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3306112月21日 晴 不良 （26中山4）第6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）

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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

48 オージーアイドル 牝2鹿 54 大野 拓弥窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 448＋ 61：12．0 10．8�
816 ポッドフィズ 牝2鹿 54 三浦 皇成小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 458± 01：12．1� 4．7�
47 アンジュデトワール 牝2鹿 54 後藤 浩輝 �シルクレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 クビ 9．1�
815 トリアンドルス 牝2栗 54 内田 博幸ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 454＋ 81：12．2� 27．3�
36 メランコリア 牝2栗 54 津村 明秀�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 452± 01：12．41 27．9�
714 ユ ウ ユ ウ 牝2栗 54 G．ブノワ 中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 452＋ 41：12．5� 4．3	

（仏）

23 ナミノリゴリラ 牝2黒鹿54 田中 勝春小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 456± 0 〃 クビ 2．5

11 ミヤビリヴェール 牝2青鹿 54

51 ▲原田 和真村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 金石牧場 428＋ 81：12．6クビ 134．5�
12 エスティルンバ 牝2栗 54 丸山 元気 �エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 422＋ 21：12．81� 106．6�
24 ユキノマイクイーン 牝2芦 54

51 ▲伴 啓太福田 光博氏 加藤 和宏 様似 髙村 伸一 428＋ 61：12．9� 253．1
611 オーゴンマリア 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也永田 清男氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 458＋121：13．11� 99．1�
35 ハーティタイトル 牝2芦 54 松岡 正海田畑 利彦氏 石毛 善彦 新ひだか 森 俊雄 B462＋ 41：13．2� 31．6�
713 プロヴィジョン 牝2黒鹿54 武士沢友治伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 430＋ 21：13．41� 85．4�
59 カ ガ テ デ ィ 牝2鹿 54 吉田 豊香川 憲次氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 434＋ 41：13．71� 145．5�
510 ウェルカミング 牝2青鹿54 江田 照男下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 456－ 41：13．91� 49．8�
612 プ ル メ リ ア 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹北駿競走馬組合 和田 雄二 新冠 若林牧場 442－ 41：14．43 19．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，492，000円 複勝： 34，903，400円 枠連： 16，771，900円
馬連： 56，386，700円 馬単： 33，775，100円 ワイド： 28，783，800円
3連複： 75，757，000円 3連単： 101，339，600円 計： 367，209，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 300円 � 170円 � 220円 枠 連（4－8） 1，030円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 6，330円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，160円 �� 660円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 41，880円

票 数

単勝票数 計 194920 的中 � 14432（5番人気）
複勝票数 計 349034 的中 � 25909（5番人気）� 59890（3番人気）� 41325（4番人気）
枠連票数 計 167719 的中 （4－8） 12517（6番人気）
馬連票数 計 563867 的中 �� 16875（10番人気）
馬単票数 計 337751 的中 �� 3996（22番人気）
ワイド票数 計 287838 的中 �� 6790（11番人気）�� 6280（13番人気）�� 11612（7番人気）
3連複票数 計 757570 的中 ��� 8786（21番人気）
3連単票数 計1013396 的中 ��� 1754（123番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．1―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．3―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オージーアイドル �
�
父 スニッツェル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．7．5 函館5着

2012．3．31生 牝2鹿 母 フレンチアイドル 母母 スティンガー 5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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カナリ号・リリーグランツ号
※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。

3306212月21日 晴 不良 （26中山4）第6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

36 ミステリウム 牡2黒鹿55 松岡 正海 P.G．ファッジ氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 512± 01：54．9 2．2�
12 オ ケ ア ノ ス 牡2鹿 55 内田 博幸清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 516＋ 41：55．11� 7．0�
714 アフェットゥオーソ 牡2黒鹿55 横山 典弘 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：55．2� 8．5�
24 プレーケストーレン 牡2黒鹿55 丸田 恭介スリースターズレーシング 奥村 武 新ひだか タツヤファーム 538＋ 21：55．73 12．1�
35 マイグレートレルム 牡2鹿 55 丸山 元気窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 470± 01：55．8クビ 22．6�
816 ギンガメテオール 牡2芦 55 G．ブノワ 森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 498－ 61：55．9� 5．1	

（仏）

611 ラブリーメイク 牝2鹿 54 三浦 皇成 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 38．6

510 ブラッシングスター 牡2栗 55 吉田 豊藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 504± 01：56．22 137．1�
23 クインズケリド 牡2青 55

52 ▲石川裕紀人 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 496－ 4 〃 ハナ 14．7
713 タイセイプレシャス 牡2栗 55 大野 拓弥田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 464＋ 2 〃 ハナ 67．4�
11 キタサングットマン 牡2鹿 55 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 浦河 北光牧場 474＋ 6 〃 ハナ 145．8�
59 コスモニンブル 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 21：56．51� 200．9�
612 オープンマーケット 牡2黒鹿 55

52 ▲伴 啓太島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 482＋ 21：56．7� 200．1�
48 コパノアルディー 牡2栗 55 柴田 善臣小林 祥晃氏 尾形 充弘 新冠 松本 信行 480＋ 41：56．91� 11．5�
47 ファストクリス 牝2鹿 54 嘉藤 貴行飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 B430＋ 21：57．1� 339．8�
815 モンサンギエナ 牝2鹿 54 江田 照男山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B494＋162：01．1大差 208．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，362，000円 複勝： 37，885，800円 枠連： 14，594，600円
馬連： 54，360，200円 馬単： 30，625，400円 ワイド： 29，483，700円
3連複： 68，046，100円 3連単： 94，319，300円 計： 352，677，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 220円 � 240円 枠 連（1－3） 940円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 460円 �� 530円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 13，590円

票 数

単勝票数 計 233620 的中 � 82987（1番人気）
複勝票数 計 378858 的中 � 110066（1番人気）� 36582（4番人気）� 32199（5番人気）
枠連票数 計 145946 的中 （1－3） 11926（4番人気）
馬連票数 計 543602 的中 �� 38202（3番人気）
馬単票数 計 306254 的中 �� 13226（4番人気）
ワイド票数 計 294837 的中 �� 17338（3番人気）�� 14640（5番人気）�� 5479（16番人気）
3連複票数 計 680461 的中 ��� 14105（11番人気）
3連単票数 計 943193 的中 ��� 5030（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．4―50．6―1：03．3―1：16．4―1：29．3―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．5
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミステリウム �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．11．29 東京4着

2012．3．17生 牡2黒鹿 母 ラヴィーズラヴィン 母母 Lu Ravi 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モンサンギエナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月21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） 1頭 レジェンドパワー号
（非抽選馬） 2頭 オフビート号・スズカリバー号
※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６日



3306312月21日 晴 稍重 （26中山4）第6日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時40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
1：07．8
1：07．8

良
良

612 アルマエルモ 牝2芦 54 三浦 皇成コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 イワミ牧場 420± 01：10．3 16．3�
24 ユメノマイホーム 牝2栗 54 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 434＋ 2 〃 ハナ 10．1�
816 ダイワズットラブ 牝2栗 54 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 436－ 2 〃 ハナ 7．3�
47 イ キ オ イ 牡2鹿 55 横山 典弘西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 454＋ 4 〃 アタマ 2．5�
713 エクストラペトル 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－ 21：10．4� 39．8�

12 クラウンテイラー 牡2鹿 55 吉田 豊	クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 454± 0 〃 クビ 27．9

714 ストロベリーズ 牝2青鹿54 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438± 01：10．5� 35．7�
36 デルマチョウスケ 牡2栃栗55 丸田 恭介浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 440± 01：10．6クビ 9．3�
510 ワタシダイナマイト 牝2栗 54 田中 勝春小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 450＋ 8 〃 クビ 16．7
23 ハッピーノリチャン 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 444－ 2 〃 アタマ 8．5�
48 ブロッサムヒル 牡2鹿 55 内田 博幸小國 和紀氏 牧 光二 新冠 川島牧場 482＋ 4 〃 ハナ 12．6�
35 セラフィーナ 牝2青鹿 54

51 ▲伴 啓太矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B430＋ 61：10．7� 10．1�
815 ウインマジュール 牡2鹿 55 G．ブノワ 	ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 434＋101：11．12� 72．2�

（仏）

59 ラブセレナード 牝2鹿 54 武士沢友治増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 大林ファーム 416＋ 21：11．2� 416．0�
611 ホ シ ヅ キ ヨ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 萩澤 國男 424＋101：11．3クビ 577．4�
11 カシノタンバリン 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹柏木 務氏 蛯名 利弘 宮崎 戸田 ゆり子 406－101：11．83 282．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，883，100円 複勝： 41，133，100円 枠連： 19，489，800円
馬連： 57，326，500円 馬単： 33，433，900円 ワイド： 33，643，500円
3連複： 71，875，500円 3連単： 99，354，400円 計： 379，139，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 480円 � 260円 � 300円 枠 連（2－6） 3，270円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 11，630円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 2，920円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 24，610円 3 連 単 ��� 115，800円

票 数

単勝票数 計 228831 的中 � 11181（8番人気）
複勝票数 計 411331 的中 � 20628（8番人気）� 43573（3番人気）� 36726（5番人気）
枠連票数 計 194898 的中 （2－6） 4610（12番人気）
馬連票数 計 573265 的中 �� 7233（27番人気）
馬単票数 計 334339 的中 �� 2156（48番人気）
ワイド票数 計 336435 的中 �� 4840（20番人気）�� 2940（38番人気）�� 5138（16番人気）
3連複票数 計 718755 的中 ��� 2190（89番人気）
3連単票数 計 993544 的中 ��� 622（370番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―12．1―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―46．2―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．2
3 ・（3，12，14）（2，10，15）5－（1，4，6，8，16）（7，9，11）－13 4 ・（3，12）（2，14）10（5，15）（6，16）（1，7，4，8）（9，11）13

勝馬の
紹 介

アルマエルモ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2014．7．12 福島3着

2012．3．11生 牝2芦 母 コスモハイクラス 母母 チェリールーラー 5戦1勝 賞金 8，800，000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。
（非抽選馬） 5頭 アイスイモン号・カンヌ号・トリノレージョ号・ハナミズキ号・マリンブルー号
※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。

3306412月21日 晴 稍重 （26中山4）第6日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時10分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．9

良
良

714 デバイスドライバー 牡2栗 55 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 508＋182：03．8 8．3�
612 プレイヤーハウス 牡2鹿 55 丸山 元気嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 444－ 22：04．01� 7．5�
35 ミュゼゴースト 牡2黒鹿55 柴田 善臣髙橋 仁氏 大江原 哲 新ひだか 城地 清満 504＋ 22：04．1� 12．5�
59 レッドマジュール 牝2青鹿54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 410± 02：04．41	 8．8�
510 ダイワグローリー 牝2栗 54 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 496－ 42：04．5� 6．6�
611 フ ォ ル サ 牡2黒鹿55 吉田 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 490＋ 42：04．71� 12．4	
24 サ ン ベ イ ル 牝2黒鹿54 松岡 正海加藤 信之氏 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 442－142：04．91� 195．0

36 タ マ ー ラ 牝2栗 54 的場 勇人�本桐牧場 的場 均 新ひだか 本桐牧場 438± 02：05．0	 206．1�
11 カワキタコクリコ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太川島 吉男氏 高橋 祥泰 新ひだか 藤本牧場 404＋ 42：05．1クビ 64．9
23 タイセイゴッホ 牝2鹿 54 内田 博幸田中 成奉氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 466－ 2 〃 クビ 3．2�
818 サダムルーティン 牝2鹿 54 石橋 脩大西 定氏 田中 剛 浦河 桑田牧場 456＋ 4 〃 アタマ 39．5�
47 フォギーボトム 牡2黒鹿55 江田 照男渡邊 隆氏 土田 稔 新冠 森 牧場 470－ 82：05．2� 26．8�
48 マ ル ス 牡2黒鹿55 横山 典弘古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 千代田牧場 508＋122：05．3クビ 8．5�
817 マイネルラヴィーン 牡2栗 55 G．ブノワ �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 450± 02：05．61	 50．7�
（仏）

816 エスティサプライズ 牝2栗 54
51 ▲井上 敏樹 �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 426－ 42：06．34 321．3�
12 カ ラ ッ カ ゼ 牡2鹿 55 津村 明秀星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B446± 02：06．83 33．6�
713 カシノトラダマシイ 牡2黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 460＋ 82：07．54 379．6�
715 カンタベリーヒメ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 464＋ 8 〃 クビ 443．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，043，400円 複勝： 49，426，700円 枠連： 22，250，700円
馬連： 67，785，000円 馬単： 34，478，900円 ワイド： 40，367，800円
3連複： 83，611，600円 3連単： 104，754，900円 計： 431，719，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 310円 � 270円 � 340円 枠 連（6－7） 2，120円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 2，250円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 15，220円 3 連 単 ��� 80，020円

票 数

単勝票数 計 290434 的中 � 27985（4番人気）
複勝票数 計 494267 的中 � 41473（5番人気）� 49437（4番人気）� 36371（7番人気）
枠連票数 計 222507 的中 （6－7） 8123（10番人気）
馬連票数 計 677850 的中 �� 16778（10番人気）
馬単票数 計 344789 的中 �� 4611（18番人気）
ワイド票数 計 403678 的中 �� 7820（12番人気）�� 4560（29番人気）�� 6117（22番人気）
3連複票数 計 836116 的中 ��� 4118（63番人気）
3連単票数 計1047549 的中 ��� 949（328番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．2―12．4―13．3―13．3―12．5―12．2―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．6―48．0―1：01．3―1：14．6―1：27．1―1：39．3―1：51．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

デバイスドライバー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2014．7．27 福島3着

2012．2．19生 牡2栗 母 カツラドライバー 母母 ノーザンマイア 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 セイユウサンクス号
（非抽選馬） 5頭 アメリカンゴールド号・エタンスラント号・コスモフットライト号・シグナルアロー号・ユメハステズニ号
※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。



3306512月21日 晴 不良 （26中山4）第6日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時00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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

711 ジャストザヨコハマ 牡2栗 55 丸山 元気ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 516 ―1：13．0 6．7�

58 ゼ ノ 牡2鹿 55
52 ▲木幡 初也�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 446 ―1：13．53 61．8�

610 フ ロ ッ ケ 牡2栗 55 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B442 ―1：13．71 16．8�
33 � シルバージェニー 牝2芦 54 内田 博幸林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Lake Shore

Farm, LLC 512 ― 〃 クビ 1．6�
57 ウサギノカケアシ 牡2芦 55 武士沢友治桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 472 ―1：13．91 106．2	
46 ジ ル コ ン 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人本間 茂氏 伊藤 伸一 日高 沖田牧場 402 ―1：14．0� 157．3

11 ハ ナ イ チ ゲ 牝2芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 新ひだか 沖田 博志 428 ―1：14．42	 22．0�
34 ヘヴンアンドアース 牝2鹿 54 吉田 豊 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468 ―1：14．5	 59．1�
22 センノレイダース 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太浅野 正敏氏 柴田 政人 茨城 栗山 道郎 464 ― 〃 クビ 112．0
813 クリノサンプー 牡2黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 本間 忍 日高 横井 哲 480 ―1：15．24 96．6�
712 バラモノガタリ 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 畠山 重則 えりも 上島牧場 414 ―1：15．4� 234．4�
45 ショウナンバディー 牡2青鹿55 松岡 正海国本 哲秀氏 武市 康男 浦河 大北牧場 472 ―1：15．93 43．8�
69 ビッグクロップ 牡2栗 55 G．ブノワ 吉田 勝己氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 454 ―1：18．1大差 15．4�

（仏）

814 ピュウモッソ 牡2青鹿55 横山 典弘片山 博志氏 佐藤 吉勝 浦河 グラストレーニ
ングセンター 480 ― （競走中止） 4．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，889，500円 複勝： 79，724，400円 枠連： 18，186，400円
馬連： 55，032，500円 馬単： 41，968，600円 ワイド： 31，712，400円
3連複： 65，180，700円 3連単： 132，468，200円 計： 454，162，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 520円 � 2，120円 � 810円 枠 連（5－7） 8，040円

馬 連 �� 8，240円 馬 単 �� 18，850円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 1，130円 �� 4，630円

3 連 複 ��� 28，070円 3 連 単 ��� 198，420円

票 数

単勝票数 計 298895 的中 � 35281（3番人気）
複勝票数 計 797244 的中 � 43416（3番人気）� 9353（7番人気）� 26198（5番人気）
枠連票数 計 181864 的中 （5－7） 1751（20番人気）
馬連票数 計 550325 的中 �� 5173（19番人気）
馬単票数 計 419686 的中 �� 1669（39番人気）
ワイド票数 計 317124 的中 �� 3014（23番人気）�� 7416（10番人気）�� 1728（33番人気）
3連複票数 計 651807 的中 ��� 1741（66番人気）
3連単票数 計1324682 的中 ��� 484（348番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．1―12．5―12．1―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャストザヨコハマ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Most Welcome 初出走

2012．4．15生 牡2栗 母 カ ク テ ル 母母 Cockatrice 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。
〔発走状況〕 ピュウモッソ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 ピュウモッソ号は，発走直後に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ピュウモッソ号は，平成26年12月22日から平成27年1月20日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッグクロップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月21日まで平地競

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

3306612月21日 晴 稍重 （26中山4）第6日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時35分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：45．9

良
良

813 クイーンズリング 牝2黒鹿54 G．ブノワ 吉田 哲哉氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 460 ―1：53．5 7．0�
（仏）

22 クインズラピス 牡2黒鹿55 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 460 ―1：53．92� 1．7�
11 グリーンゼファー 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 460 ―1：54．64 15．7�
68 ディープフォレスト 牡2鹿 55 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 452 ―1：54．7� 4．5�
45 レッドアイヴァー 牡2栗 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 470 ―1：55．01� 12．3	
812 チャンドラプラバー 牝2鹿 54 木幡 初広 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 438 ―1：55．21	 92．8

710 フレンドリーアロー 牡2黒鹿55 津村 明秀増山 武志氏 武市 康男 新冠 飛渡牧場 450 ―1：55．41	 37．7�
57 パーソナルベスト 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�酒井牧場 木村 哲也 浦河 酒井牧場 440 ― 〃 クビ 161．6�
33 コスモワカツキ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 浦河 浦河小林牧場 460 ―1：55．61	 22．8
44 ジャンピンウィナー 牡2栗 55 吉田 豊西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 坂戸 節子 468 ―1：55．81� 178．8�
56 スカイナイト 牡2鹿 55 江田 照男岡田 壮史氏 武井 亮 新ひだか 岡田スタツド 522 ―1：56．11� 72．2�
711 コスモパープル 牝2芦 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 日高 新井 昭二 458 ―1：56．31	 37．1�
69 ダフィーゴールド 牡2鹿 55 柴田 善臣林 正道氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田スタツド 510 ―1：58．7大差 33．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，648，800円 複勝： 47，699，000円 枠連： 17，022，400円
馬連： 59，066，200円 馬単： 41，323，900円 ワイド： 30，790，700円
3連複： 67，796，700円 3連単： 122，681，700円 計： 417，029，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 170円 � 110円 � 250円 枠 連（2－8） 510円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 250円 �� 800円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 9，950円

票 数

単勝票数 計 306488 的中 � 34666（3番人気）
複勝票数 計 476990 的中 � 48181（3番人気）� 226032（1番人気）� 26495（5番人気）
枠連票数 計 170224 的中 （2－8） 25792（2番人気）
馬連票数 計 590662 的中 �� 88883（1番人気）
馬単票数 計 413239 的中 �� 18155（6番人気）
ワイド票数 計 307907 的中 �� 35636（1番人気）�� 8892（9番人気）�� 14632（5番人気）
3連複票数 計 677967 的中 ��� 29356（4番人気）
3連単票数 計1226817 的中 ��� 8933（25番人気）

ハロンタイム 13．2―13．5―13．6―13．4―12．5―12．7―12．0―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―26．7―40．3―53．7―1：06．2―1：18．9―1：30．9―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．6
1
3
・（6，13）（3，8，10）（1，2，11）（7，12）－5＝9－4・（6，13）（3，8，10）11（1，2）（7，12）5－4－9

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

勝馬の
紹 介

クイーンズリング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Anabaa 初出走

2012．5．25生 牝2黒鹿 母 アクアリング 母母 シ ー リ ン グ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダフィーゴールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月21日まで平地

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



3306712月21日 晴 不良 （26中山4）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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
1：48．5
1：47．8

重
重

59 アスカクイン 牝3栗 54 吉田 豊上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 480＋141：52．5 7．3�
47 ロマンシングジェム 牝4青鹿55 G．ブノワ 吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 ハナ 2．4�

（仏）

24 � ラゴディラゴライ 牝4鹿 55 石橋 脩佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496＋121：52．6� 60．8�
815 ヤマトダイアンサス 牝4栃栗55 松岡 正海みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 484－ 41：52．81� 10．3�
612 アンジェラスベル 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B466－14 〃 アタマ 34．1�
611 ノースファイヤー 牝3青鹿54 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 494＋ 41：53．22� 14．6	
12 トーセンセラヴィ 牝3黒鹿54 柴田 善臣島川 
哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋12 〃 アタマ 3．7�
48 マックスユーキャン 牝3栗 54 武士沢友治 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 24．4�
714 リ ヴ ァ ロ 牝4鹿 55 後藤 浩輝四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B456＋ 61：53．3� 43．1
36 ビ オ レ ン ト 牝3栗 54 大野 拓弥細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 464＋ 61：53．93� 84．5�
510 プラウドレガシー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム 452＋ 41：54．0クビ 88．8�
713 ローズオヌットゥ 牝3鹿 54 江田 照男栗山 良子氏 土田 稔 平取 北島牧場 398＋141：54．31� 158．8�
23 ジャズダンサー 牝4栃栗55 内田 博幸�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462＋421：54．4� 79．4�
35 � アルティメイトラブ 牝5黒鹿 55

52 ▲伴 啓太 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 488＋ 41：54．5クビ 25．6�
816 ブリリアントアスク 牝4鹿 55 丸田 恭介廣崎 利洋氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 458＋ 21：54．71	 13．7�
11 アンスポークン 牝5鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 21：55．01� 68．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，132，500円 複勝： 47，092，000円 枠連： 22，306，300円
馬連： 74，855，100円 馬単： 41，097，200円 ワイド： 37，603，600円
3連複： 86，320，500円 3連単： 122，090，300円 計： 461，497，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 140円 � 1，050円 枠 連（4－5） 670円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 410円 �� 4，670円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 12，160円 3 連 単 ��� 49，890円

票 数

単勝票数 計 301325 的中 � 32771（3番人気）
複勝票数 計 470920 的中 � 57898（3番人気）� 119750（1番人気）� 7808（11番人気）
枠連票数 計 223063 的中 （4－5） 25554（3番人気）
馬連票数 計 748551 的中 �� 64152（2番人気）
馬単票数 計 410972 的中 �� 14675（5番人気）
ワイド票数 計 376036 的中 �� 26460（2番人気）�� 1933（49番人気）�� 3499（29番人気）
3連複票数 計 863205 的中 ��� 5321（35番人気）
3連単票数 計1220903 的中 ��� 1774（141番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―13．0―12．6―12．1―12．1―12．5―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．2―49．8―1：01．9―1：14．0―1：26．5―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．5
1
3
15－5，6（2，12，14）3（7，8）（9，11）－（4，13）－1，10，16
15（5，14）（6，3，12，8）－（2，7）（9，11）16，4（13，1，10）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスカクイン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．6．22 函館8着

2011．4．23生 牝3栗 母 グローバルソング 母母 グロリアスバラッド 16戦2勝 賞金 21，550，000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 デザートオブムーン号・ヒメスズラン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3306812月21日 晴 不良 （26中山4）第6日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時35分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 ショウナンダイラ 牡4鹿 57 三浦 皇成�湘南 二ノ宮敬宇 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 540＋ 21：51．9 6．7�

611 トリニティチャーチ �6鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504＋ 61：52．0� 21．7�

12 ク ロ ス ボ ウ 牡4黒鹿57 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 516＋ 21：52．1クビ 6．1�
35 エアラギオール 牡6黒鹿57 内田 博幸 �ラッキーフィールド新開 幸一 千歳 社台ファーム 502± 01：52．2� 6．0�
59 ファンシーミューズ 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 クビ 22．6	
36 コスモマイギフト 牡5黒鹿57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B490± 01：52．41� 87．4

48 デグニティクローズ 牡3鹿 56 江田 照男�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 544＋ 81：52．82	 41．8�
816 チャンスメイク 牡3青 56 柴田 善臣平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 462＋ 81：52．9クビ 18．6�
47 アルファアリエス 牡3鹿 56 石橋 脩�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 454＋ 6 〃 クビ 9．8
714 サトノスーペリア 牡3黒鹿56 津村 明秀里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 470－ 61：53．11	 15．6�
612 ウエスタンオウジ 牡4鹿 57 丸田 恭介西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 488＋101：53．2クビ 8．1�
713 オーシュペール 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 21：53．52 66．6�
24 オメガエンブレム 牝5青 55 G．ブノワ 原 
子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B474＋ 61：53．71� 54．6�

（仏）

23 サトノバセロン 牡3青鹿56 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 510＋121：54．33	 3．9�
510 マイネルマルシェ 牡7黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 456± 01：54．4	 189．9�
11 エンドレストライ 牝3黒鹿54 田中 勝春飯田 正剛氏 清水 英克 新ひだか 千代田牧場 476＋ 41：56．1大差 58．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，568，900円 複勝： 53，444，000円 枠連： 25，851，300円
馬連： 89，403，100円 馬単： 44，202，000円 ワイド： 42，996，000円
3連複： 105，356，800円 3連単： 136，634，800円 計： 531，456，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 240円 � 410円 � 260円 枠 連（6－8） 1，580円

馬 連 �� 7，180円 馬 単 �� 12，360円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 910円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 12，330円 3 連 単 ��� 69，950円

票 数

単勝票数 計 335689 的中 � 39749（4番人気）
複勝票数 計 534440 的中 � 63385（4番人気）� 30320（7番人気）� 56843（5番人気）
枠連票数 計 258513 的中 （6－8） 12633（7番人気）
馬連票数 計 894031 的中 �� 9641（30番人気）
馬単票数 計 442020 的中 �� 2682（51番人気）
ワイド票数 計 429960 的中 �� 6899（17番人気）�� 12437（6番人気）�� 6518（20番人気）
3連複票数 計1053568 的中 ��� 6405（42番人気）
3連単票数 計1366348 的中 ��� 1416（224番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．3―50．2―1：02．7―1：15．0―1：27．2―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンダイラ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 エアジハード デビュー 2012．12．9 中山2着

2010．2．26生 牡4鹿 母 ヒカルマイゴール 母母 クライウィズジョイ 17戦4勝 賞金 46，125，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ケツァルコアトル号
（非抽選馬） 1頭 リーゼントブルース号
※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。



3306912月21日 晴 稍重 （26中山4）第6日 第9競走 ��
��1，600�ひ い ら ぎ 賞

発走14時05分 （芝・右・外）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

814 キャットコイン 牝2栗 54 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 436＋ 21：35．1 18．6�

610 アドマイヤピンク 牝2栗 54 丸山 元気近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：35．31� 121．0�
58 ロッカフラベイビー 牝2黒鹿54 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428－ 21：35．4� 7．1�
34 マ リ オ ー ロ 牡2鹿 55 内田 博幸菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 クビ 13．4�
57 マイネルグルマン 牡2鹿 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 洞	湖 レイクヴィラファーム 490＋ 21：35．71
 14．9	
711 ジャズファンク 牡2鹿 55 石橋 脩市川 義美氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 488＋12 〃 クビ 6．1

69 ト ゥ ル ッ リ 牡2芦 55 後藤 浩輝�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 474± 01：35．8クビ 16．5�
45 アンブリカル 牝2青鹿54 吉田 豊上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 430－ 61：36．11
 33．6�
46 ラ ミ ー ロ 牡2栗 55 丸田 恭介門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 452± 01：36．2
 237．1
813 キングイマデショウ 牡2鹿 55 江田 照男首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 464－ 2 〃 クビ 143．8�
22 レッドブラッサム 牝2黒鹿54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 440＋101：37．05 8．6�
11 ホワイトエレガンス 牝2芦 54 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 466＋ 41：37．1� 52．0�
33 コスモキーマン 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 川越ファーム 466＋ 81：37．52� 74．3�
712 ミッキーユニバース 牡2鹿 55 G．ブノワ 野田みづき氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 534－ 21：37．71� 2．0�

（仏）

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，050，000円 複勝： 67，513，800円 枠連： 29，071，800円
馬連： 123，929，800円 馬単： 69，234，300円 ワイド： 50，468，100円
3連複： 135，110，900円 3連単： 230，720，000円 計： 758，098，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 530円 � 1，830円 � 260円 枠 連（6－8） 7，410円

馬 連 �� 65，920円 馬 単 �� 112，390円

ワ イ ド �� 13，660円 �� 1，660円 �� 6，760円

3 連 複 ��� 145，800円 3 連 単 ��� 1，122，630円

票 数

単勝票数 計 520500 的中 � 22382（8番人気）
複勝票数 計 675138 的中 � 32545（8番人気）� 8415（12番人気）� 79114（2番人気）
枠連票数 計 290718 的中 （6－8） 3039（21番人気）
馬連票数 計1239298 的中 �� 1457（69番人気）
馬単票数 計 692343 的中 �� 462（131番人気）
ワイド票数 計 504681 的中 �� 939（68番人気）�� 8027（17番人気）�� 1907（54番人気）
3連複票数 計1351109 的中 ��� 695（197番人気）
3連単票数 計2307200 的中 ��� 149（1210番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．6―46．4―58．7―1：10．9―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

キャットコイン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．10．11 東京1着

2012．3．4生 牝2栗 母 ストレイキャット 母母 ローミンレイチェル 2戦2勝 賞金 17，115，000円
〔騎手変更〕 トゥルッリ号の騎手横山典弘は，第5競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。
〔制裁〕 マリオーロ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戒告。（被害馬：2番）
〔その他〕 ミッキーユニバース号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ミッキーユニバース号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年1月21日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3307012月21日 晴 不良 （26中山4）第6日 第10競走 ��
��1，200�

ちゅうとう

仲冬ステークス
発走14時40分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

612 ゴーイングパワー 牡5鹿 57 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 500－ 41：09．6 5．4�
815 マキャヴィティ 牡3栗 56 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 508＋121：09．92 4．1�
48 エリアコンプリート 牡5栗 57 吉田 豊前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 460－ 41：10．0� 24．1�
611	 インディーズゲーム 牡6鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 478＋ 6 〃 クビ 13．0�
11 タマブラックホール 牡5黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 520＋ 41：10．1クビ 4．3�
713 フォルテリコルド 牡5鹿 57 武士沢友治 	サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 554＋181：10．31 107．8

36 サウスビクトル 牡5黒鹿57 木幡 初広南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 470± 01：10．4
 29．6�
12 リックムファサ 牡6鹿 57 伴 啓太山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 476＋ 41：10．61� 99．1�
510	 ローレンルーナ 牡5鹿 57 江田 照男林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 488± 01：10．81� 32．5
35 � ク ロ タ カ 牝5黒鹿55 嶋田 純次	槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 496－ 4 〃 クビ 37．8�
714 トップフライアー 牡5青鹿57 丹内 祐次井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 B504＋ 8 〃 アタマ 77．2�
816 ピオニエトウショウ 牝5鹿 55 丸田 恭介トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 448＋141：10．9クビ 77．4�
59 フルヒロボーイ 牡5鹿 57 嘉藤 貴行古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 B534＋16 〃 ハナ 10．6�
24 ラピダメンテ 3栗 56 三浦 皇成 	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 478－ 2 〃 クビ 4．6�
47 エステーラブ 牝7青鹿55 木幡 初也齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 472＋ 81：11．0
 227．4�
23 � セ イ ラ 牝5栗 55 内田 博幸萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 484＋241：11．1クビ 37．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，706，500円 複勝： 74，953，600円 枠連： 38，375，400円
馬連： 160，749，500円 馬単： 73，148，300円 ワイド： 65，535，400円
3連複： 192，558，200円 3連単： 286，871，200円 計： 938，898，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 200円 � 590円 枠 連（6－8） 970円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，820円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 10，680円 3 連 単 ��� 45，620円

票 数

単勝票数 計 467065 的中 � 68526（4番人気）
複勝票数 計 749536 的中 � 105634（4番人気）� 111130（3番人気）� 26259（8番人気）
枠連票数 計 383754 的中 （6－8） 30629（4番人気）
馬連票数 計1607495 的中 �� 80535（6番人気）
馬単票数 計 731483 的中 �� 16741（13番人気）
ワイド票数 計 655354 的中 �� 26763（6番人気）�� 9070（19番人気）�� 6736（26番人気）
3連複票数 計1925582 的中 ��� 13511（30番人気）
3連単票数 計2868712 的中 ��� 4559（127番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―11．8―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．3―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．1
3 ・（4，9）12（6，14）11（10，13）（3，15）（1，8）2，5，7，16 4 ・（4，9）12（6，14）11（10，13）（3，15）（1，8）2，5（7，16）

勝馬の
紹 介

ゴーイングパワー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．7．24 京都1着

2009．5．30生 牡5鹿 母 クインネージュ 母母 クールネージュ 26戦3勝 賞金 85，514，000円
［他本会外：2戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アメージングタクト号・アルベルティ号・エーシングリズリー号・グランプリナイト号・コウユーサムライ号・

ハーロンベイ号・ヘアーオブザドッグ号・ローブドヴルール号

１レース目



3307112月21日 晴 稍重 （26中山4）第6日 第11競走 ��
��1，800�ディセンバーステークス

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：44．9
1：43．9

良
良

812	 レッドレイヴン 牡4青鹿56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli
& Bobby Flay 518＋ 21：48．2 2．2�

69 ス ピ リ タ ス 
9栗 56 丸田 恭介 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 446± 01：48．52 57．1�
813 マックスドリーム 
7青鹿56 G．ブノワ 山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 538－121：48．71� 5．5�

（仏）

45 ヒラボクディープ 牡4黒鹿56 大野 拓弥�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 502＋ 6 〃 アタマ 34．7�
57 ウインマーレライ 牡3黒鹿55 松岡 正海�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 510＋ 21：48．8� 9．4	
11 ムーンリットレイク 牡6鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 クビ 8．3

710 フレージャパン 牡5栗 56 三浦 皇成難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 476＋ 21：49．01� 35．9�
44 	 ヒ ュ ウ マ 牡4鹿 56 内田 博幸林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 498－ 6 〃 ハナ 7．3�
68 マイネグレヴィル 牝3鹿 53 石橋 脩 �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 474＋ 41：49．1クビ 21．5
56 ル ナ 牡5芦 56 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 488＋161：49．31� 19．7�
22 コスモオオゾラ 牡5鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 510＋261：49．4 109．6�
33 フィロパトール 牝5鹿 54 津村 明秀高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 478＋ 61：49．5� 18．4�
711 フェスティヴタロー 牡5栗 56 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 506＋10 〃 アタマ 36．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 77，442，400円 複勝： 103，694，700円 枠連： 67，369，000円
馬連： 268，881，200円 馬単： 137，011，400円 ワイド： 98，525，700円
3連複： 321，152，400円 3連単： 567，498，800円 計： 1，641，575，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 730円 � 170円 枠 連（6－8） 1，320円

馬 連 �� 6，870円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 320円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 9，330円 3 連 単 ��� 43，630円

票 数

単勝票数 計 774424 的中 � 276465（1番人気）
複勝票数 計1036947 的中 � 310272（1番人気）� 22062（11番人気）� 159023（2番人気）
枠連票数 計 673690 的中 （6－8） 39539（5番人気）
馬連票数 計2688812 的中 �� 30329（25番人気）
馬単票数 計1370114 的中 �� 11362（34番人気）
ワイド票数 計 985257 的中 �� 12236（28番人気）�� 92678（1番人気）�� 7067（41番人気）
3連複票数 計3211524 的中 ��� 25792（34番人気）
3連単票数 計5674988 的中 ��� 9428（149番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．7―12．3―12．1―12．8―12．0―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．7―48．0―1：00．1―1：12．9―1：24．9―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

	レッドレイヴン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2012．7．1 函館1着

2010．3．4生 牡4青鹿 母 Wonder Again 母母 Ameriflora 14戦5勝 賞金 126，198，000円
〔騎手変更〕 ヒラボクディープ号の騎手横山典弘は，第5競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。
※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。

3307212月21日 晴 稍重 （26中山4）第6日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時00分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

23 サンマルホウセキ 牝3鹿 54 田中 勝春相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 438－ 21：36．0 4．9�
47 コスモミレネール 牝5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 6 〃 クビ 13．4�
611 ボブキャット 牡4鹿 57 内田 博幸村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 524＋ 41：36．1� 20．1�
35 レッドマニッシュ 牝4黒鹿55 G．ブノワ �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500＋ 21：36．2クビ 6．9�

（仏）

46 チョコレートバイン 牝3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 436－ 4 〃 アタマ 4．8	
22 カ ケ ダ シ 牡4鹿 57 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 514＋16 〃 ハナ 209．7

34 	 クリノハッチャン 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 464＋ 4 〃 ハナ 163．3�
712 ニシノミチシルベ 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 B464－ 41：36．41
 6．5�
814 ディープサウンド 牡6鹿 57 柴田 善臣増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 482＋161：36．5� 37．8
11 シルバーレイショウ 牡5芦 57 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋10 〃 アタマ 32．5�
713	 モ シ モ シ 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 416± 01：36．6クビ 42．3�
815� ダークマレイン 牝5鹿 55 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 462＋ 8 〃 クビ 14．7�
59 ナモンレジェンド 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 518＋101：36．7クビ 59．2�
610 ゼログラヴィティー 牡5黒鹿 57

54 ▲原田 和真吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 470－ 41：36．91
 146．9�
58 � アメリカンダイナー 5鹿 57

54 ▲石川裕紀人吉澤 克己氏 相沢 郁 米
Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

480－ 21：37．11� 4．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 49，511，600円 複勝： 72，450，100円 枠連： 42，401，600円
馬連： 160，806，100円 馬単： 75，486，100円 ワイド： 65，139，600円
3連複： 186，787，100円 3連単： 312，544，700円 計： 965，126，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 330円 � 590円 枠 連（2－4） 820円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 5，160円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 2，010円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 21，820円 3 連 単 ��� 90，060円

票 数

単勝票数 計 495116 的中 � 79713（3番人気）
複勝票数 計 724501 的中 � 117578（2番人気）� 53983（6番人気）� 27238（8番人気）
枠連票数 計 424016 的中 （2－4） 39625（1番人気）
馬連票数 計1608061 的中 �� 42001（11番人気）
馬単票数 計 754861 的中 �� 10962（23番人気）
ワイド票数 計 651396 的中 �� 17246（11番人気）�� 8289（23番人気）�� 5435（35番人気）
3連複票数 計1867871 的中 ��� 6420（71番人気）
3連単票数 計3125447 的中 ��� 2516（291番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．2―48．2―1：00．4―1：12．4―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

サンマルホウセキ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．19 東京5着

2011．4．4生 牝3鹿 母 キミホウセキ 母母 オ ロ ー ル 12戦3勝 賞金 31，830，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 チョコレートバイン号の騎手横山典弘は，第5競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。
※出走取消馬 ゴールドカルラ号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３レース目



（26中山4）第6日 12月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 183頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

212，660，000円
13，920，000円
1，460，000円
19，070，000円
71，758，500円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
444，730，700円
709，920，600円
333，691，200円
1，228，581，900円
655，785，100円
555，050，300円
1，459，553，500円
2，311，277，900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 7，698，591，200円

総入場人員 27，464名 （有料入場人員 23，512名）
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