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3306112月20日 晴 良 （27中山5）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）

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

510 アートラヴァー 牝2栗 54 柴田 大知 P.S．スライ氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：13．4 4．0�
611 ヤマイチジャスティ 牝2鹿 54 内田 博幸坂本 肇氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 476－ 21：13．5� 4．8�
48 ロードインスパイア 牡2青鹿55 三浦 皇成 �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 450－ 4 〃 クビ 2．3�
12 マイティジャック 牡2黒鹿 55

53 △石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 446－ 81：13．6� 70．9�

59 アンデスコンドル 牡2鹿 55
52 ▲井上 敏樹 �スピードファーム佐藤 吉勝 浦河 谷川牧場 484＋ 61：14．02� 36．7	

11 シンキングカミユ 牝2鹿 54 柴山 雄一野谷 美千氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 430＋12 〃 アタマ 63．0

36 ラインスラッガー 牡2鹿 55 H．ボウマン 大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 松本 信行 478＋ 21：14．63� 18．6�

（豪）

714 ナ ナ エ 牝2鹿 54 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 436＋ 4 〃 クビ 9．3�
24 キセキノヒーロー 牡2鹿 55

52 ▲木幡 初也�ジェイアール 黒岩 陽一 新ひだか 神垣 道弘 442＋101：14．7クビ 118．9
713 メイショウボーテ 牝2芦 54 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 日の出牧場 494－ 4 〃 クビ 9．7�
23 クインズウラヌス 牡2芦 55 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 浦河 杵臼牧場 460－ 81：15．12� 57．8�
612 ノアヴィクトリー 牝2鹿 54 的場 勇人佐山 公男氏 高木 登 平取 原田 新治 460－ 2 〃 クビ 213．6�
47 ヒロイックサーガ �2黒鹿55 西村 太一岡田 牧雄氏 新開 幸一 新冠 パカパカ

ファーム 486＋ 4 〃 アタマ 112．3�
816 タイニーアゲン 牝2栗 54 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 明仁 422± 0 〃 ハナ 392．8�
815 ラブオールミー 牝2鹿 54 村田 一誠栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 440＋101：15．52� 451．7�
35 ヤマニンサリュエ 牝2黒鹿54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 412－ 41：16．24 178．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，725，400円 複勝： 34，068，300円 枠連： 15，019，200円
馬連： 57，465，800円 馬単： 32，917，900円 ワイド： 32，494，800円
3連複： 76，857，500円 3連単： 105，383，600円 計： 374，932，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（5－6） 1，090円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 370円 �� 200円 �� 230円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 5，250円

票 数

単勝票数 計 207254 的中 � 41137（2番人気）
複勝票数 計 340683 的中 � 61554（2番人気）� 59640（3番人気）� 112154（1番人気）
枠連票数 計 150192 的中 （5－6） 10634（5番人気）
馬連票数 計 574658 的中 �� 39104（4番人気）
馬単票数 計 329179 的中 �� 13036（7番人気）
ワイド票数 計 324948 的中 �� 19585（3番人気）�� 44849（1番人気）�� 37256（2番人気）
3連複票数 計 768575 的中 ��� 85235（1番人気）
3連単票数 計1053836 的中 ��� 14540（11番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―12．2―12．8―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．9―47．7―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アートラヴァー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．9．5 新潟2着

2013．4．13生 牝2栗 母 ギャラリートーク 母母 ヒットザスポット 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 タイニーアゲン号の騎手岩部純二は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番・13番）

マイティジャック号の騎手石川裕紀人は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：3番・4番・
5番）

※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 エルフリーデ号・ノボドラゴ号・ハネト号・ペイシャスナッチ号・ラッキースピード号
※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20日 晴 良 （27中山5）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

23 サンアンダーソン 牡2栗 55 内田 博幸加藤 信之氏 岩戸 孝樹 様似 様似共栄牧場 538＋ 61：55．6 4．4�
47 ルミナリースピン 牡2栗 55 戸崎 圭太中村 昭博氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 41：55．7� 3．5�
11 ニシノファルコン 牡2黒鹿55 大庭 和弥西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 B464－ 41：56．12� 6．2�
22 キタノイチジョー 牡2鹿 55 柴山 雄一河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 476＋ 21：56．95 39．9�
35 カ ム イ 牡2鹿 55 柴田 善臣川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 464－ 2 〃 ハナ 6．4�
611 ウインバーニング 牡2鹿 55 三浦 皇成�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 454－ 61：57．11	 51．0	
58 ニシノナナツボシ 牡2青鹿55 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 448＋ 2 〃 クビ 5．8

34 ウィーバービル 牡2栗 55

53 △石川裕紀人 �サンデーレーシング 木村 哲也 浦河 中村 雅明 524－ 61：57．41� 23．1�
814 グットドディユ 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 藤原牧場 484＋ 61：57．5クビ 12．5
712 ビレッジエンパイア 牡2鹿 55 江田 照男村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 482＋ 61：59．110 57．0�
610 ライクアストン 牡2黒鹿55 大野 拓弥宇田 豊氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－101：59．31	 104．8�
815 コスモラピッド 牡2栗 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 上原 博之 むかわ 平岡牧場 508－ 81：59．5� 192．5�
59 ピ ア レ ッ ジ 牡2鹿 55

52 ▲井上 敏樹平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 462－ 42：00．35 233．2�
713 アイトラッキング 牡2栗 55 H．ボウマン 吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 534＋ 8 〃 アタマ 19．3�

（豪）

46 ダーウィンノオシエ 牡2黒鹿55 村田 一誠福田 光博氏 加藤 和宏 日高 株式会社カ
ネツ牧場 B448－ 22：02．5大差 352．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，745，600円 複勝： 37，237，000円 枠連： 13，526，300円
馬連： 58，070，300円 馬単： 29，205，300円 ワイド： 31，029，400円
3連複： 74，126，100円 3連単： 95，470，000円 計： 361，410，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 140円 � 170円 枠 連（2－4） 740円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 320円 �� 410円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 7，280円

票 数

単勝票数 計 227456 的中 � 41034（2番人気）
複勝票数 計 372370 的中 � 72503（1番人気）� 72388（2番人気）� 51898（3番人気）
枠連票数 計 135263 的中 （2－4） 14092（1番人気）
馬連票数 計 580703 的中 �� 52271（1番人気）
馬単票数 計 292053 的中 �� 11414（2番人気）
ワイド票数 計 310294 的中 �� 26411（1番人気）�� 19021（2番人気）�� 13574（5番人気）
3連複票数 計 741261 的中 ��� 37044（1番人気）
3連単票数 計 954700 的中 ��� 9499（5番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．8―13．3―12．6―12．8―13．1―13．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．1―50．4―1：03．0―1：15．8―1：28．9―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンアンダーソン �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2015．10．11 東京14着

2013．4．20生 牡2栗 母 オ ウ バ イ 母母 ツ キ ヒ メ 5戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダーウィンノオシエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月20日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 ミッキーハスラー号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕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。
（非抽選馬） 1頭 ダイメイキング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 中山競馬 第６日



3306312月20日 晴 良 （27中山5）第6日 第3競走 ��
��1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

815 ハートイズハート 牡2栗 55 柴山 雄一北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 462＋101：08．9 8．5�
23 ラベンダーメモリー 牝2鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B432－ 21：09．0� 11．9�
47 キーウエスト 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 462＋ 21：09．1クビ 2．8�
12 プエルトプリンセサ 牝2鹿 54 三浦 皇成丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 420＋ 2 〃 ハナ 24．7�
35 ショコラーチ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 444－ 2 〃 クビ 2．8�
24 テンプルツリー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 432－ 61：09．63 11．8	
59 ジ ュ リ ア ス 牡2黒鹿55 柴田 大知池田 草龍氏 高橋 祥泰 新冠 上井農場 472＋221：10．13 45．7

611 シャンボール 牝2栗 54 西村 太一�ミルファーム 高市 圭二 日高 正和山本牧場 424＋ 41：10．31� 16．5�
612 タニマサガール 牝2鹿 54 村田 一誠谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 416＋ 21：10．51	 37．0
11 
 ワールドフォース 牝2鹿 54 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 愛 Glenvale

Stud 446＋101：10．6� 30．0�
510 ルルインザレイン 牝2鹿 54 大野 拓弥伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 458± 01：10．7クビ 21．0�
714 モリガンドール 牝2栗 54 吉田 豊古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 服部 健太郎 414＋ 2 〃 アタマ 144．0�
36 セイカマルカート 牝2栗 54 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 日高 中川 欽一 412－ 61：11．01� 400．6�
48 ミ シ ェ ル 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也スリースターズレーシング 松永 康利 新冠 長浜 秀昭 396－12 〃 ハナ 88．5�
713 クラウンロマン 牝2芦 54 松岡 正海矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 448－ 41：11．53 210．8�
816 ハットヴィルゴ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 438＋ 41：17．6大差 199．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，192，500円 複勝： 33，914，600円 枠連： 17，647，800円
馬連： 63，614，300円 馬単： 35，584，000円 ワイド： 34，463，400円
3連複： 78，430，400円 3連単： 109，451，900円 計： 398，298，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 340円 � 260円 � 160円 枠 連（2－8） 3，040円

馬 連 �� 7，310円 馬 単 �� 10，800円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 870円 �� 540円

3 連 複 ��� 7，820円 3 連 単 ��� 54，610円

票 数

単勝票数 計 251925 的中 � 23462（3番人気）
複勝票数 計 339146 的中 � 21749（6番人気）� 31395（3番人気）� 68015（2番人気）
枠連票数 計 176478 的中 （2－8） 4486（14番人気）
馬連票数 計 636143 的中 �� 6737（23番人気）
馬単票数 計 355840 的中 �� 2469（35番人気）
ワイド票数 計 344634 的中 �� 3700（27番人気）�� 10181（9番人気）�� 17488（2番人気）
3連複票数 計 784304 的中 ��� 7514（28番人気）
3連単票数 計1094519 的中 ��� 1453（170番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．4―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハートイズハート �
�
父 アンライバルド �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．6．7 東京8着

2013．2．14生 牡2栗 母 タオルミーナ 母母 ジ ャ ビ ラ バ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ハットヴィルゴ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ハットヴィルゴ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年1月20日まで出走できない。
※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 ドラゴンザムライ号・マロンバニラ号

3306412月20日 晴 良 （27中山5）第6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

48 キャニオンロード 牡2鹿 55 H．ボウマン �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：48．4 6．5�
（豪）

611 アップクォーク 牡2黒鹿55 柴山 雄一 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 486－ 81：48．61� 6．5�
36 ヴィガーエッジ 牡2鹿 55 横山 典弘島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 476－ 81：48．81� 20．8�
714 コスモジャーベ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 470＋ 21：49．11� 23．4�
59 ドラゴンテリー 牡2鹿 55 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 448＋ 21：49．2� 1．8	
815 エレクトロポップ 牡2青鹿55 柴田 善臣 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 508± 0 〃 クビ 6．9

12 シーサイドチャペル 牝2青鹿54 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 21：49．3クビ 28．7�
11 ウインヴォラーレ 牡2黒鹿55 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 8 〃 アタマ 21．4
510 コウキチョウサン 牡2鹿 55 田中 勝春�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 448＋ 21：49．51� 55．5�
23 アクティベート 牝2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹下河辺隆行氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 448± 0 〃 クビ 158．5�
612 ビッグランチ 牡2栗 55 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 454＋ 61：49．6� 65．0�
47 レッドミュール 牝2黒鹿54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 6 〃 アタマ 113．3�
713 リップルトウショウ 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 初也トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 436± 01：49．81� 52．4�
35 マイネルラザンツ 牡2芦 55

53 △石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 藤沢牧場 498＋ 8 〃 アタマ 41．8�

816 サンカーニー 牝2芦 54 岩部 純二加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 448－ 41：49．9クビ 720．8�
24 オリエンタルアデル 牝2鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 394－ 21：50．53� 410．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，961，400円 複勝： 56，137，300円 枠連： 19，017，000円
馬連： 70，962，200円 馬単： 43，229，700円 ワイド： 40，692，900円
3連複： 92，990，500円 3連単： 133，876，800円 計： 491，867，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 230円 � 550円 枠 連（4－6） 2，020円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，430円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 42，250円

票 数

単勝票数 計 349614 的中 � 42837（2番人気）
複勝票数 計 561373 的中 � 69750（3番人気）� 70500（2番人気）� 22332（6番人気）
枠連票数 計 190170 的中 （4－6） 7294（7番人気）
馬連票数 計 709622 的中 �� 28564（6番人気）
馬単票数 計 432297 的中 �� 7750（14番人気）
ワイド票数 計 406929 的中 �� 17347（6番人気）�� 7153（12番人気）�� 5537（17番人気）
3連複票数 計 929905 的中 ��� 7692（27番人気）
3連単票数 計1338768 的中 ��� 2297（124番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．8―12．4―12．2―12．2―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．0―48．4―1：00．6―1：12．8―1：24．7―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

キャニオンロード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．12 東京5着

2013．3．24生 牡2鹿 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 キャニオンロード号の騎手H．ボウマンは，1コーナー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・6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。
（非当選馬） 1頭 ユッセ号
※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20日 晴 良 （27中山5）第6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）

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

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

714 オルレアンローズ 牝2鹿 54 江田 照男 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新冠 ヒカル牧場 472 ―1：37．0 2．8�

24 マ ー ヤ 牝2鹿 54 柴山 雄一中田 和宏氏 小笠 倫弘 平取 船越 伸也 444 ―1：37．1� 13．0�
816 ブリガアルタ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 438 ―1：37．52� 6．6�
48 ポ テ ン ツ ァ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新ひだか キヨミネ牧場 464 ―1：37．71� 22．8�
11 キュートガール 牝2青鹿54 内田 博幸古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 416 ―1：37．91 32．2	
23 オルティンド 牝2栗 54 西村 太一�ミルファーム 大和田 成 千歳 社台ファーム 388 ― 〃 クビ 68．2

510 ビュウイモン 牝2鹿 54 二本柳 壮井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 430 ― 〃 クビ 34．3�
713 キープサニーハート 牝2鹿 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 浦河 丸村村下

ファーム 466 ―1：38．11� 130．1�
35 ユ キ ハ ナ 牝2芦 54 戸崎 圭太藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 462 ― 〃 クビ 5．5
36 ハーマイオニー 牝2栗 54 村田 一誠薪浦 英稔氏 吉村 圭司 新ひだか 秋田育成牧場 434 ―1：38．31� 8．3�
611 エンドレスブルー 牝2鹿 54 武士沢友治 �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 434 ― 〃 アタマ 157．5�
47 サンシャインベビー 牝2黒鹿54 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 新ひだか 松本牧場 462 ―1：38．51 122．0�
59 ヤシマスマイル 牝2栗 54 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 420 ―1：38．71� 7．7�
612 タイセイスピカ 牝2鹿 54 伊藤 工真田中 成奉氏 池上 昌和 日高 菊地牧場 404 ― 〃 アタマ 91．8�
815 シアヌークビル 牝2黒鹿54 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 434 ― 〃 アタマ 12．7�
12 チ ェ ル キ ー 牝2栗 54 荻野 琢真 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下農場 426 ―1：38．8� 103．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，028，400円 複勝： 32，498，400円 枠連： 22，860，300円
馬連： 61，478，200円 馬単： 33，572，500円 ワイド： 29，767，800円
3連複： 71，617，300円 3連単： 92，512，900円 計： 369，335，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 300円 � 200円 枠 連（2－7） 1，590円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 740円 �� 420円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 17，280円

票 数

単勝票数 計 250284 的中 � 70860（1番人気）
複勝票数 計 324984 的中 � 76956（1番人気）� 22416（6番人気）� 38795（3番人気）
枠連票数 計 228603 的中 （2－7） 11085（7番人気）
馬連票数 計 614782 的中 �� 27331（5番人気）
馬単票数 計 335725 的中 �� 9902（6番人気）
ワイド票数 計 297678 的中 �� 10126（5番人気）�� 19531（1番人気）�� 5202（19番人気）
3連複票数 計 716173 的中 ��� 14219（10番人気）
3連単票数 計 925129 的中 ��� 3880（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．6―49．3―1：01．6―1：13．6―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オルレアンローズ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2013．5．2生 牝2鹿 母 テンザンローズ 母母 コウエイシャダイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 サンシャインベビー号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サンシャインベビー号は，平成27年12月21日から平成28年1月11日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 カフジビーナス号・カルメンティス号・キマリ号・スターズレディ号・セラグリーン号・トウカイミーロ号・

トキメキユキチャン号・ユキノアプローズ号

3306612月20日 晴 良 （27中山5）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時35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

713 イーガーアフェクト 牡2黒鹿55 内田 博幸髙樽さゆり氏 高木 登 浦河 上山牧場 496 ―1：14．3 6．9�
611 ラディアーヌ 牝2鹿 54 柴田 善臣村山 正道氏 田中 清隆 新ひだか 三石橋本牧場 466 ― 〃 ハナ 98．2�
510 トウショウアパッチ 牡2鹿 55 武士沢友治トウショウ産業� 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472 ― 〃 クビ 13．7�
36 サンライズムーヴ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 460 ―1：14．61� 4．9�
816 ア ジ ロ 牝2栗 54 三浦 皇成永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 468 ―1：14．81� 3．2�
23 ラヴリーハット 牝2鹿 54 柴山 雄一岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 木村牧場 476 ―1：15．54 4．9	
35 シャスールニング 牡2栗 55 田中 勝春キャピタルクラブ 加藤 和宏 平取 有限会社中

田牧場 428 ―1：15．6クビ 67．1

612 ビークイック 牡2栗 55 大野 拓弥 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 470 ― 〃 アタマ 34．8�
11 クラウンノキセキ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行�クラウン 田島 俊明 新ひだか 三木田 明仁 496 ― 〃 アタマ 82．8
24 タケノスカーレット 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎竹原 孝昭氏 蛯名 利弘 浦河 大道牧場 430 ―1：15．91� 55．4�
48 ホームルーム 牝2青 54 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448 ― 〃 クビ 22．6�
815 ステイツマインド 牝2芦 54

51 ▲木幡 初也手嶋 康雄氏 竹内 正洋 新冠 奥山 博 412 ―1：16．0� 202．5�
47 マイネルセイヴァー 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 浦河 一珍棒牧場 496 ―1：16．2� 39．5�
12 マイウェイレコード 牡2黒鹿55 吉田 豊塩田 清氏 堀井 雅広 新冠 森 牧場 476 ―1：16．3� 7．0�
59 ア ラ ヒ キ リ 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 486 ―1：16．93� 86．1�
714 サ ツ カ ン 牡2栗 55 荻野 琢真 IHR 根本 康広 新冠 オリエント牧場 514 ―1：19．3大差 261．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，836，000円 複勝： 35，122，400円 枠連： 16，743，100円
馬連： 58，294，000円 馬単： 30，436，900円 ワイド： 29，618，200円
3連複： 68，322，300円 3連単： 88，177，200円 計： 353，550，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 260円 � 1，410円 � 310円 枠 連（6－7） 7，940円

馬 連 �� 28，230円 馬 単 �� 45，290円

ワ イ ド �� 5，960円 �� 1，220円 �� 8，260円

3 連 複 ��� 66，460円 3 連 単 ��� 351，250円

票 数

単勝票数 計 268360 的中 � 30671（4番人気）
複勝票数 計 351224 的中 � 39431（4番人気）� 5503（11番人気）� 30974（6番人気）
枠連票数 計 167431 的中 （6－7） 1634（25番人気）
馬連票数 計 582940 的中 �� 1600（56番人気）
馬単票数 計 304369 的中 �� 504（94番人気）
ワイド票数 計 296182 的中 �� 1262（54番人気）�� 6476（13番人気）�� 907（62番人気）
3連複票数 計 683223 的中 ��� 771（141番人気）
3連単票数 計 881772 的中 ��� 182（762番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．2―12．7―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―36．0―48．7―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イーガーアフェクト �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2013．2．5生 牡2黒鹿 母 クールアンフルール 母母 フレッシュミドリ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アルコバッサ号・オーキッドメモリー号・クレイジーインラヴ号・シゲルサメイワシ号・シゲルトゲフグ号・

シルバードリーム号・パミーナコラッジョ号・プログレスウェイ号



3306712月20日 晴 良 （27中山5）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

23 ナ ス カ ザ ン 牝3鹿 54
51 ▲木幡 初也小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B468－ 21：54．5 11．7�

713 マカワオクイーン 牝3栗 54 柴山 雄一金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 480＋ 41：54．81� 7．7�

35 � ラゴディラゴライ 牝5鹿 55 戸崎 圭太佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：55．01� 9．3�
815 オトメチャン 牝3鹿 54 三浦 皇成島田 久氏 高柳 瑞樹 新ひだか 野坂牧場 506＋ 2 〃 ハナ 3．8�
510 ナイトブルーミング 牝5芦 55 吉田 豊平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 468－ 21：55．21	 27．8�
612� ピンクシャドウ 牝4栗 55 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 488± 0 〃 アタマ 13．2	
11 スカーボロフェア 牝3鹿 54 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B436＋ 81：55．3クビ 37．8

12 ルノンキュール 牝3黒鹿 54

52 △石川裕紀人山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 488＋ 41：55．51	 2．6�
48 カゼニモマケズ 牝3栗 54 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 444＋ 51：56．03 288．8�
47 カズノネネヒメ 牝3鹿 54 大野 拓弥鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 谷川牧場 444－ 21：56．21 109．2
611 アイヅラブリー 牝4鹿 55 村田 一誠真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 476－ 2 〃 クビ 233．9�
714 ク ー ト ネ イ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 平取 船越 伸也 B462－ 81：56．4� 34．3�
36 ニシノミチシルベ 牝4鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 B480＋181：57．03	 19．9�
59 ヒラボクレジーナ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹�平田牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 468＋ 21：58．610 165．8�
816� エムエイティグラン 牝3鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 434－161：58．7クビ 436．5�
24 ワラッチャオ 牝3青鹿54 横山 典弘小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 478± 0 （競走中止） 17．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，830，500円 複勝： 47，359，400円 枠連： 23，237，100円
馬連： 83，979，700円 馬単： 40，383，000円 ワイド： 43，895，500円
3連複： 102，655，000円 3連単： 130，752，100円 計： 506，092，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 310円 � 230円 � 290円 枠 連（2－7） 1，900円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 8，120円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，260円 �� 910円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 62，070円

票 数

単勝票数 計 338305 的中 � 23105（5番人気）
複勝票数 計 473594 的中 � 38629（5番人気）� 56403（3番人気）� 41174（4番人気）
枠連票数 計 232371 的中 （2－7） 9450（9番人気）
馬連票数 計 839797 的中 �� 16841（12番人気）
馬単票数 計 403830 的中 �� 3728（32番人気）
ワイド票数 計 438955 的中 �� 9769（13番人気）�� 8836（14番人気）�� 12571（9番人気）
3連複票数 計1026550 的中 ��� 8489（30番人気）
3連単票数 計1307521 的中 ��� 1527（201番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．8―48．5―1：01．4―1：14．7―1：28．0―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．8
1
3
12－9－2－（4，14）13，15－5（1，16）10，8，3－（6，11）＝7
12（9，2，13）5（14，15）（1，10）－4（3，8）－11，6，16－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナ ス カ ザ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2014．9．13 新潟18着

2012．2．22生 牝3鹿 母 ルーズブルーマーズ 母母 Late Bloomer 13戦2勝 賞金 18，850，000円
〔発走状況〕 カズノネネヒメ号・ピンクシャドウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ワラッチャオ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ピンクシャドウ号は，発走調教再審査。

3306812月20日 晴 良 （27中山5）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時35分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

714� スティンライクビー 牡3青鹿56 吉田 豊 �ローレルレーシング 田村 康仁 青森 ワールドファーム 466－ 31：11．5 6．8�
48 ケルシャンス 牝4鹿 55

53 △石川裕紀人 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 434－ 41：12．03 20．6�
816 ス ズ ダ リ ア 牝3鹿 54 内田 博幸小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 462＋12 〃 クビ 12．5�
47 ア サ マ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480± 01：12．1� 4．9�
59 � サダムリスペクト 牡3鹿 56 柴田 善臣大西美生子氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 464＋ 61：12．2クビ 9．0	
36 ツウローゼズ 牝3黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 464＋ 2 〃 クビ 40．1

713 スレッジハンマー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 482＋ 81：12．3クビ 27．2�

12 カシノスティーヴ 牡4栗 57 柴山 雄一柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 516＋ 21：12．4� 10．9�
23 ウインヴォイジャー 牡4芦 57 柴田 大知�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 542＋ 41：12．71� 2．4
35 � ミ ュ ー ル 牝5栗 55 三浦 皇成国田 正忠氏 奥村 武 新ひだか ヒサイファーム 440± 01：12．8� 90．4�
11 ヨイチナデシコ 牝3鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 500＋101：12．9� 141．5�
510 デ ュ ナ ト ス 牡4青鹿57 H．ボウマン �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 B504＋ 61：13．22 71．3�
（豪）

612 スリーデーモン 牡5青鹿57 二本柳 壮永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 538＋ 61：13．41	 442．3�
611 フジマサレジェンド 牡4芦 57

54 ▲野中悠太郎藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 528－ 21：13．61 332．4�
815 ダイワパフォーム 牡3栗 56 田中 勝春大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 464－ 41：14．23� 17．4�
24 � フ ァ ミ ー ユ 牡5黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452± 01：14．3クビ 362．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，677，300円 複勝： 58，545，900円 枠連： 28，141，900円
馬連： 110，305，400円 馬単： 54，826，100円 ワイド： 56，823，700円
3連複： 138，267，900円 3連単： 186，221，700円 計： 677，809，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 360円 � 450円 � 420円 枠 連（4－7） 1，720円

馬 連 �� 8，200円 馬 単 �� 13，990円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 1，840円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 35，110円 3 連 単 ��� 193，700円

票 数

単勝票数 計 446773 的中 � 52503（3番人気）
複勝票数 計 585459 的中 � 44064（5番人気）� 33146（7番人気）� 36033（6番人気）
枠連票数 計 281419 的中 （4－7） 12668（8番人気）
馬連票数 計1103054 的中 �� 10424（31番人気）
馬単票数 計 548261 的中 �� 2939（55番人気）
ワイド票数 計 568237 的中 �� 5218（34番人気）�� 8022（22番人気）�� 5242（33番人気）
3連複票数 計1382679 的中 ��� 2953（106番人気）
3連単票数 計1862217 的中 ��� 697（560番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―12．0―12．0―12．1―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スティンライクビー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Singspiel

2012．4．6生 牡3青鹿 母 モーディッシュ 母母 モ テ ッ ク 6戦1勝 賞金 10，400，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ダイワパフォーム号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ダイワパフォーム号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ヒカリセット号・ヒメスズラン号・ライトフェアリー号
※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。



3306912月20日 晴 良 （27中山5）第6日 第9競走 ��
��1，800�

か と り

香 取 特 別
発走14時05分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

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
1：48．5
1：47．8

重
重

23 バスタータイプ 牡3鹿 56 内田 博幸村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 520± 01：53．9 5．4�
24 ムーンレンジャー 牡3黒鹿56 柴田 善臣大川 �史氏 本間 忍 新ひだか 岡田牧場 520＋ 41：54．21� 6．3�
714 ヴァージナル 牡3芦 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 550－ 41：54．51� 5．5�
815 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± 01：54．6	 427．4�
48 
 ドリームキラリ 牡3青 56 H．ボウマンライオンレースホース	 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC 490＋ 5 〃 クビ 18．0

（豪）

59 ト ゥ ル ッ リ 牡3芦 56 江田 照男	ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ
ファーム 480＋ 41：54．81	 48．8�

47 パッショネイトラン 牡3鹿 56 吉田 豊米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 長谷部牧場 540＋ 81：55．0� 78．9�
12 グランフィデリオ 牡4青鹿57 三浦 皇成飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 434＋ 4 〃 ハナ 53．8
36 � フレンドスイート 牝4鹿 55 武士沢友治横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 454＋ 41：55．31� 51．0�
612 ノースランドボーイ �3青 56 柴田 大知河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 502＋121：55．62 28．4�
611 アンヴァリッド 牡3栗 56 戸崎 圭太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 542＋161：55．81 3．5�
713 ラブリースター 牝6栃栗55 嘉藤 貴行長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 470± 01：55．9� 481．4�
510 ディーエスコマンド 牡5鹿 57 村田 一誠秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 500＋ 81：56．21� 234．1�
35 
 ソルティコメント 牡3栗 56 石川裕紀人窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Craig B.

Singer 456＋ 41：57．26 4．1�
11 モルダバイト �5芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B530＋ 61：57．51� 30．9�
816 アイアイエンデバー 牡6黒鹿57 松岡 正海齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 464＋ 21：58．88 221．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，086，500円 複勝： 69，581，700円 枠連： 29，950，400円
馬連： 131，341，400円 馬単： 60，274，800円 ワイド： 56，443，900円
3連複： 153，473，400円 3連単： 223，589，100円 計： 772，741，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 170円 � 190円 枠 連（2－2） 1，670円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 460円 �� 560円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 18，190円

票 数

単勝票数 計 480865 的中 � 70559（3番人気）
複勝票数 計 695817 的中 � 117750（2番人気）� 108021（3番人気）� 91052（5番人気）
枠連票数 計 299504 的中 （2－2） 13880（7番人気）
馬連票数 計1313414 的中 �� 66711（9番人気）
馬単票数 計 602748 的中 �� 18024（12番人気）
ワイド票数 計 564439 的中 �� 32909（4番人気）�� 25652（8番人気）�� 18503（10番人気）
3連複票数 計1534734 的中 ��� 38498（10番人気）
3連単票数 計2235891 的中 ��� 8910（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．9―50．3―1：03．4―1：16．2―1：28．9―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．7
1
3
・（1，8）－（3，5）6（2，10，9）14（7，11）13，4，15－（16，12）・（1，8，6）（3，2，9）（5，14）（7，10）（4，11，13）（16，15，12）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バスタータイプ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．12．13 阪神2着

2012．4．29生 牡3鹿 母 グローバルソング 母母 グロリアスバラッド 10戦3勝 賞金 44，464，000円
〔その他〕 アイアイエンデバー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アイアイエンデバー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年1月20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20日 晴 良 （27中山5）第6日 第10競走 ��
��1，200�クリスマスカップ

発走14時40分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

713 ヤマニンプチガトー 牝6栗 52 村田 一誠土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 488＋ 21：08．1 70．4�
23 ローズミラクル 牡5青鹿54 三浦 皇成 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 546＋ 2 〃 クビ 5．8�
35 カシノワルツ 牝5黒鹿53 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B458＋ 8 〃 ハナ 8．7�
48 � イエスイットイズ 牡6鹿 53 伊藤 工真薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 518－ 81：08．2� 208．0�
816 サ ザ ナ ミ 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 402± 01：08．3� 3．1	
59 モンマックス 牡5鹿 54 大野 拓弥�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 530＋ 8 〃 ハナ 31．4

36 ペイシャフェリス 牝4鹿 55 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 454－ 4 〃 アタマ 4．2�
714 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 54 松岡 正海加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 478－ 61：08．4クビ 25．5�
612 アブマーシュ 牝6鹿 52 柴田 善臣伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 500＋14 〃 クビ 16．2
47 ユキノアイオロス 	7鹿 54 内田 博幸井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 486－ 41：08．5クビ 22．6�
11 カラダレジェンド 牡4鹿 55 木幡 初広子安 裕樹氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：08．6
 113．9�
815 レッドキャンティー 牝4栗 52 柴田 大知�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 450＋ 21：08．91
 137．1�
24 マジックシャトル 牡3栗 54 横山 典弘林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 506－ 41：09．22 9．6�
611� エンプレスラブ 牝6黒鹿50 井上 敏樹 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 516－ 41：09．3クビ 264．3�
510 クリノコマチ 牝4栗 52 吉田 豊栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 448－121：09．4� 31．5�
12 アンブリカル 牝3青鹿52 江田 照男上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 438＋ 21：10．57 16．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，760，100円 複勝： 78，623，400円 枠連： 45，915，600円
馬連： 174，054，800円 馬単： 79，665，700円 ワイド： 79，375，900円
3連複： 223，474，700円 3連単： 316，057，100円 計： 1，050，927，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，040円 複 勝 � 1，350円 � 220円 � 230円 枠 連（2－7） 3，810円

馬 連 �� 16，820円 馬 単 �� 44，390円

ワ イ ド �� 4，740円 �� 6，650円 �� 780円

3 連 複 ��� 46，710円 3 連 単 ��� 477，370円

票 数

単勝票数 計 537601 的中 � 6106（12番人気）
複勝票数 計 786234 的中 � 11974（12番人気）� 104598（3番人気）� 98005（4番人気）
枠連票数 計 459156 的中 （2－7） 9334（20番人気）
馬連票数 計1740548 的中 �� 8017（48番人気）
馬単票数 計 796657 的中 �� 1346（105番人気）
ワイド票数 計 793759 的中 �� 4201（54番人気）�� 2979（58番人気）�� 27697（5番人気）
3連複票数 計2234747 的中 ��� 3588（136番人気）
3連単票数 計3160571 的中 ��� 480（1040番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．9―11．3―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．2―44．5―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンプチガトー �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．10．9 京都6着

2009．2．5生 牝6栗 母 ヤマニンプチフール 母母 ワンオブアクライン 38戦5勝 賞金 106，811，000円
〔発走状況〕 モンマックス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

１レース目



3307112月20日 晴 良 （27中山5）第6日 第11競走 ��
��2，000�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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 トーセンレーヴ 牡7鹿 59 H．ボウマン 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478－ 61：59．1 5．2�
（豪）

77 スーパームーン 牡6青鹿56 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 520＋ 6 〃 クビ 3．0�
78 クランモンタナ 牡6芦 57 石川裕紀人 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 484＋ 41：59．31	 9．7�
66 マ デ イ ラ 牡6栗 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 494－ 61：59．51
 23．4�
89 コスモソーンパーク 牡7青鹿58 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 486± 01：59．6
 9．2	
810 リ ベ ル タ ス 牡7鹿 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス
 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496－ 61：59．7� 8．2�
11 � グレイスフラワー 牝6青鹿54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 476＋18 〃 ハナ 52．3�
22 クラリティシチー 牡4鹿 56 三浦 皇成 
友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 21：59．8クビ 4．3
55 フィロパトール 牝6鹿 54 江田 照男髙橋 貴士氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 472± 02：00．65 70．2�
44 セ キ シ ョ ウ 牝5青鹿54 松岡 正海山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 B510＋102：02．7大差 11．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，325，600円 複勝： 66，569，300円 枠連： 42，631，100円
馬連： 219，215，200円 馬単： 105，207，000円 ワイド： 76，934，300円
3連複： 252，895，200円 3連単： 489，220，300円 計： 1，308，998，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 130円 � 220円 枠 連（3－7） 600円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 360円 �� 770円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 9，440円

票 数

単勝票数 計 563256 的中 � 86538（3番人気）
複勝票数 計 665693 的中 � 98318（3番人気）� 155676（1番人気）� 63499（5番人気）
枠連票数 計 426311 的中 （3－7） 54364（3番人気）
馬連票数 計2192152 的中 �� 196151（2番人気）
馬単票数 計1052070 的中 �� 42715（5番人気）
ワイド票数 計 769343 的中 �� 58281（2番人気）�� 23893（13番人気）�� 39426（5番人気）
3連複票数 計2528952 的中 ��� 90307（7番人気）
3連単票数 計4892203 的中 ��� 37542（21番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―11．7―12．2―12．1―12．5―12．3―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―34．9―46．6―58．8―1：10．9―1：23．4―1：35．7―1：47．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンレーヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー 2011．2．12 京都1着

2008．3．21生 牡7鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン 24戦8勝 賞金 214，913，000円
※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20日 晴 良 （27中山5）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 10，500，000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
1：30．7
1：30．7

良
良

22 ゴットフリート 牡5栗 57
55 △石川裕紀人 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：34．6 3．3�

611 ビヨンジオール 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 498－ 21：34．91� 7．0�
610 ベストドリーム 牡4鹿 57 大野 拓弥堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 466－ 21：35．0	 18．6�
11 ロングシャドウ 牡5青鹿57 田中 勝春飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 502± 01：35．1	 130．5�
35 ホワイトウインド 牝3芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 452＋ 6 〃 ハナ 8．9�
47 ジャポニカーラ 牝3黒鹿54 横山 典弘 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 404＋ 2 〃 アタマ 16．3	
814 スターファセット 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 444± 01：35．2	 17．1

34 マイネルディアベル 牡4青鹿57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム B472＋ 2 〃 クビ 30．7�
713 サトノアッシュ 牡3鹿 56 三浦 皇成里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 486＋ 6 〃 アタマ 4．0
46 メイショウメイゲツ 牝3鹿 54 吉田 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 450－ 21：35．3クビ 19．2�
23 ローズマンブリッジ 牝5鹿 55 H．ボウマン 吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 ハナ 6．9�

（豪）

58 イレプレイスブル 牡5黒鹿 57
54 ▲木幡 初也�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 460＋ 6 〃 同着 134．6�

815 ハイアーヴォルト 牡3鹿 56 嘉藤 貴行伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 478＋ 6 〃 ハナ 177．6�
59 
 キングクリチャン 牡6栗 57

54 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B502＋ 21：35．51� 184．6�
712 ショウナンワダチ 牡4芦 57 柴山 雄一国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 484－ 41：35．6	 48．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 68，499，400円 複勝： 95，864，100円 枠連： 52，699，800円
馬連： 197，264，900円 馬単： 85，987，600円 ワイド： 88，832，100円
3連複： 235，659，100円 3連単： 367，110，700円 計： 1，191，917，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 250円 � 410円 枠 連（2－6） 670円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，090円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 8，510円 3 連 単 ��� 36，580円

票 数

単勝票数 計 684994 的中 � 164944（1番人気）
複勝票数 計 958641 的中 � 206333（1番人気）� 93565（4番人気）� 48106（8番人気）
枠連票数 計 526998 的中 （2－6） 60130（2番人気）
馬連票数 計1972649 的中 �� 102611（3番人気）
馬単票数 計 859876 的中 �� 25899（4番人気）
ワイド票数 計 888321 的中 �� 37774（4番人気）�� 20779（9番人気）�� 11011（25番人気）
3連複票数 計2356591 的中 ��� 20765（29番人気）
3連単票数 計3671107 的中 ��� 7275（110番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．8―48．2―1：00．4―1：11．8―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ゴットフリート �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．29 中山1着

2010．4．23生 牡5栗 母 マチカネエンジイロ 母母 マチカネササメユキ 17戦3勝 賞金 88，107，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３レース目



（27中山5）第6日 12月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 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

220，470，000円
2，080，000円
14，480，000円
1，360，000円
19，830，000円
73，182，000円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
460，668，700円
645，521，800円
327，389，600円
1，286，046，200円
631，290，500円
600，371，900円
1，568，769，400円
2，337，823，400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 7，857，881，500円

総入場人員 27，673名 （有料入場人員 23，599名）
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