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3308512月28日 晴 良 （26中山4）第8日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時05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

611 イ オ 牝2栗 54 丸山 元気�ミルファーム 根本 康広 浦河 平成ファーム 474－ 21：13．8 4．3�
816 コスモサビク 牡2栗 55 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか グランド牧場 456＋ 21：14．12 5．2�
35 ドリームメモリー 牝2鹿 54 田辺 裕信田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 452＋ 61：14．2クビ 7．8�
815 トーセンギガ 牡2黒鹿55 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 448＋ 6 〃 クビ 171．6�
47 キョウエイプライド 牡2黒鹿55 田中 勝春田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 500＋ 61：14．41 15．3	
24 ポワソンダブリル 牡2栗 55 後藤 浩輝�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 454＋121：14．5クビ 97．2

12 リリーグランツ 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太森岡 幸人氏 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B436－ 2 〃 クビ 10．8�
48 ウイズキッド 牡2黒鹿55 津村 明秀井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 522＋ 2 〃 アタマ 23．7�
713 ブラウンゴッデス 牝2黒鹿54 蛯名 正義飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 448± 0 〃 ハナ 3．0
23 ティアップサンダー 牡2黒鹿55 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 472－ 21：14．6クビ 19．8�
510 スパイホップ 牡2鹿 55

52 ▲木幡 初也河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 B488＋10 〃 クビ 103．9�
59 ロ ッ セ ー ラ 牝2青鹿54 藤岡 康太藤井 謙氏 鈴木 伸尋 新ひだか 沖田 忠幸 446－101：15．23� 54．9�
714 カ ン ヌ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 21：15．52 148．7�
11 プロセルピナ 牝2栗 54

51 ▲石川裕紀人清水 敏氏 畠山 重則 様似 澤井 義一 444＋101：15．6クビ 59．7�
36 リ ガ ド ー ル 牝2栗 54 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 458＋101：15．7� 37．4�
612� テ ル ヌ ー ヴ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Tony Holmes &
Tim Thornton 484＋ 6 〃 クビ 30．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，159，000円 複勝： 46，386，800円 枠連： 21，355，400円
馬連： 91，526，000円 馬単： 52，438，000円 ワイド： 44，170，600円
3連複： 113，148，200円 3連単： 151，958，400円 計： 553，142，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 190円 � 200円 枠 連（6－8） 1，230円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 580円 �� 520円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 15，570円

票 数

単勝票数 計 321590 的中 � 59195（2番人気）
複勝票数 計 463868 的中 � 82751（2番人気）� 60791（3番人気）� 58137（4番人気）
枠連票数 計 213554 的中 （6－8） 13449（5番人気）
馬連票数 計 915260 的中 �� 45026（6番人気）
馬単票数 計 524380 的中 �� 13567（8番人気）
ワイド票数 計 441706 的中 �� 19363（5番人気）�� 22167（4番人気）�� 16157（7番人気）
3連複票数 計1131482 的中 ��� 28270（7番人気）
3連単票数 計1519584 的中 ��� 7072（36番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―12．1―12．7―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．3―35．4―48．1―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ オ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Gulch デビュー 2014．12．13 中山3着

2012．3．24生 牝2栗 母 クラウンガルチ 母母 モムズクラウン 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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エマージングウルフ号・オーバーウェルム号・キザシ号・ゴールドエッグ号・ジャイアントレーヌ号・

ミキノブシドウ号・リニア号
（非抽選馬） 1頭 テイエムスサノオー号

3308612月28日 晴 良 （26中山4）第8日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10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
1：52．7
1：50．9

良
不良

713 モンドアルジェンテ 牡2芦 55 W．ビュイック �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 506 ―1：57．9 6．0�
（英）

23 タマノブリュネット 牝2栗 54 西村 太一玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 470 ―1：58．0� 16．7�
714 ユアザイオン 牝2黒鹿54 C．デムーロユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490 ― 〃 クビ 52．9�

（仏）

510 デストリーライズ 牡2鹿 55 三浦 皇成広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 494 ―1：58．63� 34．9�
47 ラブアストン 牡2青鹿55 戸崎 圭太 M・

Kenichiホールディング� 小島 茂之 日高 モリナガファーム 436 ―1：59．02� 17．6	
59 ファミリーパーク 牝2鹿 54 伊藤 工真難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 464 ―2：00．06 21．7

48 グエンザップ 牡2鹿 55 蛯名 正義大久保和夫氏 森 秀行 新ひだか 下屋敷牧場 454 ―2：00．32 22．2�
815 レサンシエル 牡2鹿 55 柴田 善臣林 正道氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 500 ―2：00．4クビ 2．4�
612 エフティアシュリー 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 初也吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 492 ―2：00．5� 184．4
36 レイズユアハンズ 牡2鹿 55 的場 勇人�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 500 ―2：01．13� 66．9�
611 ハタノソルプレーザ 牡2鹿 55 武 豊 �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 470 ―2：01．63 7．4�
24 サニーゴールド 牡2青鹿55 北村 宏司宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 502 ―2：02．02� 5．5�
12 プリサイスギフト 牝2鹿 54 田辺 裕信山科 統氏 尾形 和幸 浦河 バンダム牧場 472 ―2：02．21	 25．1�
11 キングランナー 牡2鹿 55 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 510 ―2：03．15 46．4�
816 トーセンプリズム 牝2栗 54 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 476 ―2：05．2大差 73．1�
35 アポロパトリック 
2栗 55 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 472 ―2：06．58 127．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，124，800円 複勝： 44，967，900円 枠連： 25，871，100円
馬連： 83，363，000円 馬単： 47，817，300円 ワイド： 39，598，500円
3連複： 96，971，300円 3連単： 136，300，100円 計： 508，014，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 250円 � 420円 � 1，080円 枠 連（2－7） 1，360円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 8，250円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 2，680円 �� 11，140円

3 連 複 ��� 60，910円 3 連 単 ��� 347，940円

票 数

単勝票数 計 331248 的中 � 43850（3番人気）
複勝票数 計 449679 的中 � 54848（3番人気）� 27378（5番人気）� 9541（11番人気）
枠連票数 計 258711 的中 （2－7） 14640（5番人気）
馬連票数 計 833630 的中 �� 14837（12番人気）
馬単票数 計 478173 的中 �� 4347（24番人気）
ワイド票数 計 395985 的中 �� 7456（12番人気）�� 3809（28番人気）�� 896（79番人気）
3連複票数 計 969713 的中 ��� 1194（146番人気）
3連単票数 計1363001 的中 ��� 284（773番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―13．9―14．2―12．7―13．0―13．2―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―39．2―53．4―1：06．1―1：19．1―1：32．3―1：45．0

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

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

勝馬の
紹 介

モンドアルジェンテ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．3．7生 牡2芦 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔調教再審査〕 アポロパトリック号は，競走中終始外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンプリズム号・アポロパトリック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

1月28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 ワイルドダンサー号
※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８日



3308712月28日 晴 良 （26中山4）第8日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時05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

611 ストレンジクォーク 牡2鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 492± 02：02．0 8．7�
12 ヒアカムズザサン 牡2栗 55 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 504± 02：02．63� 2．4�
817 スペキュロス 牡2鹿 55 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 496＋ 2 〃 クビ 13．5�
816 ニシノハッスル 牡2鹿 55 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 496± 0 〃 ハナ 6．2�
11 トーセンカナロア 牡2鹿 55 武 豊島川 	哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 468＋ 22：02．81� 9．3

47 トーホウスペンサー 牡2黒鹿55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 484＋282：03．01� 11．0�
714 ハイオンザリスト 牡2鹿 55 田中 勝春田中 春美氏 新開 幸一 浦河 大成牧場 460－ 42：03．1� 30．3�
48 ヤギリヴィーナス 牝2栗 54 松岡 正海内田ヤエ子氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 446－ 82：03．2� 31．4
24 グランシャリオ 牡2栗 55 C．デムーロ 村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B452－ 22：03．3クビ 13．3�

（仏）

612 カ シ シ 牝2鹿 54 横山 典弘吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448＋ 62：03．4� 24．8�
23 ピースワンポイント 牡2黒鹿55 三浦 皇成長谷川成利氏 大竹 正博 浦河 昭和牧場 498＋ 42：03．61� 122．3�
713 グランデクオーレ 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 ハナ 70．0�
818 マイネルプレアデス 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム B448＋102：03．7� 246．9�
510 スターチェイサー 牡2芦 55 福永 祐一 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 474－ 22：03．8クビ 15．9�
36 モ ン セ ラ ー 牡2鹿 55 小牧 太 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 514＋ 42：04．01 76．8�
35 ショウナンマンゲツ 牡2芦 55 後藤 浩輝国本 哲秀氏 国枝 栄 浦河 大北牧場 512＋102：04．21� 99．2�
715 ウインミラージュ 牡2栗 55 石橋 脩�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 82：04．3� 179．0�
59 コスモアルゴル 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 佐々木 恵一 468－ 62：04．72� 324．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，555，200円 複勝： 77，577，700円 枠連： 37，910，900円
馬連： 119，571，200円 馬単： 62，637，000円 ワイド： 60，413，300円
3連複： 143，484，900円 3連単： 190，242，100円 計： 740，392，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 130円 � 300円 枠 連（1－6） 750円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，390円 �� 740円

3 連 複 ��� 6，060円 3 連 単 ��� 35，760円

票 数

単勝票数 計 485552 的中 � 44572（3番人気）
複勝票数 計 775777 的中 � 56600（5番人気）� 205530（1番人気）� 54440（6番人気）
枠連票数 計 379109 的中 （1－6） 38736（2番人気）
馬連票数 計1195712 的中 �� 63878（4番人気）
馬単票数 計 626370 的中 �� 13012（10番人気）
ワイド票数 計 604133 的中 �� 26153（4番人気）�� 6142（26番人気）�� 21414（7番人気）
3連複票数 計1434849 的中 ��� 17730（18番人気）
3連単票数 計1902421 的中 ��� 3856（103番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．1―12．3―13．1―12．6―12．5―12．0―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．8―48．1―1：01．2―1：13．8―1：26．3―1：38．3―1：50．1

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

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

2
4

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

ストレンジクォーク �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．9．14 新潟6着

2012．5．2生 牡2鹿 母 フェルミオン 母母 パテントリークリア 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔その他〕 ヒアカムズザサン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヒアカムズザサン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年1月28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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルカサドール号
（非抽選馬） 4頭 クインズマルシアノ号・テイエムソラトブ号・トーセンルミナス号・ワンパクチョウサン号
※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。

3308812月28日 晴 良 （26中山4）第8日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時35分 （芝・右・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

816 コスモヨハネ 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 490 ―1：37．6 7．3�
59 キングカラカウア 牡2黒鹿55 武 豊窪田 芳郎氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 498 ― 〃 アタマ 3．5�
36 ダノンウルフ 牡2芦 55 後藤 浩輝�ダノックス 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 466 ―1：38．34 7．0�
714 スティンライクビー 牡2青鹿55 吉田 豊 �ローレルレーシング 尾関 知人 青森 ワールドファーム 466 ―1：38．51� 17．3�
611 アンドトゥモロー 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 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 460 ―1：38．71� 8．2	
48 エイシンガラナ 牡2鹿 55 C．デムーロ�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 456 ― 〃 クビ 6．4


（仏）

47 アルフェリーチェ 牝2栗 54
51 ▲石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 手塚 貴久 新ひだか 岡田スタツド 406 ―1：38．8� 99．4�
815 エストレージャ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 460 ―1：38．9クビ 38．7�
11 ナンヨーアイリッド 牡2栗 55 岩田 康誠中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 478 ― 〃 アタマ 6．4
713 ダヴィンチコード 牝2鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 古賀 慎明 日高 タバタファーム 406 ―1：39．11� 14．1�
12 オベストルシャトウ 牝2黒鹿54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 400 ―1：39．31	 70．4�
24 ダイワガーランド 牝2芦 54 武士沢友治大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 476 ―1：39．51	 39．8�
35 リシーハット 牡2栗 55 松岡 正海小林 薫氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 456 ―1：39．71� 76．2�
612 ラ フ ァ ー ガ 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 474 ―1：40．12	 65．2�
23 
 セイウンシャイニー 牝2栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Pratap Racecite-

ment Pot Ltd 460 ―1：41．37 106．7�
510 ジ ー ニ ア ル 牝2鹿 54 三浦 皇成水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 464 ―1：42．47 60．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，351，800円 複勝： 56，098，000円 枠連： 27，022，600円
馬連： 99，555，700円 馬単： 54，284，700円 ワイド： 47，944，200円
3連複： 115，023，900円 3連単： 156，523，500円 計： 596，804，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 160円 � 210円 枠 連（5－8） 1，110円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，190円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 19，930円

票 数

単勝票数 計 403518 的中 � 44036（5番人気）
複勝票数 計 560980 的中 � 62289（5番人気）� 100634（1番人気）� 65180（3番人気）
枠連票数 計 270226 的中 （5－8） 18738（1番人気）
馬連票数 計 995557 的中 �� 56650（2番人気）
馬単票数 計 542847 的中 �� 13606（7番人気）
ワイド票数 計 479442 的中 �� 19753（5番人気）�� 9821（17番人気）�� 25080（2番人気）
3連複票数 計1150239 的中 ��� 25075（8番人気）
3連単票数 計1565235 的中 ��� 5693（42番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．6―12．6―12．5―12．1―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．0―37．6―50．2―1：02．7―1：14．8―1：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモヨハネ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 カコイーシーズ 初出走

2012．3．4生 牡2栗 母 エンプレスロッチ 母母 ロツチウインド 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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アズマタイムズ号・アルビアーノ号・アーリーズベル号・ガトーネグロ号・シガレット号・ハオウ号・

マイネルエリジウム号・ヤマノリリコイ号・リガードリング号・レオサーパス号・レッドファーレン号
※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。



3308912月28日 晴 良 （26中山4）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時25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
1：48．5
1：47．8

重
重

713 タマモマズルカ 牡3黒鹿56 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 520＋ 81：54．8 12．0�
59 アサクサスターズ 牡3栗 56 C．デムーロ 田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486＋141：55．12 2．6�

（仏）

24 プレジールシチー 牡3黒鹿56 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 490± 01：55．31� 7．0�
11 ビッグバンドジャズ 牡4黒鹿57 後藤 浩輝下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 B498＋ 21：55．51� 4．6�
510 ポルスターシャイン 牡4鹿 57 戸崎 圭太平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 476＋ 41：55．6� 8．9	
35 � ワイドショー 牝3鹿 54 吉田 豊安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 478－13 〃 アタマ 15．2

48 ディーエスコマンド 牡4鹿 57 柴田 善臣秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 488＋161：55．81� 19．9�
815 ジュルヴォアソング 牡4鹿 57 田中 勝春廣崎 利洋氏 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 494－ 41：56．22� 42．7�
611 テイエムコンドル 牡3鹿 56 田辺 裕信竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 460＋161：56．41� 37．6
714 マイネルボルソー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 478＋241：56．6	 52．3�
612 ジョーヌドール 牡4栗 57 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 472＋ 61：56．7	 141．8�
12 ムードスウィングス 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 01：56．8クビ 13．3�

47 アップルハウス 牡4青鹿57 平野 優新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 450± 01：57．43� 53．6�
36 マイネルスパーブ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 21：57．82� 60．6�
816 ヒメスズラン 牝3栗 54 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 498＋ 81：57．9	 96．4�
23 ダイワベスパー 牝5黒鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452± 02：00．3大差 117．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，066，600円 複勝： 78，539，200円 枠連： 35，916，100円
馬連： 140，350，400円 馬単： 72，888，400円 ワイド： 67，786，100円
3連複： 165，221，200円 3連単： 229，268，600円 計： 837，036，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 300円 � 140円 � 230円 枠 連（5－7） 870円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，230円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 26，670円

票 数

単勝票数 計 470666 的中 � 31186（5番人気）
複勝票数 計 785392 的中 � 55416（5番人気）� 187601（1番人気）� 81514（3番人気）
枠連票数 計 359161 的中 （5－7） 31878（3番人気）
馬連票数 計1403504 的中 �� 76066（4番人気）
馬単票数 計 728884 的中 �� 12651（13番人気）
ワイド票数 計 677861 的中 �� 25969（5番人気）�� 13327（14番人気）�� 39830（2番人気）
3連複票数 計1652212 的中 ��� 38881（8番人気）
3連単票数 計2292686 的中 ��� 6231（71番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．5―13．2―12．7―12．2―12．6―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―38．4―51．6―1：04．3―1：16．5―1：29．1―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモマズルカ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．10．12 東京2着

2011．2．12生 牡3黒鹿 母 チャームダンス 母母 ダンシングゴッデス 15戦2勝 賞金 27，520，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワベスパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月28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。
（非抽選馬） 3頭 カンタベリーラウス号・バスティード号・ペイシャゴンジセ号
※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。

3309012月28日 晴 良 （26中山4）第8日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走12時55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
1：08．7
1：08．7

重
重

35 �	 ワイドエクセレント 牡4鹿 57 内田 博幸古賀 慎一氏 尾形 和幸 米 Gulf Coast
Farms LLC 552＋ 21：11．6 5．7�

36 タッチシタイ 牡4栗 57 池添 謙一小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 490＋ 41：11．7
 2．9�
611 ヴ ァ ー ノ ン 牡3栗 56 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 502＋201：11．91� 17．1�
12 タンブルブルータス 牡5鹿 57 岩田 康誠ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 498＋ 61：12．21� 14．4�
47 マ ン リ ー 牡4鹿 57 蛯名 正義古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 522＋ 2 〃 ハナ 7．3�
510	 アランルース 6栃栗 57

54 ▲井上 敏樹�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 460＋ 61：12．3
 49．4	
24 エンジェルビーツ 牝3栗 54 田辺 裕信前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 440－ 41：12．4
 43．6

815� アテーナーズブレス 牝6鹿 55 後藤 浩輝黒岩 晴男氏 古賀 慎明 米 Green

Gates Farm 468－ 2 〃 クビ 20．0�
23 ハヤブサフィーバー 牡5栗 57 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B510＋16 〃 ハナ 47．7�
48 デリケートアーチ 牝5栃栗 55

52 ▲木幡 初也 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B488＋ 41：12．5
 5．1
612 テイクエイム 牡7鹿 57 柴田 大知 �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 464＋ 8 〃 ハナ 19．7�
816 プロスペラスマム 牝7鹿 55

52 ▲原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 524± 0 〃 ハナ 123．9�
714 オオタニジムチョウ 牡5黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 462＋ 61：12．6クビ 70．9�
713 タイセイクインス 牝5青鹿 55

52 ▲石川裕紀人田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 492－ 21：12．81� 112．3�
11 タニセンジャッキー 牡5鹿 57 武 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 478＋ 61：13．11� 12．2�
59 サンセルマン 牡5黒鹿57 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 476＋ 61：14．27 167．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，599，100円 複勝： 65，877，200円 枠連： 44，138，100円
馬連： 126，908，700円 馬単： 67，097，300円 ワイド： 62，751，200円
3連複： 150，174，700円 3連単： 213，420，400円 計： 775，966，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 150円 � 480円 枠 連（3－3） 1，140円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，990円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 28，330円

票 数

単勝票数 計 455991 的中 � 63351（3番人気）
複勝票数 計 658772 的中 � 77687（3番人気）� 147911（1番人気）� 26879（9番人気）
枠連票数 計 441381 的中 （3－3） 29914（5番人気）
馬連票数 計1269087 的中 �� 95315（2番人気）
馬単票数 計 670973 的中 �� 23119（5番人気）
ワイド票数 計 627512 的中 �� 42996（2番人気）�� 7602（25番人気）�� 11872（13番人気）
3連複票数 計1501747 的中 ��� 16743（18番人気）
3連単票数 計2134204 的中 ��� 5460（65番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．3―46．5―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
	
ワイドエクセレント �

�
父 Midnight Lute �

�
母父 American Chance

2010．2．23生 牡4鹿 母 Clay’s Rocket 母母 Irene’s Talkin 6戦2勝 賞金 19，600，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 デリケートアーチ号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで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：1番・9番）

※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 オリアーナ号・ヒラボクダッシュ号
（非抽選馬） 1頭 コーリンギデオン号



3309112月28日 晴 良 （26中山4）第8日 第7競走 ��
��2，500�グッドラックハンデキャップ

発走13時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

816 レイズアスピリット 牡3青 53 丸山 元気 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：33．8 6．5�
47 ナンヨーケンゴー �4鹿 55 岩田 康誠中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 484＋ 2 〃 クビ 10．1�
48 ブライトボーイ 牡5鹿 55 内田 博幸古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 492＋122：34．01� 21．3�
23 ヒールゼアハーツ 牡6栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：34．1	 37．4�
24 トニーポケット 牡5鹿 54 C．デムーロ 藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 478＋ 42：34．2� 13．2�
（仏）

12 
 レイトライザー 牡4黒鹿54 横山 典弘中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 462＋ 8 〃 ハナ 7．2	
36 アースステップ 牡7鹿 57 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 530＋ 4 〃 クビ 7．2

11 ピュアソルジャー 牡4鹿 55 村田 一誠鶴見 芳子氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 B484＋ 42：34．3クビ 18．8�
713 カ ー マ イ ン 牡6鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464＋14 〃 クビ 48．6�
510 ヴォルスング 牡3鹿 53 蛯名 正義 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 62：34．4クビ 7．9
714 フィルハーマジック 牝6鹿 52 丸田 恭介�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 472＋ 4 〃 ハナ 35．9�
611 アニマトゥール 牝4黒鹿52 吉田 隼人 �社台レースホース金成 貴史 安平 追分ファーム 456＋ 2 〃 クビ 64．3�
815 ルミナスレッド 牝5鹿 53 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 82：34．6	 82．3�
35 ストーミング 牡3栗 55 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 490＋ 42：34．92 3．8�
612 トーセンワープ 牡4鹿 55 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム B474＋102：35．64 22．5�
59 レンブラント 牡3黒鹿53 大野 拓弥田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 486± 0 〃 アタマ 63．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，549，600円 複勝： 81，006，800円 枠連： 49，126，900円
馬連： 173，784，400円 馬単： 76，647，900円 ワイド： 79，971，600円
3連複： 217，142，000円 3連単： 277，332，300円 計： 1，007，561，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 280円 � 410円 � 620円 枠 連（4－8） 2，930円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 7，030円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 2，510円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 25，960円 3 連 単 ��� 125，740円

票 数

単勝票数 計 525496 的中 � 64418（2番人気）
複勝票数 計 810068 的中 � 83473（3番人気）� 50714（7番人気）� 31684（10番人気）
枠連票数 計 491269 的中 （4－8） 12956（13番人気）
馬連票数 計1737844 的中 �� 33862（14番人気）
馬単票数 計 766479 的中 �� 8167（25番人気）
ワイド票数 計 799716 的中 �� 14025（16番人気）�� 8194（33番人気）�� 5793（47番人気）
3連複票数 計2171420 的中 ��� 6272（94番人気）
3連単票数 計2773323 的中 ��� 1599（441番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．7―12．2―12．2―13．2―13．4―13．3―11．8―11．9―11．9―11．7―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．2―29．9―42．1―54．3―1：07．5―1：20．9―1：34．2―1：46．0―1：57．9―2：09．8―2：21．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レイズアスピリット �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．9．1 新潟5着

2011．4．20生 牡3青 母 ミラクルレイザー 母母 ジェイズミラクル 10戦3勝 賞金 33，869，000円
〔制裁〕 トーセンワープ号の騎手吉田豊は，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：9番・8番・6番・4番・2

番）
ナンヨーケンゴー号の騎手岩田康誠は，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。

※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 サトノレオパード号
（非抽選馬） 2頭 アカノジュウハチ号・アルティスト号
※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。

3309212月28日 晴 良 （26中山4）第8日 第8競走 ��
��1，800�2014フェアウェルステークス

発走14時00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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 アサクサポイント �6青鹿57 C．デムーロ 田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476－ 21：53．0 11．1�
（仏）

59 アドマイヤランディ 牡3栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510－ 21：53．1	 3．5�
11 コスモシャンハイ 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 B504＋ 41：53．42 132．1�
24 セブンフォース 牡4栗 57 浜中 俊前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 554＋ 4 〃 ハナ 5．3�
510 ヴァンガード �5鹿 57 W．ビュイック H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504± 0 〃 クビ 8．9�
（英）

713
 グレイレジェンド 牡6芦 57 内田 博幸小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 478＋ 41：53．5� 29．3	
816 ヒラボクプリンス 牡4鹿 57 横山 典弘
平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 494＋ 61：53．6クビ 7．5�
714 オメガスカイツリー 牡6黒鹿57 柴山 雄一原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B504＋ 21：53．91� 96．3�
12 ジャッカスバーク 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B538＋14 〃 ハナ 9．3
815 サンバビーン 牝4鹿 55 城戸 義政岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 496＋ 2 〃 クビ 122．0�
47 ショウナンアポロン 牡4鹿 57 松岡 正海国本 哲秀氏 古賀 史生 洞湖 メジロ牧場 B510± 01：54．11� 125．6�
36 スズカヴィグラス 牡5鹿 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B508＋ 8 〃 クビ 24．3�
23 ストロングサウザー 牡3鹿 56 北村 宏司村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480＋141：54．2クビ 4．8�
48 セイカフォルテ 牡6鹿 57 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 4 〃 アタマ 129．7�
612 ニシノオウガイ 牡6黒鹿57 武士沢友治西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 498＋ 61：54．41� 256．8�
35 セイカフォルトゥナ 牝5栗 55 菱田 裕二久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 498＋ 81：55．14 61．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，021，600円 複勝： 89，341，900円 枠連： 53，348，400円
馬連： 219，732，100円 馬単： 96，048，500円 ワイド： 80，752，000円
3連複： 226，221，900円 3連単： 328，995，200円 計： 1，158，461，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 290円 � 190円 � 3，330円 枠 連（5－6） 1，500円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 910円 �� 18，490円 �� 12，940円

3 連 複 ��� 111，690円 3 連 単 ��� 610，020円

票 数

単勝票数 計 640216 的中 � 45775（7番人気）
複勝票数 計 893419 的中 � 80339（6番人気）� 150491（1番人気）� 5381（15番人気）
枠連票数 計 533484 的中 （5－6） 27503（8番人気）
馬連票数 計2197321 的中 �� 94618（7番人気）
馬単票数 計 960485 的中 �� 12972（27番人気）
ワイド票数 計 807520 的中 �� 24116（14番人気）�� 1095（79番人気）�� 1567（63番人気）
3連複票数 計2262219 的中 ��� 1519（188番人気）
3連単票数 計3289952 的中 ��� 391（967番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．5―37．2―50．1―1：02．6―1：15．1―1：27．6―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アサクサポイント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．12．25 中山3着

2008．3．9生 �6青鹿 母 レリックレーヌ 母母 カフェドフランス 32戦4勝 賞金 86，845，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バンブーリバプール号
※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。

１レース目



3309312月28日 晴 良 （26中山4）第8日 第9競走 ��
��2，000�第31回ホープフルステークス（ＧⅡ）

発走14時35分 （芝・右）
牡・牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．9

良
良

510 シャイニングレイ 牡2鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 510－ 22：01．9 4．5�
36 コ メ ー ト 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 490＋122：02．11� 30．5�
47 ブラックバゴ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 502－ 2 〃 ハナ 30．8�
23 ソールインパクト 牡2芦 55 福永 祐一窪田 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 486＋10 〃 クビ 9．1�
48 エニグマバリエート 牡2青鹿55 岩田 康誠平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 482＋ 22：02．31� 36．9�
611 マサハヤドリーム 牡2鹿 55 田辺 裕信中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 クビ 46．6	
11 タンタアレグリア 牡2栗 55 三浦 皇成
G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 62：02．4クビ 8．0�
12 レトロロック 牡2鹿 55 C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス
 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 464－ 2 〃 アタマ 10．2�
（仏）

59 ダノンメジャー 牡2栗 55 小牧 太
ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 ハナ 3．2
612 ディアコンチェルト 牡2黒鹿55 後藤 浩輝ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 442＋ 82：02．5� 172．7�
815 ティルナノーグ 牡2鹿 55 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 6 〃 同着 5．4�
35 マイネルシュバリエ 牡2鹿 55 柴田 大知 
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 478± 02：02．6� 29．7�
24 フォワードカフェ 牡2黒鹿55 蛯名 正義西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 524＋16 〃 アタマ 36．4�
714 タイセイアプローズ 牡2鹿 55 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 462－ 22：03．45 107．6�
713	 ジャジャウマナラシ 牡2鹿 55 左海 誠二上田江吏子氏 小久保 智 新冠 堤 牧場 476＋ 12：03．61� 153．0�

（浦和） （船橋）

816 ナンヨーテンプル 牡2黒鹿55 柴田 善臣中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 482＋ 62：03．81� 120．9�
817 メイプルレインボー 牡2栗 55 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 476＋ 42：04．43� 336．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 176，632，600円 複勝： 207，344，200円 枠連： 110，566，200円
馬連： 475，667，000円 馬単： 226，649，200円 ワイド： 181，481，800円
3連複： 564，170，700円 3連単： 892，337，800円 計： 2，834，849，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 660円 � 680円 枠 連（3－5） 1，540円

馬 連 �� 9，330円 馬 単 �� 15，000円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 2，720円 �� 7，090円

3 連 複 ��� 76，660円 3 連 単 ��� 345，220円

票 数

単勝票数 計1766326 的中 � 313596（2番人気）
複勝票数 計2073442 的中 � 292543（2番人気）� 74831（8番人気）� 72131（10番人気）
枠連票数 計1105662 的中 （3－5） 55376（7番人気）
馬連票数 計4756670 的中 �� 39477（25番人気）
馬単票数 計2266492 的中 �� 11329（47番人気）
ワイド票数 計1814818 的中 �� 15376（32番人気）�� 17325（27番人気）�� 6533（61番人気）
3連複票数 計5641707 的中 ��� 5519（174番人気）
3連単票数 計8923378 的中 ��� 1874（795番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．5―12．8―12．5―11．8―12．7―12．5―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―36．2―49．0―1：01．5―1：13．3―1：26．0―1：38．5―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F35．9
1
3
4，5（6，10）（2，8，16）（3，14，17）－（7，9）13，1（12，15）11
5，4（6，10）2（8，16）（3，14）17（7，1，9）－（11，13）（12，15）

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

勝馬の
紹 介

シャイニングレイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．11．9 京都1着

2012．5．22生 牡2鹿 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 2戦2勝 賞金 72，637，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3309412月28日 晴 良 （26中山4）第8日 第10競走 ��
��2，500�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走15時25分 （第59回グランプリ） （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬；負担重量は，3歳55�4
歳以上57�，牝馬2�減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 200，000，000円 80，000，000円 50，000，000円 30，000，000円 20，000，000円
付 加 賞 3，360，000円 960，000円 480，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：29．5
2：29．5
2：29．5

良
良
良

24 ジェンティルドンナ 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 22：35．3 8．7�
36 トゥザワールド 牡3鹿 55 W．ビュイック �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524＋ 42：35．4� 31．2�

（英）

714 ゴールドシップ 牡5芦 57 岩田 康誠合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B510 〃 ハナ 3．5�

815 ジャスタウェイ 牡5鹿 57 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504＋ 62：35．5クビ 4．6�

713 エピファネイア 牡4鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 ハナ 4．0�
35 ラ キ シ ス 牝4鹿 55 C．デムーロ 大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 アタマ 36．3	

（仏）

47 ラストインパクト 牡4青鹿57 菱田 裕二 �シルクレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 2 〃 クビ 17．6


11 トーセンラー 牡6黒鹿57 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 462－ 42：35．71 22．8�
612 デニムアンドルビー 牝4鹿 55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448＋ 6 〃 クビ 118．6�
510 フェノーメノ 牡5青鹿57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム 502＋ 8 〃 アタマ 15．3�
611 サトノノブレス 牡4黒鹿57 池添 謙一里見 治氏 池江 泰寿 洞	湖 メジロ牧場 512＋ 42：35．91
 81．0�
59 ウインバリアシオン 牡6鹿 57 藤岡 康太ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 530－ 4 〃 ハナ 34．9�
23 ワンアンドオンリー 牡3黒鹿55 横山 典弘前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 42：36．0
 11．8�
12 ヴィルシーナ 牝5青 55 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：36．1クビ 77．7�
48 メイショウマンボ 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 486－ 42：36．42 86．3�
816 オーシャンブルー 牡6鹿 57 蛯名 正義青芝商事 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 432－ 4 〃 ハナ 87．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 2，133，868，200円 複勝： 1，454，610，600円 枠連： 2，109，874，500円 馬連： 6，574，360，700円 馬単： 2，834，863，600円
ワイド： 1，779，457，800円 3連複： 7，544，532，000円 3連単：14，394，050，700円 5重勝： 971，441，600円 計： 39，797，059，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 280円 � 500円 � 160円 枠 連（2－3） 2，610円

馬 連 �� 12，350円 馬 単 �� 21，190円

ワ イ ド �� 3，390円 �� 850円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 15，250円 3 連 単 ��� 109，590円

5 重 勝
対象競走：中山8R／阪神9R／中山9R／阪神10R／中山10R

キャリーオーバー なし����� 4，444，500円

票 数

単勝票数 計21338682 的中 � 1946714（4番人気）
複勝票数 計14546106 的中 � 1241116（4番人気）� 616940（8番人気）� 2933112（1番人気）
枠連票数 計21098745 的中 （2－3） 624338（10番人気）
馬連票数 計65743607 的中 �� 412368（37番人気）
馬単票数 計28348636 的中 �� 100291（64番人気）
ワイド票数 計17794578 的中 �� 130087（38番人気）�� 552559（4番人気）�� 387951（12番人気）
3連複票数 計75445320 的中 ��� 370993（48番人気）
3連単票数 計143940507 的中 ��� 95223（356番人気）
5重勝票数 計9714416 的中 ����� 153

ハロンタイム 7．0―11．8―12．3―12．6―12．5―13．6―13．2―13．0―12．3―12．4―11．5―11．2―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．8―31．1―43．7―56．2―1：09．8―1：23．0―1：36．0―1：48．3―2：00．7―2：12．2―2：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．0―3F34．6
1
	
2－13－（1，4）（3，5）6（7，10）9（12，14）（15，11）16－8
2，13－（1，4）5（3，6，10，14）（7，12，9）15（16，11）8

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

勝馬の
紹 介

ジェンティルドンナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー 2011．11．19 京都2着

2009．2．20生 牝5鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 17戦9勝 賞金 1，326，210，000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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ショウナンラグーン号・タマモベストプレイ号・ナカヤマナイト号・フェイムゲーム号・ラブイズブーシェ号
※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。

３レース目 ５レース目



3309512月28日 晴 良 （26中山4）第8日 第11競走 ��
��1，200�ハッピーエンドカップ

発走16時05分 （芝・右・外）
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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

68 キタサンラブコール 牡3鹿 56 横山 典弘�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 468＋ 21：08．8 4．1�
44 シンデレラボーイ 牡4鹿 57 福永 祐一田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 484－121：08．9� 2．9�
710	 カ カ リ ア 牝3鹿 54 川田 将雅加藤 春夫氏 武井 亮 様似 様似共栄牧場 476－ 21：09．11� 15．6�
22 フルールシチー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 506± 0 〃 クビ 4．6�
11 モンマックス 牡4鹿 57 後藤 浩輝�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 534＋141：09．2クビ 7．8	
813 ヤサカオディール 牝5黒鹿55 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 446＋ 6 〃 クビ 26．7

711 ウインネオルーラー 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 494± 01：09．3� 37．0�
57 フリーアズアバード 
6鹿 57 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B470± 0 〃 ハナ 69．7�
56 エクセレントピーク 牝6鹿 55 田中 勝春飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 480＋ 41：09．4クビ 101．1
69 クリノタカラチャン 牝4黒鹿55 柴田 大知栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 422－ 21：09．61� 20．9�
33 ル ミ ニ ズ ム 牡3黒鹿56 北村 宏司 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋121：09．81� 9．0�
812� ペガサスジュニア 牡3栗 56 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 米 Dr. Masa-

take Iida B518＋10 〃 クビ 113．1�
45 ファンアットコート 牝4鹿 55 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 21：10．0 214．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 132，646，900円 複勝： 139，278，100円 枠連： 84，160，800円
馬連： 376，923，200円 馬単： 182，293，500円 ワイド： 133，888，000円
3連複： 412，601，300円 3連単： 803，823，100円 計： 2，265，614，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 140円 � 270円 枠 連（4－6） 490円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，040円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 10，340円

票 数

単勝票数 計1326469 的中 � 255280（2番人気）
複勝票数 計1392781 的中 � 254854（2番人気）� 306539（1番人気）� 99085（6番人気）
枠連票数 計 841608 的中 （4－6） 132010（1番人気）
馬連票数 計3769232 的中 �� 490924（1番人気）
馬単票数 計1822935 的中 �� 109815（2番人気）
ワイド票数 計1338880 的中 �� 143005（1番人気）�� 30149（13番人気）�� 39545（10番人気）
3連複票数 計4126013 的中 ��� 118076（7番人気）
3連単票数 計8038231 的中 ��� 56333（24番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．8―45．4―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 9，11，13（10，4，7）（1，8）6，3（5，12）－2 4 9，11（13，4，7）（10，1，8）6－（3，12）－（5，2）

勝馬の
紹 介

キタサンラブコール �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2013．7．6 函館1着

2011．4．12生 牡3鹿 母 ビッグテンビー 母母 モ ガ ミ ヒ メ 14戦3勝 賞金 42，739，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時10分に変更。
※出走取消馬 ネロディアマンテ号（疾病〔左肩跛行〕のため）



（26中山4）第8日 12月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 11回 出走頭数 176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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

673，120，000円
2，080，000円
9，660，000円
7，300，000円
63，050，000円
65，000，000円
68，991，000円
5，431，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
2，806，575，400円
2，341，028，400円
2，599，291，000円
8，481，742，400円
3，773，665，400円
2，578，215，100円
9，748，692，100円
17，774，252，200円
971，441，600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
5 重 勝
計 51，074，903，600円

総入場人員 115，878名 （有料入場人員 105，194名）



平成26年度 第4回中山競馬 総計

競走回数 95回 出走延頭数 1，426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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，380，250，000円
6，240，000円
97，740，000円
19，810，000円
216，740，000円
65，000，000円
556，304，750円
41，497，000円
13，680，000円

勝馬投票券売得金
5，728，035，100円
6，807，059，500円
4，788，540，900円
16，778，732，500円
8，090，007，700円
6，221，027，400円
19，596，044，100円
33，346，355，900円
971，441，600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
5 重 勝
計 102，327，244，700円

総入場延人員 304，834名 （有料入場延人員 239，347名）
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