計 552450 的中 �� 29141（1番人気）
ワイド票数 計 528873 的中 �� 48308（1番人気）�� 4180（31番人気）�� 4222（29番人気）
3連複票数 計1292951 的中 ��� 8407（30番人気）
3連単票数 計1920832 的中 ��� 3537（107番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．4―11．5―11．7―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．5―46．0―57．7―1：09．7―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

ド ー ヴ ァ ー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2015．11．15 東京1着

2013．4．1生 牡2栗 母 オ ル ダ ニ ー 母母 Adonesque 2戦2勝 賞金 17，343，000円

3305812月19日 晴 良 （27中山5）第5日 第10競走
ウインズ横浜リニューアル記念

��
��1，200�

ちゅうとう

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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ブルドッグボス 牡3鹿 56 内田 博幸 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 512± 01：10．9 1．7�
814 エンドレスノット 牝6鹿 55 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 ハナ 39．2�
713 ビ リ オ ネ ア 牝5鹿 55 岡田 祥嗣間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 452± 0 〃 ハナ 8．2�
46 キタサンミカヅキ 牡5鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 532＋ 4 〃 アタマ 6．9�
611 ブルーストーン 牝4黒鹿55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 41：11．0クビ 10．9	
815 サルバドールハクイ 牡5鹿 57 戸崎 圭太則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B464＋101：11．42	 32．4

59 イーグルカザン 牡7鹿 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 528＋ 61：11．5クビ 69．4�
47 
 ア ピ ア 牡4鹿 57 柴山 雄一宮崎 利男氏 藤沢 和雄 新冠 村上 欽哉 534＋ 61：11．6� 23．6�
23 プレシャスルージュ 牡3黒鹿56 石川裕紀人 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482± 01：11．7	 17．6
34 マルヴァーンヒルズ 牡5鹿 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 534＋ 61：11．8	 17．1�
35 � アースゼウス 牡5栗 57 大野 拓弥 �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

536＋ 4 〃 アタマ 32．7�
58 ヘアーオブザドッグ 牡6鹿 57 松岡 正海平賀 久枝氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 518＋ 21：12．33 242．8�
712 ルミナスウイング 牡5鹿 57 津村 明秀 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 アタマ 22．4�
610 マックスガイ 牡6青鹿57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム 482＋ 41：13．04 93．9�
22 トーセンラーク 牝3栗 54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 484－ 61：13．31� 255．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，810，300円 複勝： 92，869，200円 枠連： 33，928，600円
馬連： 144，149，100円 馬単： 77，930，700円 ワイド： 72，738，000円
3連複： 176，396，900円 3連単： 291，697，800円 計： 942，520，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 490円 � 200円 枠 連（1－8） 1，420円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 370円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 6，300円 3 連 単 ��� 25，060円

票 数

単勝票数 計 528103 的中 � 241382（1番人気）
複勝票数 計 928692 的中 � 396506（1番人気）� 26411（8番人気）� 90249（3番人気）
枠連票数 計 339286 的中 （1－8） 18476（5番人気）
馬連票数 計1441491 的中 �� 37456（11番人気）
馬単票数 計 779307 的中 �� 14172（11番人気）
ワイド票数 計 727380 的中 �� 14555（13番人気）�� 55620（2番人気）�� 7295（27番人気）
3連複票数 計1763969 的中 ��� 20979（20番人気）
3連単票数 計2916978 的中 ��� 8438（69番人気）

ハロンタイム 11．6―10．4―11．1―12．1―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．0―33．1―45．2―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルドッグボス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2014．10．19 京都1着

2012．4．20生 牡3鹿 母 リファールカンヌ 母母 リファールニース 9戦4勝 賞金 74，992，000円
〔制裁〕 ブルドッグボス号の騎手内田博幸は，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50，000円。（被害馬：15番）



3305912月19日 晴 良 （27中山5）第5日 第11競走 ��
��1，600�第1回ターコイズステークス

発走15時25分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，26．12．20以降27．12．13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 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

816 シングウィズジョイ 牝3青鹿53 戸崎 圭太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 468＋ 21：35．7 22．8�
59 ダンスアミーガ 牝4栗 53 大野 拓弥 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 470＋ 41：35．91� 50．6�
714 オ ツ ウ 牝5鹿 52 石川裕紀人大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B494＋ 4 〃 アタマ 49．8�
510 レッドセシリア 牝5鹿 52 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：36．0� 8．8�
611 ペ ル フ ィ カ 牝3黒鹿52 蛯名 正義前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 2 〃 クビ 36．1	
36 ディープジュエリー 牝3鹿 52 柴山 雄一吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490－ 61：36．1� 7．1

23 ノボリディアーナ 牝5栗 55 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 ハナ 7．9�
612 カフェブリリアント 牝5栗 55 田辺 裕信西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 434＋ 6 〃 クビ 4．1�
12 アルマディヴァン 牝5栗 53 横山 典弘コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 492＋ 21：36．2クビ 10．7
815 カレンケカリーナ 牝5黒鹿53 津村 明秀鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 496＋ 6 〃 ハナ 26．1�
11 ゴールデンナンバー 牝6栗 53 秋山真一郎池谷 誠一氏 萩原 清 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋10 〃 クビ 32．1�
35 メイショウスザンナ 牝6鹿 54 松田 大作松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 B468－ 41：36．3� 22．1�
47 キャットコイン 牝3栗 53 柴田 善臣 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 6 〃 ハナ 9．6�
24 ノットフォーマル 牝3黒鹿52 柴田 大知芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 468＋ 2 〃 クビ 19．9�
713 レッドリヴェール 牝4黒鹿54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 428－ 41：36．72� 11．3�
48 � ア イ ラ イ ン 牝3黒鹿52 松岡 正海�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 442－ 21：36．91� 13．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 107，375，900円 複勝： 163，163，100円 枠連： 91，995，200円
馬連： 449，692，300円 馬単： 171，544，500円 ワイド： 191，267，900円
3連複： 654，041，900円 3連単： 863，992，000円 計： 2，693，072，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 720円 � 1，420円 � 1，130円 枠 連（5－8） 4，480円

馬 連 �� 54，690円 馬 単 �� 96，370円

ワ イ ド �� 13，070円 �� 11，880円 �� 18，740円

3 連 複 ��� 546，240円 3 連 単 ��� 2，954，680円

票 数

単勝票数 計1073759 的中 � 37585（11番人気）
複勝票数 計1631631 的中 � 61990（11番人気）� 29745（16番人気）� 37974（15番人気）
枠連票数 計 919952 的中 （5－8） 15889（27番人気）
馬連票数 計4496923 的中 �� 6372（114番人気）
馬単票数 計1715445 的中 �� 1335（220番人気）
ワイド票数 計1912679 的中 �� 3781（114番人気）�� 4160（112番人気）�� 2632（119番人気）
3連複票数 計6540419 的中 ��� 898（554番人気）
3連単票数 計8639920 的中 ��� 212（3259番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―12．5―12．7―12．0―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．9―48．4―1：01．1―1：13．1―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．6

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

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

シングウィズジョイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．7．6 中京2着

2012．2．25生 牝3青鹿 母 シングライクバード 母母 シングライクトーク 12戦4勝 賞金 112，451，000円
〔制裁〕 アルマディヴァン号の騎手横山典弘は，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50，000円。（被害馬：8番）
※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 アミカブルナンバー号・コンテッサトゥーレ号

3306012月19日 晴 良 （27中山5）第5日 第12競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走16時00分 （芝・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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
1：57．8
1：56．1

良
良

12 インナーアージ 牝5鹿 55 蛯名 正義 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 446－ 42：01．4 7．3�
48 テ ィ ア ー モ 牝5鹿 55 幸 英明 �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 450－ 82：01．5� 26．1�
612 ア ン レ ー ル 牝5鹿 55

53 △石川裕紀人 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B470－ 62：01．6� 31．8�
35 � イメージガール 牝5黒鹿55 津村 明秀飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 480－ 4 〃 クビ 55．9�
36 ハ ツ ガ ツ オ 牝4鹿 55 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 508± 02：01．7クビ 68．3	
47 ダイワミランダ 牝3栗 54 横山 典弘大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494－ 6 〃 クビ 6．0

11 ゴールデンハープ 牝3栗 54 内田 博幸窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 02：01．8� 9．0�
23 キズナエンドレス 牝4鹿 55 田中 勝春関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 476＋ 42：01．9クビ 22．9�
818 サンクボヌール 牝3栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－14 〃 ハナ 4．5
24 トーセンナチュラル 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 422± 02：02．0� 46．9�

817 マイネオーラム 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 474＋14 〃 ハナ 6．6�

715 ウインアキレア 牝3鹿 54 丹内 祐次�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 446－ 4 〃 ハナ 41．2�
714 ウインオリアート 牝4黒鹿55 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 434－14 〃 アタマ 14．1�
816 オーキッドレイ 牝5鹿 55 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 474－ 22：02．1� 26．1�
510 アースザスリー 牝5鹿 55 大野 拓弥 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 504＋ 42：02．2クビ 14．9�
713 ミラクルラヴィ 牝5栗 55 嘉藤 貴行藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 480＋ 8 〃 アタマ 425．7�
59 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿54 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430＋ 42：02．41� 155．8�
611 マイネグレヴィル 牝4鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 472± 02：02．61	 10．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 47，208，500円 複勝： 74，063，400円 枠連： 50，696，800円
馬連： 140，605，700円 馬単： 58，002，000円 ワイド： 71，838，200円
3連複： 179，986，900円 3連単： 229，150，900円 計： 851，552，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 250円 � 720円 � 860円 枠 連（1－4） 1，030円

馬 連 �� 8，120円 馬 単 �� 16，200円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 3，110円 �� 9，110円

3 連 複 ��� 76，170円 3 連 単 ��� 359，590円

票 数

単勝票数 計 472085 的中 � 51541（4番人気）
複勝票数 計 740634 的中 � 93840（2番人気）� 24882（10番人気）� 20439（12番人気）
枠連票数 計 506968 的中 （1－4） 38140（3番人気）
馬連票数 計1406057 的中 �� 13419（30番人気）
馬単票数 計 580020 的中 �� 2684（66番人気）
ワイド票数 計 718382 的中 �� 6372（36番人気）�� 5992（38番人気）�� 2013（93番人気）
3連複票数 計1799869 的中 ��� 1772（250番人気）
3連単票数 計2291509 的中 ��� 462（1182番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―13．2―12．6―12．4―11．8―11．8―11．6―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．4―37．6―50．2―1：02．6―1：14．4―1：26．2―1：37．8―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3
8，3（7，11）17（2，6，12）16（1，10）14（4，13）（15，18）5，9
8，3（7，11，17）2（12，16）（1，10，15）（6，14）（4，13）（5，18）－9

2
4

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

勝馬の
紹 介

インナーアージ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Away デビュー 2012．12．16 中山4着

2010．2．6生 牝5鹿 母 ミュージカルウェイ 母母 Mulika 19戦3勝 賞金 51，794，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

ターコイズステークス（新設重賞）
（芝・右・外）



（27中山5）第5日 12月19日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 191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

239，370，000円
2，080，000円
14，220，000円
1，820，000円
21，630，000円
73，753，500円
5，238，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
473，718，100円
782，347，100円
351，340，500円
1，315，511，500円
633，280，500円
647，054，200円
1，718，941，200円
2，377，243，100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 8，299，436，200円

総入場人員 28，483名 （有料入場人員 ）
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