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3302512月12日 晴 重 （27中山5）第3日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時50分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

47 プレシャスエース 牡2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 41：10．4 5．1�
510� スキャットエディ 牡2鹿 55 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 米 Machmer

Hall 478＋ 61：10．71� 1．5�
714 ゴールデンレッグ 牝2鹿 54 田辺 裕信野口 弘司氏 小西 一男 新ひだか 出羽牧場 444－ 41：11．87 7．7�
36 モンマルトル 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 B446± 01：12．43	 42．3�
816 ペルルクロシュ 牝2黒鹿54 柴山 雄一ディアレスト 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 434－10 〃 ハナ 18．5�
611 ゴールドジャイアン 牡2栗 55

52 ▲井上 敏樹 	ゴールドレーシング 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 498＋121：12．82	 132．2

48 サンドルトン 牝2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 新ひだか 仲野牧場 482＋ 41：12．9	 26．3�
713 ストーミングスカイ 牝2黒鹿54 吉田 豊 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－121：13．32	 13．6�
24 メインアクト 牡2鹿 55 内田 博幸	Basic 田島 俊明 新冠 佐藤牧場 502－121：13．4クビ 46．0
23 ペイシャナイト 牝2青 54 丸田 恭介北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 466－14 〃 クビ 204．3�
59 タケデンガーベラ 牝2芦 54 的場 勇人武市 進吾氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 494± 01：13．61
 257．6�
815 ミヤギデュランダル �2栗 55 田中 勝春菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 稔 474＋ 61：13．7クビ 236．3�
11 グラスドルチェ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 442－ 41：13．91
 272．4�
12 パイナップルキング 牡2栗 55 丹内 祐次田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 金 宏二 450－101：14．11
 249．4�
35 ショウナンタフネス 牡2鹿 55

52 ▲木幡 初也国本 哲秀氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 472＋ 61：14．31
 153．7�
612 オメガパスポート 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 450＋101：17．0大差 49．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，605，000円 複勝： 53，652，000円 枠連： 13，126，300円
馬連： 44，178，900円 馬単： 30，523，000円 ワイド： 26，108，400円
3連複： 63，406，200円 3連単： 97，849，000円 計： 352，448，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（4－5） 380円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 200円 �� 430円 �� 250円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 4，690円

票 数

単勝票数 計 236050 的中 � 36699（2番人気）
複勝票数 計 536520 的中 � 47056（2番人気）� 346913（1番人気）� 44131（3番人気）
枠連票数 計 131263 的中 （4－5） 26710（2番人気）
馬連票数 計 441789 的中 �� 78950（1番人気）
馬単票数 計 305230 的中 �� 18285（4番人気）
ワイド票数 計 261084 的中 �� 38115（1番人気）�� 13198（5番人気）�� 27109（2番人気）
3連複票数 計 634062 的中 ��� 59178（1番人気）
3連単票数 計 978490 的中 ��� 15125（9番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．8―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―45．4―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレシャスエース �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．8．9 新潟18着

2013．3．18生 牡2鹿 母 プレシャスドロップ 母母 ザラストドロップ 5戦1勝 賞金 7，750，000円
〔その他〕 ショウナンタフネス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オメガパスポート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月12日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ショウナンタフネス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年1月12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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラブラブビーム号
（非抽選馬） 2頭 タマムーンフェイス号・ブラックゼウス号

3302612月12日 晴 重 （27中山5）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

47 カジノクイーン 牝2栗 54 戸崎 圭太内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 B446－101：56．3 5．1�
35 アルセナーレ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 500＋ 81：56．51� 2．2�
23 ブライトガーランド 牝2栗 54 吉田 豊下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 476± 0 〃 クビ 16．1�
34 イエスアイゲット 牝2黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 430－ 61：56．6クビ 25．4�
713 ピクニックガーデン 牝2鹿 54 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 490－ 21：56．92 17．5	
814 ウインミモザ 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹�ウイン 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 454＋ 61：57．21� 8．4

59 アキノバレリーナ 牝2栗 54 村田 一誠穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 474＋ 41：57．41 126．1�
46 プルシアロワイヤル 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 436－ 4 〃 ハナ 236．6
712 セイムヒアー 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 412－ 81：57．61� 141．6�
11 メイクユアデイ 牝2黒鹿 54

52 △石川裕紀人 �北星村田牧場 藤沢 和雄 新冠 北星村田牧場 496－ 41：57．91� 4．7�
815 コスモプルート 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 4 〃 アタマ 251．1�
610 ア マ リ リ ス 牝2黒鹿54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 浦河 鳥井 征士 434＋ 41：58．21� 176．1�
611 マーヴェラスデー 牝2芦 54 丸田 恭介栗山 良子氏 上原 博之 平取 二風谷ファーム 438＋ 61：59．26 12．4�
22 メッザルーナ 牝2黒鹿54 木幡 初広ホースアディクト高橋 義博 新ひだか 堀川 洋之 424－122：00．37 318．8�
58 クラウンムーン 牝2黒鹿54 柴山 雄一�クラウン 菊川 正達 新冠 カミイスタット 444± 02：00．61� 57．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，003，100円 複勝： 30，269，200円 枠連： 10，326，100円
馬連： 45，167，700円 馬単： 28，314，100円 ワイド： 24，426，000円
3連複： 57，252，000円 3連単： 84，054，600円 計： 300，812，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 110円 � 270円 枠 連（3－4） 510円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，170円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 8，850円

票 数

単勝票数 計 210031 的中 � 32589（3番人気）
複勝票数 計 302692 的中 � 45508（3番人気）� 96147（1番人気）� 19315（6番人気）
枠連票数 計 103261 的中 （3－4） 15457（1番人気）
馬連票数 計 451677 的中 �� 62222（2番人気）
馬単票数 計 283141 的中 �� 15528（4番人気）
ワイド票数 計 244260 的中 �� 31684（1番人気）�� 4652（16番人気）�� 9595（7番人気）
3連複票数 計 572520 的中 ��� 22478（5番人気）
3連単票数 計 840546 的中 ��� 6882（20番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．5―13．3―12．4―12．5―13．2―13．5―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．5―50．8―1：03．2―1：15．7―1：28．9―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．6
1
3
・（4，9）－（1，15，5）8，7，14，3，6－13－2，12（10，11）・（4，9）（15，5）（7，8）1（3，14）6，13，11，12－10，2

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

勝馬の
紹 介

カジノクイーン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．6．14 東京13着

2013．5．7生 牝2栗 母 セドゥクティーバ 母母 ゴールデンチェリー 5戦1勝 賞金 6，300，000円
※出走取消馬 ブライティアベル号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）

第５回 中山競馬 第３日



3302712月12日 晴 重 （27中山5）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

12 スケールアップ 牡2黒鹿 55
53 △石川裕紀人髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 496＋ 21：54．4 2．1�

23 タンサンドール 牡2栗 55 三浦 皇成 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 484＋12 〃 クビ 5．2�
48 ロードゼフィール 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 中館牧場 506－ 61：54．61� 7．0�
815 ニシノタイタン 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 546－ 21：55．55 4．4�
59 ヤマタケジャイアン �2芦 55 武士沢友治山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B464＋ 4 〃 クビ 40．9�
11 エドノマツオー 牡2栗 55 的場 勇人遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 468－ 21：55．6クビ 100．1	
510 トラストナイト 牡2黒鹿55 吉田 豊菅波 雅巳氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 478－ 41：55．81� 14．2

47 マイネルプレリー 牡2鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 日高大洋牧場 482＋ 6 〃 クビ 272．8�
816 シゲルマンタ 牡2鹿 55 丸田 恭介森中 蕃氏 和田 雄二 新冠 長浜 秀昭 470－ 41：55．9クビ 385．5�
612 エヌケイボーイ 牡2黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹長谷川兼美氏 菅原 泰夫 新ひだか 畠山牧場 B478＋101：56．11� 15．9
611 テ ィ ー ソ ル 牡2鹿 55 村田 一誠�高橋ファーム 伊藤 伸一 日高 豊洋牧場 492＋ 41：56．41� 143．3�
714 コスモアストロ 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 武田牧場 432－ 41：56．71� 552．3�
36 タイセイパートナー 牡2芦 55 柴山 雄一田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B502－101：57．65 58．9�
35 マイネルレジストル 牡2栗 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 21：57．81� 289．4�
713 ブラックスパーク 牡2青鹿55 江田 照男内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 中館牧場 454＋ 61：59．410 265．7�
24 ヒ ッ ト マ ン 牡2栗 55 嘉藤 貴行�Basic 土田 稔 新冠 佐藤牧場 460＋ 42：01．1大差 74．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，544，900円 複勝： 38，468，100円 枠連： 12，952，700円
馬連： 51，077，200円 馬単： 30，874，700円 ワイド： 29，586，000円
3連複： 65，543，700円 3連単： 96，803，400円 計： 350，850，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 180円 � 180円 枠 連（1－2） 560円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 300円 �� 360円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 4，310円

票 数

単勝票数 計 255449 的中 � 96567（1番人気）
複勝票数 計 384681 的中 � 140465（1番人気）� 41469（4番人気）� 42074（3番人気）
枠連票数 計 129527 的中 （1－2） 17612（2番人気）
馬連票数 計 510772 的中 �� 62771（2番人気）
馬単票数 計 308747 的中 �� 22992（2番人気）
ワイド票数 計 295860 的中 �� 26490（2番人気）�� 21591（3番人気）�� 10541（9番人気）
3連複票数 計 655437 的中 ��� 34620（3番人気）
3連単票数 計 968034 的中 ��� 16258（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．0―49．8―1：01．9―1：13．8―1：26．6―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スケールアップ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2015．11．23 東京2着

2013．5．8生 牡2黒鹿 母 ダイコーマリーン 母母 ミ ヤ ラ ビ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
・・・〔制裁〕 スケールアップ号の騎手石川裕紀人は，発走後に左あぶみ革の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒットマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月12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） 2頭 シャイニーゴールド号・ダーウィンノオシエ号

3302812月12日 晴 良 （27中山5）第3日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時20分 （芝・右）

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

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

23 ステイパーシスト 牡2黒鹿 55
53 △石川裕紀人吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422＋ 22：02．6 5．5�
818 ミライヘノツバサ 牡2芦 55 内田 博幸三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 482＋ 62：03．23� 10．6�
715 ロ ジ カ ロ ン 牡2栗 55 大野 拓弥久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 460－ 22：03．73 99．5�
713 ベルクオーレ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�菅井牧場 竹内 正洋 新冠 大栄牧場 438－ 8 〃 クビ 10．2�
612 コラージェン 牡2鹿 55 戸崎 圭太�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新ひだか タガミファーム 474＋ 22：03．8クビ 2．4	
510 フレンドリトル 牡2芦 55 村田 一誠戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 438－102：04．01� 89．1

59 ダイワオッズ 牡2栗 55 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 462＋10 〃 ハナ 13．0�
816 ブ ロ ン テ 牡2芦 55 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 森永 聡 428－ 42：04．21� 157．7�
24 シンボリラパス 牡2栗 55 柴山 雄一シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 464－ 2 〃 ハナ 4．3
12 サクセスボーイ 牡2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 454＋102：04．41� 236．3�
611 エイトレンジャーズ 牝2黒鹿54 丸田 恭介�LS.M 天間 昭一 日高 正和山本牧場 414－12 〃 クビ 110．3�
817 マキシマムブレイク 牡2栗 55 吉田 豊 �シルクレーシング 戸田 博文 日高 賀張三浦牧場 460－ 42：04．5� 18．9�
48 マイネルシュタット 牡2黒鹿55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 丸村村下
ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 293．7�

47 ジャマイカムーン 牡2鹿 55
52 ▲井上 敏樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 416＋ 2 〃 アタマ 61．9�

36 シャイニーストーム 牡2鹿 55
52 ▲木幡 初也小林 昌志氏 武井 亮 平取 川向高橋育

成牧場 B460＋ 22：04．6クビ 110．4�
35 コスモブランカ 牡2黒鹿55 松岡 正海岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 442－ 62：04．7� 28．4�
714 マイネルマルキ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 2 〃 アタマ 145．8�
11 サンローズピンク 牝2青鹿54 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 斉藤 正男 410－ 42：05．23 239．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，184，100円 複勝： 37，021，300円 枠連： 16，948，400円
馬連： 50，252，700円 馬単： 31，637，400円 ワイド： 29，955，400円
3連複： 68，063，400円 3連単： 89，150，000円 計： 344，212，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 240円 � 370円 � 2，320円 枠 連（2－8） 740円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 7，460円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 8，100円 �� 12，800円

3 連 複 ��� 139，850円 3 連 単 ��� 414，310円

票 数

単勝票数 計 211841 的中 � 30770（3番人気）
複勝票数 計 370213 的中 � 48559（3番人気）� 26692（5番人気）� 3459（14番人気）
枠連票数 計 169484 的中 （2－8） 17681（3番人気）
馬連票数 計 502527 的中 �� 9820（14番人気）
馬単票数 計 316374 的中 �� 3177（23番人気）
ワイド票数 計 299554 的中 �� 5324（15番人気）�� 942（47番人気）�� 594（61番人気）
3連複票数 計 680634 的中 ��� 365（175番人気）
3連単票数 計 891500 的中 ��� 156（671番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―37．2―50．2―1：03．3―1：15．4―1：26．9―1：38．7―1：50．8

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ステイパーシスト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．10．11 東京6着

2013．5．20生 牡2黒鹿 母 ロマンシエール 母母 オグリローマン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ステイパーシスト号は，枠入り不良。

サンローズピンク号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 マイネルツィール号



3302912月12日 晴 良 （27中山5）第3日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：45．9

良
良

814 ア ル カ サ ル 牡2青鹿55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 526 ―1：52．6 6．6�
610 マヤノピナクル 牡2鹿 55 三浦 皇成田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 450 ― 〃 クビ 7．6�
46 スイートメモリーズ 牝2黒鹿54 柴山 雄一堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 三石ファーム 500 ―1：53．02� 16．6�
57 ポンテファブリチオ 牡2鹿 55 横山 典弘窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 490 ―1：53．1クビ 1．7�
712 ローレルジャック 牡2黒鹿55 松岡 正海 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 466 ―1：53．31� 25．7	
813 アスコットチャンプ 牡2栗 55 大野 拓弥星野 
男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 470 ―1：53．72� 42．8�
711 サニーヴィクトリー 牡2栗 55 武士沢友治島川 
哉氏 小桧山 悟 新冠 秋田牧場 492 ―1：54．01� 26．1�
69 オーバーターン 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 414 ―1：54．1� 45．1

45 キングサンデー 牡2鹿 55 吉田 豊戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 452 ―1：54．2� 30．8�
58 コスモリンクス 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 418 ―1：54．41	 191．5�
33 ウインラングロワ 牡2栗 55

52 ▲井上 敏樹�ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 増本牧場 424 ―1：54．61	 109．5�
22 ミニョンレーヌ 牝2黒鹿54 蛯名 正義�ターフ・スポート国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 452 ― 〃 クビ 8．5�
34 ロンシャンドリーム 牡2青鹿55 内田 博幸ライオンレースホース� 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 410 ―1：54．7クビ 21．4�

（13頭）
11 サ ン ク ロ ワ 牡2栗 55 戸崎 圭太�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 456 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，125，700円 複勝： 27，732，800円 枠連： 9，406，300円
馬連： 31，597，000円 馬単： 20，271，700円 ワイド： 17，367，600円
3連複： 28，710，100円 3連単： 42，334，700円 計： 199，545，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 240円 � 220円 � 370円 枠 連（6－8） 2，050円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，800円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 10，480円 3 連 単 ��� 49，980円

票 数

単勝票数 差引計 221257（返還計 50269） 的中 � 26715（2番人気）
複勝票数 差引計 277328（返還計 71402） 的中 � 31954（3番人気）� 35647（2番人気）� 17630（5番人気）
枠連票数 差引計 94063（返還計 58991） 的中 （6－8） 3555（7番人気）
馬連票数 差引計 315970（返還計197326） 的中 �� 8864（11番人気）
馬単票数 差引計 202717（返還計125448） 的中 �� 3046（15番人気）
ワイド票数 差引計 173676（返還計103526） 的中 �� 5671（8番人気）�� 2418（21番人気）�� 3895（12番人気）
3連複票数 差引計 287101（返還計329694） 的中 ��� 2053（36番人気）
3連単票数 差引計 423347（返還計506769） 的中 ��� 614（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―26．8―40．3―53．9―1：05．7―1：17．6―1：29．5―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0
1
3
・（7，8）（3，10）6，9（4，14）（2，12，13）（5，11）・（7，14）8（6，10，13）－（3，9，12）（4，5）（2，11）

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

勝馬の
紹 介

ア ル カ サ ル �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Rock of Gibraltar 初出走

2013．3．3生 牡2青鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 サンクロワ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔発走状況〕 ポンテファブリチオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

キングサンデー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ローレルジャック号の調教師高橋裕は，馬場入場後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

3303012月12日 晴 重 （27中山5）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時45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

47 � ジルズパレス 牝2鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 米
Jim R. Wells &
Candy Mead-
ows LLC

488 ―1：12．8 1．4�
59 ティアップヒート 牝2鹿 54 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 476 ―1：13．12 11．9�
48 スターアリュール 牝2栗 54 村田 一誠田頭 勇貴氏 清水 英克 浦河 川越ファーム 460 ―1：13．73� 32．8�
23 アルタモーダ 牡2栗 55 内田 博幸ディアレスト 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B506 ―1：14．02 9．6�
815 フッカツノノロシ 牡2黒鹿55 的場 勇人福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 498 ―1：14．53 72．2�
35 チェリーピッカー 牡2鹿 55 二本柳 壮佐藤 守宏氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 456 ― 〃 アタマ 161．9�
713 フェイクプロミス 牡2黒鹿55 田中 勝春山上 和良氏 菊川 正達 清水 小野瀬 竜馬 488 ―1：14．71� 14．8	
611 オーミソナタ 牝2青鹿54 柴田 善臣岩﨑 僖澄氏 松永 康利 様似 山本 和彦 422 ―1：14．8クビ 11．5

12 パーソナルブルー 牡2鹿 55 丸田 恭介 �ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 468 ―1：15．11� 21．0�
11 ジャンセンノ 牡2栗 55 丹内 祐次浅野 正敏氏 柴田 政人 平取 清水牧場 452 ―1：15．2	 200．1
36 サンナシュア 牝2芦 54 松岡 正海加藤 信之氏 中野 栄治 新ひだか 井高牧場 482 ―1：15．52 56．9�
24 アバランチリリー 牝2青鹿54 武士沢友治吉田 千津氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 520 ―1：15．6� 57．0�
816 スカーミッシャー 牡2栗 55 田辺 裕信諸江 幸祐氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 518 ―1：15．7� 15．9�
510 トーアホホエミ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也高山ランド� 和田 雄二 豊浦トーア牧場 390 ―1：16．12� 300．4�
612 トミケンアールト 牡2芦 55

53 △石川裕紀人冨樫 賢二氏 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 474 ―1：18．8大差 33．5�
（15頭）

714 キョウエイラヴ 牝2鹿 54 戸崎 圭太田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，216，700円 複勝： 45，997，500円 枠連： 15，918，100円
馬連： 48，021，200円 馬単： 31，797，300円 ワイド： 28，725，400円
3連複： 59，818，800円 3連単： 87，006，600円 計： 346，501，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 480円 枠 連（4－5） 680円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 280円 �� 810円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 7，370円

票 数

単勝票数 差引計 292167（返還計 437） 的中 � 157695（1番人気）
複勝票数 差引計 459975（返還計 330） 的中 � 245297（1番人気）� 41559（2番人気）� 10663（8番人気）
枠連票数 差引計 159181（返還計 43） 的中 （4－5） 17909（2番人気）
馬連票数 差引計 480212（返還計 2182） 的中 �� 52267（1番人気）
馬単票数 差引計 317973（返還計 1474） 的中 �� 26672（1番人気）
ワイド票数 差引計 287254（返還計 879） 的中 �� 30928（1番人気）�� 8612（7番人気）�� 3331（26番人気）
3連複票数 差引計 598188（返還計 4452） 的中 ��� 14901（9番人気）
3連単票数 差引計 870066（返還計 6005） 的中 ��� 8556（11番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．0―12．2―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．6―35．6―47．8―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジルズパレス �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Mineshaft 初出走

2013．3．5生 牝2鹿 母 Jill’s Gem 母母 Wilzada 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 キョウエイラヴ号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
〔発走状況〕 アルタモーダ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トミケンアールト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月12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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アジロ号・アラヒキリ号・イーガーアフェクト号・クラウンノキセキ号・サンライズムーヴ号・シャスールニング号・

タケノスカーレット号・ホームルーム号・マイウェイレコード号



3303112月12日 晴 重 （27中山5）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 モンドアルジェンテ 牡3芦 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 520＋101：52．0 2．5�
35 モンドクラフト 牡3鹿 56 三浦 皇成�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 538± 01：52．32 4．3�
59 アップルハウス 牡5青鹿57 平野 優新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム B468＋ 21：52．51� 21．5�
47 フィールザプリティ 牝3黒鹿54 大野 拓弥櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 458－ 41：52．92� 5．2�
22 � エターナルヒーロー �5黒鹿57 柴山 雄一岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 490－141：53．43 31．0�
815 コスモボアソルテ 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 490＋ 4 〃 アタマ 13．7	
610 ダイワハッスル 牡3栃栗56 蛯名 正義大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B486＋ 81：53．71	 21．3

46 オメガグランディス 牡4鹿 57

55 △石川裕紀人原 
子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 510＋121：53．9	 151．3�
23 ソールインパクト 牡3芦 56 吉田 豊窪田 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 478＋ 4 〃 クビ 6．6�
11 ツクバイーメーカー 牡3鹿 56 江田 照男荻原 昭二氏 土田 稔 新冠 ムラカミファーム 506＋ 41：54．0� 24．4
611� アオジャシン 牡3芦 56 内田 博幸�下河辺牧場 木村 哲也 日高 下河辺牧場 478＋ 81：54．63� 77．1�
34 デスティニーシチー 牡5栗 57 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 日高 幾千世牧場 492＋10 〃 ハナ 100．3�
712 ラインカグラ 牝4黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 436－ 81：55．77 220．6�
814� マッテンタルト 牝3栗 54 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 太 むかわ 上水牧場 468－101：57．8大差 88．6�
（14頭）

58 ツクバローレル 牡5黒鹿57 柴田 善臣荻原 昭二氏 小野 次郎 青森 ワールドファーム 502－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，179，100円 複勝： 42，225，400円 枠連： 16，378，600円
馬連： 49，067，900円 馬単： 24，571，600円 ワイド： 25，265，600円
3連複： 46，929，900円 3連単： 59，732，800円 計： 289，350，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 160円 � 330円 枠 連（3－7） 900円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 290円 �� 860円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 11，160円

票 数

単勝票数 差引計 251791（返還計 43254） 的中 � 79783（1番人気）
複勝票数 差引計 422254（返還計 75648） 的中 � 156601（1番人気）� 56183（3番人気）� 20058（6番人気）
枠連票数 差引計 163786（返還計 3330） 的中 （3－7） 14100（2番人気）
馬連票数 差引計 490679（返還計228936） 的中 �� 60954（1番人気）
馬単票数 差引計 245716（返還計111051） 的中 �� 17076（1番人気）
ワイド票数 差引計 252656（返還計118883） 的中 �� 26109（1番人気）�� 7011（12番人気）�� 4532（16番人気）
3連複票数 差引計 469299（返還計410148） 的中 ��� 10581（11番人気）
3連単票数 差引計 597328（返還計522179） 的中 ��� 3878（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．3―50．3―1：02．6―1：14．5―1：26．7―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

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 デビュー 2014．12．28 中山1着

2012．3．7生 牡3芦 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 7戦2勝 賞金 25，100，000円
〔競走除外〕 ツクバローレル号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マッテンタルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月12日まで平地競

走に出走できない。

3303212月12日 晴 重 （27中山5）第3日 第8競走 ��
��1，200�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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 � ホ ス ト 牡4黒鹿57 戸崎 圭太内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 526＋ 81：09．7 1．8�
23 � スズカアーサー 牡6鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 492＋ 61：09．8	 36．9�
12 ヒカリマサムネ 牡5栗 57 柴田 善臣�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 468＋ 21：10．11	 29．5�
510 ヒカリブランデー 牡4鹿 57 吉田 豊�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 482－ 21：10．2クビ 11．9�
612 トーセンミッション 牡3栗 56 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 B518＋ 8 〃 ハナ 11．0	
816 シュナップス 牡5栗 57 津村 明秀藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 454± 01：10．41
 38．1

59 � チェリーサマー 牡3鹿 56 松岡 正海櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 506＋ 41：10．5クビ 6．2�
713 リンガディンドン 牡3芦 56 蛯名 正義吉田 晴哉氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム 526－ 2 〃 アタマ 6．8�
35 シークレットアーム 牡6鹿 57 大野 拓弥サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 516＋ 6 〃 ハナ 283．4�
815 トウショウデュエル 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508± 0 〃 クビ 373．7�
36 ヤマニンアルシェ 牡7鹿 57

54 ▲井上 敏樹土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 512－ 61：10．6
 561．2�
48 ディアゴッホ 牡4栗 57 三浦 皇成ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 526－ 21：10．7クビ 51．9�
714 セクシーボーイ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �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 B488＋141：10．8
 11．5�
24 ファンファーレ 牝4栗 55 嘉藤 貴行清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B496＋121：10．9
 80．4�
611 クリノダイスーシー 牡3鹿 56 柴山 雄一栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 厚賀古川牧場 494＋ 21：11．0
 62．3�
47 オルフィーク 牝3青鹿54 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 488＋ 21：11．1
 139．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，501，700円 複勝： 64，171，400円 枠連： 25，642，200円
馬連： 81，697，600円 馬単： 52，381，300円 ワイド： 43，311，200円
3連複： 103，047，100円 3連単： 164，445，200円 計： 570，197，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 510円 � 470円 枠 連（1－2） 1，430円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 850円 �� 7，850円

3 連 複 ��� 12，760円 3 連 単 ��� 40，620円

票 数

単勝票数 計 355017 的中 � 151955（1番人気）
複勝票数 計 641714 的中 � 316833（1番人気）� 17715（8番人気）� 19213（7番人気）
枠連票数 計 256422 的中 （1－2） 13886（5番人気）
馬連票数 計 816976 的中 �� 20929（9番人気）
馬単票数 計 523813 的中 �� 15127（8番人気）
ワイド票数 計 433112 的中 �� 9764（13番人気）�� 13641（6番人気）�� 1357（56番人気）
3連複票数 計1030471 的中 ��� 6053（43番人気）
3連単票数 計1644452 的中 ��� 2935（112番人気）

ハロンタイム 11．8―10．1―10．6―11．5―12．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―21．9―32．5―44．0―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F37．2
3 1，13，7（11，16）2－（4，9，10）15（5，6）8－（3，12）－14 4 1－13－（7，16）2－11（4，9，10）－（5，15）（6，8）3，12－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ホ ス ト �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Unbridled’s Song

2011．5．14生 牡4黒鹿 母 ヴェルナッツァ 母母 Fall Fashion 11戦3勝 賞金 46，010，000円
地方デビュー 2013．9．17 大井

※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） 4頭 カシノインカローズ号・ビービーボイジャー号・ブルームーン号・ワイルドドラゴン号
（非抽選馬） 1頭 ソルプレーサ号



3303312月12日 晴 良 （27中山5）第3日 第9競走 ��
��1，200�

く ろ ま つ

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

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 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

58 ワンダフルラッシュ 牝2黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 432＋ 21：08．9 96．4�

34 タイセイエクレール 牡2鹿 55 戸崎 圭太田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 498± 0 〃 ハナ 8．7�
610 コスモフレンチ 牡2栗 55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 高橋 義浩 496＋161：09．0クビ 60．8�
46 フ ァ ド 牝2栗 54 吉田 豊森岡 幸人氏 矢野 英一 日高 浜本牧場 474± 01：09．1� 10．7�
813� フレンチイデアル 牡2鹿 55 内田 博幸杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 484－ 6 〃 クビ 4．0	
711 コスモアルコン 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 帰山 清貴 508＋ 41：09．2クビ 3．4

33 フリームーヴメント 牡2栗 55 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 440± 0 〃 アタマ 20．9�
11 ダノンキャップ 牡2栗 55 田辺 裕信�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 522＋ 4 〃 クビ 9．9�
22 ファジーネーブル 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 412± 01：09．3クビ 212．0
45 カ ネ ノ イ ロ 牡2鹿 55 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 454＋ 41：09．4� 6．4�
57 ヒ ル ダ 牝2栗 54 柴山 雄一吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 ハナ 6．7�
712 プリンセスオーラ 牝2鹿 54 大野 拓弥大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 	川 啓一 420＋ 21：09．61 88．6�
69 � フィランソロフィー 牡2栗 55 江田 照男伊達 敏明氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 454＋ 21：10．55 131．3�
814 ル キ ナ 牝2鹿 54 井上 敏樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 460＋ 81：10．92� 155．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，617，200円 複勝： 61，407，000円 枠連： 22，307，400円
馬連： 102，277，600円 馬単： 46，172，600円 ワイド： 45，594，400円
3連複： 119，199，500円 3連単： 174，757，100円 計： 607，332，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，640円 複 勝 � 2，330円 � 360円 � 1，890円 枠 連（3－5） 2，390円

馬 連 �� 41，340円 馬 単 �� 82，060円

ワ イ ド �� 8，880円 �� 27，400円 �� 8，040円

3 連 複 ��� 363，410円 3 連 単 ��� 4，524，960円

票 数

単勝票数 計 356172 的中 � 2953（11番人気）
複勝票数 計 614070 的中 � 6489（11番人気）� 51693（6番人気）� 8066（9番人気）
枠連票数 計 223074 的中 （3－5） 7213（11番人気）
馬連票数 計1022776 的中 �� 1917（53番人気）
馬単票数 計 461726 的中 �� 422（102番人気）
ワイド票数 計 455944 的中 �� 1328（48番人気）�� 428（77番人気）�� 1468（43番人気）
3連複票数 計1191995 的中 ��� 246（239番人気）
3連単票数 計1747571 的中 ��� 28（1758番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．9―11．3―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．4―44．7―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダフルラッシュ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2015．8．29 新潟4着

2013．3．24生 牝2黒鹿 母 アドマイヤパンチ 母母 ロイヤルカード 5戦2勝 賞金 16，394，000円
〔発走状況〕 ヒルダ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 フリームーヴメント号の騎手丸田恭介は，決勝線手前で急に外側に斜行したことについて平成27年12月19日から平成27年

12月27日まで騎乗停止。（被害馬：12番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヒルダ号は，平成27年12月13日から平成28年1月3日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。

3303412月12日 晴 重 （27中山5）第3日 第10競走 ��
��1，800�

ほくそう

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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

710 バ ン ズ ー ム 牡4鹿 57 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 472＋ 21：50．8 2．7�
55 イントロダクション 牝4栗 55 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 ハナ 59．8�
79 ミヤジタイガ 牡5鹿 57 大野 拓弥曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 504± 01：51．01 4．2�
22 マイネルバウンス 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 502＋ 61：51．21� 60．2�
811 ティアップレーヴ 牝5芦 55 江田 照男田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 486－ 4 〃 クビ 119．5	
812 グレナディアーズ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506＋ 6 〃 クビ 7．1

33 アールプロセス 牡4鹿 57 田中 勝春池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 518＋ 81：51．3	 14．6�
56 タマノブリュネット 牝3栗 54 蛯名 正義玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 470± 01：51．83 5．9�
67 ドラゴンフォルテ 牡6鹿 57 柴田 善臣窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 484＋ 41：52．01	 41．9
44 メガオパールカフェ 牡4栗 57 内田 博幸西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 538－ 41：52．1クビ 7．9�
68 プラントハンター 牡5黒鹿57 松岡 正海吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 468＋ 81：57．6大差 109．9�
11 スノーモンキー 牡5鹿 57 柴山 雄一石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 448＋ 2 （競走中止） 14．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，023，300円 複勝： 72，501，800円 枠連： 26，728，800円
馬連： 128，245，800円 馬単： 62，232，400円 ワイド： 58，996，700円
3連複： 153，683，200円 3連単： 243，137，700円 計： 789，549，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 1，080円 � 150円 枠 連（5－7） 520円

馬 連 �� 12，320円 馬 単 �� 16，830円

ワ イ ド �� 3，290円 �� 260円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 12，660円 3 連 単 ��� 75，520円

票 数

単勝票数 計 440233 的中 � 128887（1番人気）
複勝票数 計 725018 的中 � 213703（1番人気）� 9805（10番人気）� 132761（2番人気）
枠連票数 計 267288 的中 （5－7） 39441（1番人気）
馬連票数 計1282458 的中 �� 8066（25番人気）
馬単票数 計 622324 的中 �� 2772（46番人気）
ワイド票数 計 589967 的中 �� 4129（28番人気）�� 69101（1番人気）�� 3167（35番人気）
3連複票数 計1536832 的中 ��� 9101（39番人気）
3連単票数 計2431377 的中 ��� 2334（234番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．1―48．5―1：00．5―1：12．8―1：25．4―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3
11，3，4－7（1，9）8，12，2，5，6，10
11－3，4（9，7）12（1，2，6）10（5，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ン ズ ー ム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．19 東京3着

2011．3．13生 牡4鹿 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 18戦5勝 賞金 101，342，000円
〔競走中止〕 スノーモンキー号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラントハンター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月12日まで平地競

走に出走できない。
※イントロダクション号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3303512月12日 晴 良 （27中山5）第3日 第11競走 ��
��1，200�ラピスラズリステークス

発走15時25分 （芝・右・外）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

33 ネ ロ 牡4栗 57 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 470－ 41：07．9 1．7�
22 ワキノブレイブ 牡5青鹿57 三浦 皇成脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 490－ 81：08．11	 23．1�
58 キングオブロー 牡6鹿 56 柴田 善臣田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 496＋ 21：08．2
 10．4�
711 ゴールドペガサス 牡3鹿 55 蛯名 正義 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 466＋ 6 〃 ハナ 5．6�
11 シンボリディスコ 牡5栗 56 田中 勝春シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 492± 0 〃 ハナ 8．5�
69 メイショウライナー 牡5鹿 56 田辺 裕信松本 好	氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 478＋ 21：08．3クビ 17．6

34 フレイムヘイロー �7栗 57 大野 拓弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 478± 0 〃 アタマ 149．4�
46 ヤサカオディール 牝6黒鹿54 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 450－ 21：08．4
 25．1�
57 メイショウツガル 牡7鹿 56 津村 明秀松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 462－ 6 〃 ハナ 62．7
45 � カハラビスティー 牝6黒鹿54 石川裕紀人佐久間拓士氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 B520＋ 6 〃 ハナ 54．8�
814 ペイシャオブロー 牡3鹿 55 江田 照男北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 500＋ 6 〃 クビ 201．7�
813� ルチャドルアスール �6黒鹿56 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 504＋101：08．61	 42．2�
610 ア フ ォ ー ド 牡7鹿 58 村田 一誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 462－121：08．7 23．9�
712 レンイングランド 牡3芦 55 松岡 正海田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 528＋ 41：08．91	 24．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 73，092，500円 複勝： 112，062，800円 枠連： 50，314，100円
馬連： 254，794，100円 馬単： 136，062，200円 ワイド： 101，856，400円
3連複： 324，241，500円 3連単： 603，701，400円 計： 1，656，125，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 310円 � 220円 枠 連（2－3） 1，490円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 530円 �� 380円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 14，380円

票 数

単勝票数 計 730925 的中 � 332673（1番人気）
複勝票数 計1120628 的中 � 507166（1番人気）� 54469（6番人気）� 86371（4番人気）
枠連票数 計 503141 的中 （2－3） 26148（6番人気）
馬連票数 計2547941 的中 �� 146856（4番人気）
馬単票数 計1360622 的中 �� 58264（5番人気）
ワイド票数 計1018564 的中 �� 49595（5番人気）�� 74919（3番人気）�� 12972（20番人気）
3連複票数 計3242415 的中 ��� 62332（12番人気）
3連単票数 計6037014 的中 ��� 30426（41番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―10．8―11．3―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―33．4―44．7―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネ ロ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．17 新潟1着

2011．5．27生 牡4栗 母 ニシノタカラヅカ 母母 デユプリシト 24戦6勝 賞金 151，737，000円
〔制裁〕 ルチャドルアスール号の騎手平野優は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）
※出走取消馬 アミカブルナンバー号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）

3303612月12日 晴 良 （27中山5）第3日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走16時00分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

711 コスモグレースフル 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 498－ 21：48．8 9．3�
58 レインオーバー �4青鹿57 田辺 裕信 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム B444＋ 41：49．01	 5．7�
69 マリーズケイ 牝4鹿 55 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 472－ 41：49．32 17．8�
34 エニグマバリエート 牡3青鹿56 戸崎 圭太平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 480＋ 81：49．51	 2．6�
11 カシノピカチュウ 牡5鹿 57 松岡 正海柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 490＋ 41：49．6クビ 8．0	
45 ピュアノアール 牝3鹿 54 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 440＋ 4 〃 クビ 40．9

22 ポーラメソッド 牡4芦 57 内田 博幸 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 514＋141：49．81 9．4�
814
 ブルーホール 牡4青鹿 57

54 ▲井上 敏樹�Basic 池上 昌和 新冠 佐藤 信広 456＋ 6 〃 ハナ 52．2�
712 ダノンミシガン 牡4芦 57 横山 典弘�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 496＋ 4 〃 クビ 17．3
33 アンブリッジローズ 牡5鹿 57 柴山 雄一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：49．9クビ 29．7�
46 ヒロノプリンス 牡5鹿 57 三浦 皇成サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 456－ 21：50．0� 29．4�
610 ガ チ バ ト ル 牡5栗 57 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 462＋121：50．21	 9．1�
813 テンシンランマン 牝5鹿 55 宮崎 北斗 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 476－101：50．52 143．7�
57 スパーブデイ 牡4鹿 57

55 △石川裕紀人藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 524± 01：50．71	 62．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 42，517，500円 複勝： 63，495，400円 枠連： 32，809，300円
馬連： 126，517，800円 馬単： 60，687，800円 ワイド： 60，210，300円
3連複： 153，051，200円 3連単： 232，201，700円 計： 771，491，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 260円 � 230円 � 390円 枠 連（5－7） 1，490円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 5，720円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，580円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 13，320円 3 連 単 ��� 64，420円

票 数

単勝票数 計 425175 的中 � 36552（5番人気）
複勝票数 計 634954 的中 � 64150（3番人気）� 76885（2番人気）� 38437（7番人気）
枠連票数 計 328093 的中 （5－7） 17057（6番人気）
馬連票数 計1265178 的中 �� 35733（8番人気）
馬単票数 計 606878 的中 �� 7946（20番人気）
ワイド票数 計 602103 的中 �� 15693（8番人気）�� 9694（21番人気）�� 9485（22番人気）
3連複票数 計1530512 的中 ��� 8615（45番人気）
3連単票数 計2322017 的中 ��� 2613（218番人気）

ハロンタイム 13．1―12．5―11．9―11．6―11．7―12．0―11．4―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．6―37．5―49．1―1：00．8―1：12．8―1：24．2―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
14（8，11）5（6，9，13）（4，10）3（1，7）12，2
11＝14－8（5，13）（6，9，10）（4，1）3，7，12，2

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモグレースフル �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．22 東京9着

2009．4．22生 牡6鹿 母 サインボード 母母 ノスタルジア 31戦4勝 賞金 60，089，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（27中山5）第3日 12月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 177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

214，570，000円
2，080，000円
12，120，000円
1，290，000円
19，290，000円
70，344，500円
4，576，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
398，610，800円
649，004，700円
252，858，300円
1，012，895，500円
555，526，100円
491，403，400円
1，242，946，600円
1，975，174，200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 6，578，419，600円

総入場人員 20，572名 （有料入場人員 17，578名）
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