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3307312月27日 晴 良 （26中山4）第7日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時55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 625，000
625，000

円
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 マコトカンパネッロ 牝2栗 54 丹内 祐次�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 434＋ 81：12．7 17．7�
36 フローラルダンサー 牝2鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 500＋ 21：13．44 7．3�
611 ア ラ マ サ ル 牡2鹿 55 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 470＋12 〃 ハナ 13．7�
714 ゼ ト ス 牡2青鹿55 横山 和生杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 468＋ 41：13．5� 7．0�
816 カ ネ ー タ 牡2黒鹿 55

52 ▲石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 496＋14 〃 同着 1．9	
59 ジ ェ ロ ニ モ 牡2栗 55 北村 宏司平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 様似 林 時春 470＋181：13．6� 10．1

12 センコウノマイヒメ 牝2黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 492－ 21：13．81 161．4�
35 オルティラアスール 牝2鹿 54 三浦 皇成青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 474＋ 41：14．01� 15．2�
510 サンローガン 牡2栗 55 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 青森 青南ムラカミ

ファーム 448＋ 4 〃 ハナ 23．0
47 ランドザスターズ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468＋121：15．27 120．0�
24 トウショウカプリス 牡2栗 55 武士沢友治トウショウ産業� 古賀 史生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476－ 41：15．41� 92．9�
815 アライドメジャーズ 牡2栗 55 石橋 脩木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 442＋ 61：15．5クビ 36．3�
11 エアルコンクエスト 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也山科 統氏 黒岩 陽一 浦河 バンダム牧場 432－ 2 〃 クビ 241．0�
23 ラマハデスヌーダ 牝2鹿 54 丸山 元気�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 444＋101：15．82 312．3�
48 メイスンヴィーナス 牝2栗 54 後藤 浩輝梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 476＋ 41：15．9クビ 15．8�
612 マリンブルー 牝2鹿 54 吉田 隼人小野 博郷氏 牧 光二 新冠 奥山 博 434± 01：16．22 150．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，049，200円 複勝： 40，253，700円 枠連： 20，121，400円
馬連： 65，834，300円 馬単： 38，160，200円 ワイド： 34，421，000円
3連複： 85，193，000円 3連単： 116，423，000円 計： 424，455，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 540円 � 210円 � 390円 枠 連（3－7） 1，060円

馬 連 �� 6，860円 馬 単 �� 16，420円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 2，260円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 21，190円 3 連 単 ��� 165，820円

票 数

単勝票数 計 240492 的中 � 10869（8番人気）
複勝票数 計 402537 的中 � 17034（8番人気）� 60802（2番人気）� 25599（5番人気）
枠連票数 計 201214 的中 （3－7） 14692（4番人気）
馬連票数 計 658343 的中 �� 7430（22番人気）
馬単票数 計 381602 的中 �� 1742（49番人気）
ワイド票数 計 344210 的中 �� 4810（23番人気）�� 3888（27番人気）�� 5756（16番人気）
3連複票数 計 851930 的中 ��� 3014（66番人気）
3連単票数 計1164230 的中 ��� 509（435番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―12．3―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―46．3―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトカンパネッロ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．6．28 函館3着

2012．5．17生 牝2栗 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス 6戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アルテエゴ号・エヴリホープ号・エメラルドビーム号・ドーテ号・ナンヨーディンプル号・ポッドウェーブ号
（非抽選馬） 1頭 スティールブルグ号

3307412月27日 晴 良 （26中山4）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時25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

35 ノースランドボーイ 牡2青 55 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 500＋121：56．9 4．4�
24 トーセンラブリー 牝2栗 54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 476＋ 41：57．0� 6．9�
510 エリオットベイ 牡2栗 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：57．32 5．2�
816 トーセンスパンキー 牡2栗 55 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 520± 01：57．83 13．3�
48 レジェンドパワー 牡2黒鹿 55

52 ▲木幡 初也西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 428＋ 6 〃 クビ 227．2	
12 マイネルライヒ 牡2鹿 55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 524＋ 41：58．22� 33．2�
11 コパノハミルトン 牡2黒鹿55 北村 宏司小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 484± 01：58．3� 14．1�
36 ロイヤルスピリッツ 牝2鹿 54 三浦 皇成下河行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 500－ 21：58．61� 3．3�
611 ラヴァーズデイ 牝2黒鹿54 柴田 善臣堀口 晴男氏 高橋 文雅 浦河 高岸 順一 446－ 41：58．7� 8．8�
612 コスモビオス 牡2黒鹿55 柴田 大知岡田 繁幸氏 鈴木 康弘 新ひだか 泊 寿幸 542＋101：58．91� 38．9�
714 ミ ス ト ラ 牝2青鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋101：59．53� 51．0�

59 ソラトブライオン 牡2鹿 55 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 新ひだか 下屋敷牧場 496－ 42：00．24 321．8�
47 トドロキキシボジン 牝2鹿 54 松岡 正海原田昭太郎氏 古賀 史生 新冠 コスモヴューファーム 524± 02：00．62� 107．4�
815 ビカムスター 牡2鹿 55 後藤 浩輝平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか タイヘイ牧場 500＋ 62：00．7クビ 31．3�
23 セイユウサンクス 牝2芦 54

51 ▲井上 敏樹松岡 正二氏 畠山 重則 白老 社台牧場 456－ 62：02．5大差 479．5�
713 ハワイアンアイ 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人谷掛 龍夫氏 相沢 郁 新冠 富本 茂喜 444＋142：03．03 103．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，859，300円 複勝： 44，409，100円 枠連： 20，333，700円
馬連： 64，016，700円 馬単： 37，296，500円 ワイド： 33，025，000円
3連複： 78，732，900円 3連単： 108，241，100円 計： 409，914，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 160円 � 190円 枠 連（2－3） 630円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 460円 �� 550円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 16，490円

票 数

単勝票数 計 238593 的中 � 43060（2番人気）
複勝票数 計 444091 的中 � 90013（1番人気）� 70655（3番人気）� 54788（4番人気）
枠連票数 計 203337 的中 （2－3） 24900（1番人気）
馬連票数 計 640167 的中 �� 34392（5番人気）
馬単票数 計 372965 的中 �� 10454（10番人気）
ワイド票数 計 330250 的中 �� 19163（2番人気）�� 15475（6番人気）�� 10912（9番人気）
3連複票数 計 787329 的中 ��� 18710（8番人気）
3連単票数 計1082411 的中 ��� 4757（40番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．8―13．6―13．2―12．8―13．0―13．3―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．3―50．9―1：04．1―1：16．9―1：29．9―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．0
1
3
4（12，13）－（6，15）（2，16）11－7（9，5，8）14，10，3－1・（4，12，15，10）（6，13，11）（2，8，5，1）－（7，9，16）－14－3

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

勝馬の
紹 介

ノースランドボーイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．6．14 東京6着

2012．4．11生 牡2青 母 ノッティングギャル 母母 ウェディングダイヤ 7戦1勝 賞金 12，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイユウサンクス号・ハワイアンアイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

1月27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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロードトリニティ号
（非抽選馬） 3頭 ウエバフラッシュ号・オフビート号・シゲルナマハゲ号

第４回 中山競馬 第７日



3307512月27日 晴 良 （26中山4）第7日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時55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

813 コパノハリスン 牡2栗 55 吉田 隼人小林 祥晃氏 奥平 雅士 新ひだか 西村 和夫 464 ―1：14．1 8．7�
44 ショーピース 牝2栗 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 404 ―1：14．31� 13．1�
11 コウギョウゴールド 牡2栗 55 柴田 大知菊地 捷士氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 518 ― 〃 クビ 2．8�
56 タマモヴィオーラ 牡2鹿 55 津村 明秀タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 470 ―1：14．4クビ 9．3�
812 ヒメノエルフ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹 H.F Association 杉浦 宏昭 新ひだか 高橋 義浩 464 ―1：15．35 81．5�
57 フラッグシップ 牝2鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 浦河 まるとみ冨岡牧場 508 ― 〃 アタマ 5．3	
711 イ ロ ジ カ ケ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 458 ―1：15．51� 82．7

22 ビレッジアスリート 牝2青 54

51 ▲木幡 初也村山 浩伸氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 428 ―1：15．6クビ 54．8�
45 シゲルユカタマツリ 牡2芦 55 丸山 元気森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 中橋 清 480 ―1：16．45 35．8�
710 ダイワビリーブ 牝2鹿 54 柴山 雄一大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 440 ―1：17．35 25．1
68 オオヤマトヒメ 牝2黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 568 ―1：17．93� 4．3�
33 ミズーリスカイ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 482 ―1：18．43 113．0�
69 エスシーアルテミス 牝2青 54 北村 宏司工藤 圭司氏 森 秀行 浦河 高松牧場 458 ―1：18．61� 15．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，372，600円 複勝： 33，156，800円 枠連： 17，876，100円
馬連： 53，321，200円 馬単： 32，838，400円 ワイド： 26，663，500円
3連複： 63，227，300円 3連単： 92，758，700円 計： 343，214，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 330円 � 140円 枠 連（4－8） 3，480円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 10，060円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 540円 �� 650円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 42，420円

票 数

単勝票数 計 233726 的中 � 21492（4番人気）
複勝票数 計 331568 的中 � 33053（5番人気）� 20970（6番人気）� 76620（1番人気）
枠連票数 計 178761 的中 （4－8） 3975（13番人気）
馬連票数 計 533212 的中 �� 8164（18番人気）
馬単票数 計 328384 的中 �� 2447（38番人気）
ワイド票数 計 266635 的中 �� 4018（20番人気）�� 13109（5番人気）�� 10665（6番人気）
3連複票数 計 632273 的中 ��� 11277（13番人気）
3連単票数 計 927587 的中 ��� 1585（143番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．6―13．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．6―47．2―1：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F39．5
3 4，8，1－（2，7）－6（5，13）12－11＝10－9－3 4 4，8，1－（2，7）6（5，13）－12－11＝10＝9－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コパノハリスン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

2012．4．3生 牡2栗 母 コパノジャーノー 母母 ステファーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 オオヤマトヒメ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 オオヤマトヒメ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年1月27日まで出走できない。

3307612月27日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26中山4）第7日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：10．2良・良

58 オ ー パ ル ス �6芦 60 横山 義行広尾レース� 伊藤 正徳 新ひだか 大典牧場 498＋ 23：16．0 11．9�
11 � バルダメンテ 牡5青鹿60 高野 和馬前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 540＋ 43：16．63� 21．7�
57 テーオーレジェンド 牡5栗 60 西谷 誠小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 498－ 2 〃 クビ 2．0�
610 レッドフォルツァ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B504＋ 83：17．02� 6．6�
711	 トウケイゴールド 牡4鹿 60 黒岩 悠木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 500± 03：17．42� 6．0�
34 タイヨウロマン 牡3栗 58 金子 光希太陽光� 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 468＋ 63：18．03� 151．0	
33 オリオンザアルファ 牡7黒鹿60 蓑島 靖典平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B488± 03：18．63� 5．2

814 レアーレスパーダ �7鹿 60 浜野谷憲尚 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム 494± 03：18．7� 16．2�
712	 リネンハウス 牡5栗 60 鈴木 慶太戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 516＋ 23：19．23 79．7
46 ミュゼエクスプレス �3栗 58 草野 太郎髙橋 仁氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 488＋ 93：19．51
 153．4�
22 コスモメルハバ 牡5鹿 60 山本 康志 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 526＋123：21．110 33．1�
45 エンプレスアイル 牝3鹿 56 ▲原田 和真黒岩 晴男氏 藤原 辰雄 平取 高橋 啓 462＋ 23：21．41
 167．6�
69 フ リ メ ー ル 牝3栗 56 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 444＋18 （競走中止） 153．3�
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813 タカラキャメロン 牝3黒鹿56 石神 深一村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，093，000円 複勝： 30，214，500円 枠連： 15，706，400円
馬連： 48，169，100円 馬単： 35，055，100円 ワイド： 24，247，300円
3連複： 62，335，600円 3連単： 108，999，700円 計： 347，820，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 220円 � 380円 � 120円 枠 連（1－5） 1，460円

馬 連 �� 6，800円 馬 単 �� 13，410円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 430円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 41，720円

票 数

単勝票数 計 230930 的中 � 15464（5番人気）
複勝票数 計 302145 的中 � 30773（4番人気）� 14393（7番人気）� 94660（1番人気）
枠連票数 計 157064 的中 （1－5） 8311（6番人気）
馬連票数 計 481691 的中 �� 5483（21番人気）
馬単票数 計 350551 的中 �� 1960（42番人気）
ワイド票数 計 242473 的中 �� 3330（20番人気）�� 15565（4番人気）�� 7867（10番人気）
3連複票数 計 623356 的中 ��� 12527（14番人気）
3連単票数 計1089997 的中 ��� 1894（133番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 52．5－3F 40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→
→�→�」
1
�
8，7，14（1，2）－（10，11）－4－6－（3，12）－5・（8，7）－（1，14）－11，4，2，10－12－3，6＝5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オ ー パ ル ス �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 パークリージエント デビュー 2010．10．3 中山5着

2008．2．15生 �6芦 母 アインアイン 母母 アインフローラ 障害：4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔出走取消〕 タカラキャメロン号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 フリメール号は，1周目3号障害〔いけ垣〕着地時に騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔その他〕 レアーレスパーダ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 レアーレスパーダ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年1月27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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 グリーティングワン号



3307712月27日 晴 良 （26中山4）第7日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

36 ク ラ シ コ 牡2鹿 55 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：35．5 4．7�
11 アフェクシオン 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 21：35．71� 46．8�
48 カスクストレングス 牡2黒鹿55 北村 宏司芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 474＋ 21：36．01� 7．3�
815 モントレーベイ 牡2芦 55 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 白井牧場 476＋18 〃 クビ 29．4�
59 ウインエスパシオ 牡2青鹿55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 ハクツ牧場 512＋ 2 〃 アタマ 2．8�
611 ニシノフクオトコ 牡2芦 55

52 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 468－ 21：36．1	 28．2	
47 レオアジリティー 牡2栗 55 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 448－ 21：36．31	 61．0

24 トーセンクローチェ 牝2黒鹿54 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 新冠 イワミ牧場 432± 01：36．4	 67．2�
612 セ ル メ ー ル 牡2鹿 55 横山 典弘前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 61：36．5� 3．5
510 クラウンロベルト 牡2青鹿55 横山 和生�クラウン 小野 次郎 浦河 高昭牧場 444＋161：36．71 21．7�
23 ロードメタリック 牡2青鹿55 後藤 浩輝 �ロードホースクラブ 小島 茂之 新ひだか ケイアイファーム 460＋101：37．02 13．9�
816 エ ク ラ 牝2栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 364＋ 2 〃 ハナ 184．6�
12 ピュアリーズン 牝2栗 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 436－ 21：37．1クビ 258．8�
713 ハッスルカフェ 牡2黒鹿55 岡田 祥嗣西川 恭子氏 小島 太 新ひだか 千代田牧場 482＋141：37．2	 280．6�
714 タマモカチューシャ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 418± 01：37．51� 442．7�
35 アイスイモン 牝2芦 54 二本柳 壮井門 敏雄氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 436＋ 41：37．6	 59．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，262，200円 複勝： 54，908，400円 枠連： 21，553，200円
馬連： 77，653，400円 馬単： 45，366，800円 ワイド： 41，652，500円
3連複： 96，468，500円 3連単： 140，698，900円 計： 511，563，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 980円 � 210円 枠 連（1－3） 7，030円

馬 連 �� 14，530円 馬 単 �� 26，450円

ワ イ ド �� 4，070円 �� 620円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 20，160円 3 連 単 ��� 145，300円

票 数

単勝票数 計 332622 的中 � 56021（3番人気）
複勝票数 計 549084 的中 � 105351（2番人気）� 10668（10番人気）� 72341（4番人気）
枠連票数 計 215532 的中 （1－3） 2373（19番人気）
馬連票数 計 776534 的中 �� 4141（34番人気）
馬単票数 計 453668 的中 �� 1286（65番人気）
ワイド票数 計 416525 的中 �� 2540（37番人気）�� 18497（6番人気）�� 2464（38番人気）
3連複票数 計 964685 的中 ��� 3588（58番人気）
3連単票数 計1406989 的中 ��� 702（367番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．8―12．0―12．3―12．3―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―35．0―47．0―59．3―1：11．6―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ク ラ シ コ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Charismatic デビュー 2014．6．28 東京3着

2012．3．29生 牡2鹿 母 カリズマティックゴールド 母母 Color of Gold 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走状況〕 クラウンロベルト号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 クラウンロベルト号は，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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アルファキンバレー号・コーリンブリリアン号・シグラップジュエル号・ジュンカイトー号・ツウローゼズ号・

トーセンコスモ号・フランシスカ号・ホッカイブラザーズ号

3307812月27日 晴 良 （26中山4）第7日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時45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
1：59．9
1：59．9

良
良

22 マッサビエル 牡2栗 55 勝浦 正樹 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 514 ―2：05．2 4．6�
813 タマモボレロ 牝2鹿 54 吉田 隼人タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 480 ―2：05．3� 10．5�
814 レッドサバス 牡2黒鹿55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 472 ―2：06．15 2．7�
69 クロノスバローズ 牡2黒鹿55 田中 勝春猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 矢野牧場 B422 ―2：06．2� 25．0�
45 キールコネクション 牡2栗 55 北村 宏司水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 478 ―2：06．41	 20．6	
58 サンララミー 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁坂田 行夫氏 高橋 文雅 浦河 今井 秀樹 410 ― 〃 クビ 14．1

57 マ リ ネ ー ラ 牝2栗 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム 438 ―2：06．5
 32．6�
11 モ ー メ ン ツ 牡2鹿 55 大野 拓弥�山際牧場 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 518 ―2：06．6クビ 5．6�
712 マイネルマーゴ 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 506 ― 〃 クビ 29．4
711 フラッシュカフェ 牡2黒鹿55 岡田 祥嗣西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 472 ―2：07．02� 48．2�
610 トーホウアスティ 牝2栗 54 後藤 浩輝東豊物産� 武藤 善則 日高 竹島 幸治 454 ― 〃 クビ 9．6�
46 マイネルエリジウム 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新ひだか 出羽牧場 470 ―2：07．21 41．9�
34 リ ッ ツ ィ ー 牝2黒鹿54 松岡 正海山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム B450 ― 〃 クビ 55．5�
33 コスモウインド 牡2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 小野 次郎 えりも 能登 浩 480 ―2：07．3クビ 88．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，190，800円 複勝： 39，522，300円 枠連： 23，630，800円
馬連： 67，121，600円 馬単： 38，361，400円 ワイド： 33，293，500円
3連複： 75，877，200円 3連単： 107，054，500円 計： 414，052，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 230円 � 130円 枠 連（2－8） 720円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 800円 �� 390円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 18，410円

票 数

単勝票数 計 291908 的中 � 50090（2番人気）
複勝票数 計 395223 的中 � 67971（2番人気）� 35794（5番人気）� 89974（1番人気）
枠連票数 計 236308 的中 （2－8） 25141（2番人気）
馬連票数 計 671216 的中 �� 18282（11番人気）
馬単票数 計 383614 的中 �� 5661（17番人気）
ワイド票数 計 332935 的中 �� 10147（8番人気）�� 22914（1番人気）�� 13973（4番人気）
3連複票数 計 758772 的中 ��� 20375（5番人気）
3連単票数 計1070545 的中 ��� 4215（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．3―38．6―51．3―1：04．5―1：16．9―1：29．2―1：41．5―1：53．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マッサビエル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．5．3生 牡2栗 母 メジロルルド 母母 メジロドーベル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 フラッシュカフェ号の騎手岡田祥嗣は，発走後まもなく内側に斜行したことについて平成27年1月4日から平成27年1月11日

まで騎乗停止。（被害馬：9番・8番・2番・1番・3番・4番）
※マイネルエリジウム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3307912月27日 晴 良 （26中山4）第7日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時15分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

57 � ハタノヴォラーレ 牡2鹿 55
52 ▲木幡 初也 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 434＋ 21：12．5 32．5�
22 トーセンミッション 牡2栗 55 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B512＋101：12．6� 8．2�
68 ア ト ラ ン タ 牡2鹿 55 武士沢友治桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 542＋ 4 〃 クビ 5．1�
812 ヨイチナデシコ 牝2鹿 54 吉田 隼人加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 494＋ 21：12．7� 88．1�
711 サンクタリリアス 牝2芦 54 柴山 雄一�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 468＋121：12．91	 17．6	
813
 イ ズ モ 牡2栗 55 石橋 脩田畑 利彦氏 矢作 芳人 米 Clearsky

Farms B478± 01：13．0� 9．8

45 キャピシーヌ 牡2栗 55 柴田 善臣加藤 誠氏 田中 剛 新冠 森 牧場 488＋10 〃 アタマ 8．5�
69 スマートカルロス 牡2鹿 55 池添 謙一大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 458－ 21：13．1クビ 3．9�
44 � クリノショウスーシ 牝2栗 54

51 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 谷川牧場 480± 01：13．41� 161．0
710 コーリンバロック �2栗 55 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 平取 中川 隆 B464＋ 81：13．5� 146．2�
11 � エムオーマジック 牡2青鹿55 勝浦 正樹大浅 貢氏 尾形 和幸 むかわ 貞広 賢治 476＋ 41：15．6大差 160．0�
56 ウ エ イ ブ �2青鹿55 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 佐竹 学 426＋201：17．9大差 292．7�
33 タイセイレグルス 牡2鹿 55 三浦 皇成田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 辻 牧場 454－ 2 （競走中止） 2．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，097，600円 複勝： 56，487，900円 枠連： 24，468，600円
馬連： 89，170，000円 馬単： 50，063，300円 ワイド： 42，020，600円
3連複： 104，847，100円 3連単： 167，180，100円 計： 575，335，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，250円 複 勝 � 450円 � 260円 � 180円 枠 連（2－5） 8，510円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 18，130円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，380円 �� 720円

3 連 複 ��� 10，810円 3 連 単 ��� 91，130円

票 数

単勝票数 計 410976 的中 � 10104（8番人気）
複勝票数 計 564879 的中 � 27429（8番人気）� 55025（5番人気）� 95338（3番人気）
枠連票数 計 244686 的中 （2－5） 2226（19番人気）
馬連票数 計 891700 的中 �� 8520（25番人気）
馬単票数 計 500633 的中 �� 2071（53番人気）
ワイド票数 計 420206 的中 �� 5221（25番人気）�� 7754（21番人気）�� 15566（8番人気）
3連複票数 計1048471 的中 ��� 7270（38番人気）
3連単票数 計1671801 的中 ��� 1330（270番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．2―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．3―46．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハタノヴォラーレ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ブライアンズタイム

2012．5．19生 牡2鹿 母 ハタノガイア 母母 ハタノヘイロー 5戦1勝 賞金 7，920，000円
地方デビュー 2014．6．3 門別

〔競走中止〕 タイセイレグルス号は，競走中に疾病〔左手根骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエイブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月27日まで平地競走に出

走できない。

3308012月27日 晴 良 （26中山4）第7日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時45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

47 リ ッ カ ル ド �3芦 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 492＋101：54．0 4．4�
11 インストレーション 牡3鹿 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 中川 公成 日高 庄野牧場 532－ 21：54．53 17．4�
612 サーランスロット 牡6鹿 57 池添 謙一山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 490－ 61：54．6	 15．1�
12 ゴールデンスピン 牡3栗 56 江田 照男田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 B502＋ 41：54．81	 13．9�
24 
 ヤンキーソヴリン �4黒鹿57 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. B508＋ 41：55．11� 11．9�
611 コスモラヴモア 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 492＋ 41：55．2	 69．8	
48 サ ン レ ー ン 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－ 21：55．3� 6．5


816 ハコダテナイト 牡4栗 57 石橋 脩河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 510－ 21：55．61� 2．7�
714 ローレルアルトス 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 初也 �ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 488＋10 〃 クビ 55．9
23 ナムラショウリ 牡4鹿 57 北村 宏司奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 B456＋ 41：55．7� 22．3�
510 マンハッタンコード 牡5鹿 57 松田 大作林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：55．8クビ 59．7�
815
 ダノンクリエーター 牡5栗 57 三浦 皇成�ダノックス 村山 明 米 Waterford

Farm 532＋ 61：56．43	 10．7�
713 マ グ メ ル 牡5鹿 57

54 ▲原田 和真 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B468＋ 21：56．5	 41．1�
35 サンマルボス 牡7鹿 57 岡田 祥嗣相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 488＋ 21：56．71	 164．2�
59 マイネルガネーシャ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 496－ 21：56．8	 239．9�
36 ケツァルコアトル 牡4青鹿57 柴山 雄一�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 524＋ 81：57．33 169．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，956，200円 複勝： 61，310，900円 枠連： 40，876，200円
馬連： 104，089，600円 馬単： 53，471，500円 ワイド： 52，458，300円
3連複： 121，231，400円 3連単： 177，628，700円 計： 651，022，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 440円 � 400円 枠 連（1－4） 1，130円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 6，280円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，050円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 14，780円 3 連 単 ��� 62，690円

票 数

単勝票数 計 399562 的中 � 71406（2番人気）
複勝票数 計 613109 的中 � 116030（2番人気）� 31110（8番人気）� 35128（7番人気）
枠連票数 計 408762 的中 （1－4） 28019（5番人気）
馬連票数 計1040896 的中 �� 23104（14番人気）
馬単票数 計 534715 的中 �� 6379（22番人気）
ワイド票数 計 524583 的中 �� 10351（13番人気）�� 13134（10番人気）�� 3488（42番人気）
3連複票数 計1212314 的中 ��� 6150（52番人気）
3連単票数 計1776287 的中 ��� 2054（197番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．0―12．6―11．8―12．1―12．9―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．9―50．5―1：02．3―1：14．4―1：27．3―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ッ カ ル ド �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 オペラハウス デビュー 2013．11．3 東京11着

2011．5．23生 �3芦 母 キョウエイハツラツ 母母 ケイシュウハーブ 9戦3勝 賞金 33，008，000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 シュガーヒル号・フジマサエンペラー号



3308112月27日 晴 良 （26中山4）第7日 第9競走 ��
��1，200�クリスマスローズステークス

発走14時20分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

813 レンイングランド 牡2芦 56 松岡 正海田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 516＋ 41：08．9 9．3�
711 モ ル ジ ア ナ 牝2栗 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：09．0� 8．4�
45 トロピカルガーデン 牝2鹿 54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 466＋ 21：09．1クビ 7．9�
69 リッパーザウィン 牡2栗 55 三浦 皇成�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482－ 21：09．2� 9．1�
56 	 スズカブレーン 牡2鹿 55 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 474＋ 7 〃 ハナ 111．5	
68 エリーティアラ 牝2青鹿54 津村 明秀谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B472＋ 8 〃 ハナ 44．8

57 アルマクレヨン 牡2栗 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 476＋ 81：09．3� 4．6�
44 コウソクコーナー 牡2鹿 55 柴田 大知野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 〃 ハナ 5．6�
710 オールオブユー 牝2栗 54 北村 宏司三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 61：09．4クビ 3．2
812
 ウ リ ボ ー 牡2栗 55 田中 勝春冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 504± 01：09．5� 57．4�
22 ココロノママニ 牝2黒鹿54 武士沢友治�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 432＋ 81：09．71� 57．9�
11 クリノヤクマン 牡2鹿 55 熊沢 重文栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 492＋181：10．44 44．6�
33 ホ シ ヅ キ ヨ 牝2鹿 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 萩澤 國男 420－ 41：11．03� 291．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，695，700円 複勝： 65，561，800円 枠連： 35，815，900円
馬連： 134，435，300円 馬単： 67，917，600円 ワイド： 52，207，100円
3連複： 137，978，400円 3連単： 225，814，700円 計： 764，426，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 290円 � 270円 � 240円 枠 連（7－8） 880円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 6，460円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，050円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 9，370円 3 連 単 ��� 58，240円

票 数

単勝票数 計 446957 的中 � 38137（7番人気）
複勝票数 計 655618 的中 � 56527（7番人気）� 64401（5番人気）� 74605（4番人気）
枠連票数 計 358159 的中 （7－8） 31470（4番人気）
馬連票数 計1344353 的中 �� 29940（17番人気）
馬単票数 計 679176 的中 �� 7882（35番人気）
ワイド票数 計 522071 的中 �� 11841（18番人気）�� 12863（16番人気）�� 11488（19番人気）
3連複票数 計1379784 的中 ��� 11037（34番人気）
3連単票数 計2258147 的中 ��� 2811（209番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レンイングランド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．7．26 札幌9着

2012．4．13生 牡2芦 母 マリンフェスタ 母母 ロングチアーズ 7戦3勝 賞金 34，298，000円

3308212月27日 晴 良 （26中山4）第7日 第10競走 ��
��2，200�グレイトフルステークス

発走14時55分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

711 マイネルディーン 牡5青 57 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 62：13．5 20．3�

45 トーセンマタコイヤ 牡3青鹿55 北村 宏司島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462± 02：13．6� 2．0�
57 ダイワリベラル 牡3黒鹿55 柴田 善臣大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 524＋ 42：13．81	 19．5�
44 リヤンドファミユ 牡4鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 4 〃 ハナ 7．0	
11 メイクアップ 牡3栗 55 大野 拓弥岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 468± 02：14．01	 16．1

710 ロジサンデー 牡5鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 472＋ 62：14．21
 178．1�
813 シャドウダンサー 牡3黒鹿55 田中 勝春飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 500＋ 62：14．3
 3．4�
56 マイネルマーク 牡6青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B490－ 22：14．4
 44．9
33 ルファルシオン 牡3芦 55 横山 典弘 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 512＋ 82：14．82
 12．9�
22 スーサングレート 牡6栗 57 松田 大作林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B510＋ 8 〃 クビ 41．0�
69 ロンギングダンサー 牡5黒鹿57 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 490＋ 82：15．01 31．5�
68 � レオプログレス 牡9青 57 江田 照男�レオ 萱野 浩二 様似 清水 誠一 470＋ 42：15．1� 211．5�
812� エーシンスピーダー 牡5栗 57 石橋 脩�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC 480± 02：15．84 242．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 72，280，900円 複勝： 94，851，300円 枠連： 47，139，900円
馬連： 208，127，600円 馬単： 106，431，400円 ワイド： 79，180，000円
3連複： 224，787，000円 3連単： 401，036，200円 計： 1，233，834，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 330円 � 140円 � 420円 枠 連（4－7） 1，720円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 8，420円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，740円 �� 800円

3 連 複 ��� 9，910円 3 連 単 ��� 87，700円

票 数

単勝票数 計 722809 的中 � 28389（7番人気）
複勝票数 計 948513 的中 � 62147（5番人気）� 253765（1番人気）� 45302（7番人気）
枠連票数 計 471399 的中 （4－7） 21140（7番人気）
馬連票数 計2081276 的中 �� 74120（8番人気）
馬単票数 計1064314 的中 �� 9469（27番人気）
ワイド票数 計 791800 的中 �� 24645（8番人気）�� 7099（30番人気）�� 25979（7番人気）
3連複票数 計2247870 的中 ��� 17011（33番人気）
3連単票数 計4010362 的中 ��� 3315（236番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．5―12．2―12．4―12．0―12．1―12．2―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．0―36．5―48．7―1：01．1―1：13．1―1：25．2―1：37．4―1：49．4―2：01．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルディーン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．7．30 新潟2着

2009．4．16生 牡5青 母 ムービースクリーン 母母 ネクストムービー 23戦5勝 賞金 100，849，000円
〔制裁〕 トーセンマタコイヤ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※メイクアップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3308312月27日 晴 良 （26中山4）第7日 第11競走 ��
��1，800�

し わ す

師走ステークス
発走15時30分 （ダート・右）
3歳以上，25．12．21以降26．12．21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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

812� マスクトヒーロー 牡6黒鹿56 横山 典弘 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 500－ 61：52．8 2．4�
11 ノースショアビーチ 牡3鹿 53 村田 一誠�G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム B488＋ 21：53．01� 6．4�
69 フィールザスマート 牡3青鹿54 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 502± 01：53．42� 4．0�
33 グランドシチー 牡7鹿 58 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 498－ 31：53．71	 8．3�
22 ヒラボクマジック 牡6黒鹿54 三浦 皇成�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 510＋ 21：54．23 8．4	
44 ツクバコガネオー 
6栗 54 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 542＋ 4 〃 クビ 23．4

45 トップカミング 
8黒鹿52 武士沢友治�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 464＋121：54．3クビ 161．7�
711 サンマルデューク 牡5黒鹿53 岡田 祥嗣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 506＋ 61：54．4	 48．9�
57 ロ ン グ ロ ウ 牡7芦 54 吉田 隼人吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 542＋ 81：54．61� 43．7
56 インパルスヒーロー 牡4鹿 56 後藤 浩輝佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B512＋161：54．7	 31．2�
813 カシュカシュ 牝5鹿 51 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 440－ 41：54．8クビ 31．9�
68 グランプリブラッド 牡5鹿 54 松田 大作北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 クビ 30．9�
710 リアライズキボンヌ 牝5鹿 52 北村 宏司工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 460－ 41：55．43� 80．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 74，797，300円 複勝： 104，946，900円 枠連： 58，119，700円
馬連： 291，428，900円 馬単： 149，455，600円 ワイド： 106，671，000円
3連複： 331，351，900円 3連単： 579，070，100円 計： 1，695，841，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 180円 � 130円 枠 連（1－8） 970円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 460円 �� 250円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 5，550円

票 数

単勝票数 計 747973 的中 � 247956（1番人気）
複勝票数 計1049469 的中 � 257886（1番人気）� 120486（4番人気）� 217081（2番人気）
枠連票数 計 581197 的中 （1－8） 46329（2番人気）
馬連票数 計2914289 的中 �� 210589（2番人気）
馬単票数 計1494556 的中 �� 72420（4番人気）
ワイド票数 計1066710 的中 �� 56153（4番人気）�� 124094（1番人気）�� 48729（7番人気）
3連複票数 計3313519 的中 ��� 215752（2番人気）
3連単票数 計5790701 的中 ��� 75542（8番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―12．3―12．6―13．0―13．0―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．1―48．4―1：01．0―1：14．0―1：27．0―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マスクトヒーロー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル

2008．4．18生 牡6黒鹿 母 ビハインドザマスク 母母 ヴアインゴールド 10戦5勝 賞金 77，775，000円
地方デビュー 2011．9．1 門別

※グランプリブラッド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3308412月27日 晴 良 （26中山4）第7日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走16時05分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

35 ルミナスウォリアー 牡3鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 472＋ 62：01．3 2．9�
713 ドラゴンレジェンド 牡4栗 57 伊藤 工真窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 492＋122：01．51� 10．5�
612 マイネルイルミナル 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 466± 02：01．71� 5．0�
47 ウマンマミーア 牡3鹿 56 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 442± 02：01．91	 25．4�
817 セイクリッドロード 
5鹿 57 松岡 正海岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 508± 02：02．0	 25．7	
59 ミラクルラヴィ 牝4栗 55 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 480－ 22：02．21 116．2

12 ホワイトマニキュア 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 458＋ 62：02．41� 22．0�
510 ファイアマーシャル 牝4鹿 55 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 456＋ 22：02．61� 13．0�
23 マイネルクレイズ 牡4黒鹿57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 494＋ 4 〃 クビ 12．1
714 アンヴェイルド 牡3鹿 56 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492－ 42：02．7クビ 28．2�
11 ヴィンセンツイヤー 牡3栗 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 82：02．8	 71．5�
816 シャドウカラーズ 牝3鹿 54 勝浦 正樹飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 470＋102：02．9	 22．4�
48 � キングラナキラ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁桑畑 �信氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 500－10 〃 ハナ 65．1�
36 インステイト 牡5栗 57 杉原 誠人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 538＋14 〃 クビ 50．9�
818 テ ン ミ ラ イ 牡4栗 57 津村 明秀天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 B474－ 22：03．96 116．8�
24 レッドオラシオン 牡3芦 56 村田 一誠 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B468＋ 62：04．21 108．1�
611 マイネルバランシン 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 514＋162：08．7大差 98．3�
715 ダイワブレス 牝3栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 508＋122：10．08 5．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，802，500円 複勝： 80，752，000円 枠連： 51，280，500円
馬連： 168，936，000円 馬単： 79，149，600円 ワイド： 74，965，000円
3連複： 204，007，300円 3連単： 304，345，600円 計： 1，018，238，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 260円 � 170円 枠 連（3－7） 570円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 740円 �� 320円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 10，790円

票 数

単勝票数 計 548025 的中 � 149147（1番人気）
複勝票数 計 807520 的中 � 167475（1番人気）� 64653（5番人気）� 123369（2番人気）
枠連票数 計 512805 的中 （3－7） 69180（1番人気）
馬連票数 計1689360 的中 �� 71143（4番人気）
馬単票数 計 791496 的中 �� 19997（6番人気）
ワイド票数 計 749650 的中 �� 24746（6番人気）�� 67368（1番人気）�� 19793（7番人気）
3連複票数 計2040073 的中 ��� 59542（3番人気）
3連単票数 計3043456 的中 ��� 20435（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．7―49．2―1：01．6―1：13．4―1：25．3―1：37．1―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0
1
3
6，9（3，15）（5，16）12（8，11，13，17）（4，10，18）（1，2，7，14）・（6，9）15（3，5，16）12（8，17）（11，13）（4，2，18）14，10（1，7）

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

勝馬の
紹 介

ルミナスウォリアー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．10．12 東京4着

2011．2．9生 牡3鹿 母 ルミナスハッピー 母母 リアリーハッピー 6戦2勝 賞金 19，100，000円
〔その他〕 ダイワブレス号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症。なお，同馬は予後不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルバランシン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月27日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヘレナモルフォ号
（非抽選馬） 1頭 モモトンボ号



（26中山4）第7日 12月27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 174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

216，930，000円
2，080，000円
12，220，000円
1，310，000円
19，400，000円
68，085，000円
5，254，600円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
484，457，300円
706，375，600円
376，922，400円
1，372，303，700円
733，567，400円
600，804，800円
1，586，037，600円
2，529，251，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，389，720，100円

総入場人員 31，799名 （有料入場人員 27，870名）
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