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3301312月7日 晴 良 （26中山4）第2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

816 シャンパンサーベル 牝2黒鹿54 横山 典弘田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 446－121：12．1 6．7�
47 サンアルパイン 牡2鹿 55 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B470± 01：12．41� 2．6�
48 ナミノリゴリラ 牝2黒鹿54 田中 勝春小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 456＋ 81：12．93 6．9�
510 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 498＋ 21：13．11� 54．0�
815 ハイアーヴォルト 牡2鹿 55 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 468± 0 〃 クビ 5．6�
713 ラッキーダン 牡2黒鹿55 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 460＋ 21：13．2クビ 11．2�
714 トミケンモヴェール 牡2栗 55 後藤 浩輝冨樫 賢二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 456－ 21：13．41� 11．7	
612 サノタイクーン 牡2鹿 55

52 ▲石川裕紀人ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 462－ 21：13．71� 40．1

23 ペイシャピュア 牡2栗 55 三浦 皇成北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 492＋ 81：14．12� 28．4�
611 ユ ン ゼ イ 牡2鹿 55 G．ブノワ 大塚 亮一氏 矢野 英一 新冠 村上 雅規 448－ 41：14．2� 19．0�

（仏）

24 マインドブロウ 牡2栗 55 的場 勇人林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 488－ 41：14．41� 30．7
36 ビ バ ナ ポ リ 牝2鹿 54 杉原 誠人小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 木村牧場 440＋ 21：14．5� 366．4�
11 ツクバレガーロ 牡2栗 55 松岡 正海細谷 武史氏 蛯名 利弘 日高 坂田牧場 462＋ 41：14．6クビ 25．9�
59 グローリアスアーク 牝2鹿 54 柴山 雄一日下部勝德氏 黒岩 陽一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 472± 01：14．7� 59．1�
12 マ イ タ ー ン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 豊郷牧場 450＋ 2 〃 ハナ 308．0�
35 テイエムセンシャ 牡2青鹿55 横山 和生竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 田中 裕之 512＋ 21：18．7大差 177．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，671，200円 複勝： 30，954，300円 枠連： 18，450，400円
馬連： 50，947，500円 馬単： 28，865，400円 ワイド： 26，710，000円
3連複： 65，757，900円 3連単： 85，130，400円 計： 323，487，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 130円 � 210円 枠 連（4－8） 280円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 450円 �� 830円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 9，800円

票 数

単勝票数 計 166712 的中 � 19663（3番人気）
複勝票数 計 309543 的中 � 34638（3番人気）� 78698（1番人気）� 31901（4番人気）
枠連票数 計 184504 的中 （4－8） 49386（1番人気）
馬連票数 計 509475 的中 �� 39419（2番人気）
馬単票数 計 288654 的中 �� 10002（6番人気）
ワイド票数 計 267100 的中 �� 15800（3番人気）�� 7789（8番人気）�� 15255（4番人気）
3連複票数 計 657579 的中 ��� 23887（3番人気）
3連単票数 計 851304 的中 ��� 6295（13番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．4―12．4―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．8―46．2―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．3
3 ・（7，16）（4，8）（10，13）14－（3，15）11（1，12）－（2，9）－6＝5 4 ・（7，16）8（4，13，14）10－（3，15）11（1，12）－2，9－6＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シャンパンサーベル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2014．10．5 新潟3着

2012．4．4生 牝2黒鹿 母 フェアリーバニヤン 母母 キャタラクト 4戦1勝 賞金 8，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムセンシャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月7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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 カシノキングダム号・ナンゴクオージ号・ネイチャーシュシュ号・マニワプリンセス号・ヨイチフレーム号・

リッキーファイト号
※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。

3301412月7日 晴 良 （26中山4）第2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

11 ポルトボナール 牡2黒鹿 55
52 ▲木幡 初也後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 488＋ 81：56．6 2．5�

36 トーセンアーネスト 牡2鹿 55 江田 照男島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 512＋10 〃 クビ 5．6�

59 カズノテナンゴ 牡2栗 55 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 464＋ 41：56．7クビ 3．7�
47 テイケイネクサス 牡2鹿 55 黛 弘人兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 444－ 21：57．23 6．8�
611 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 520＋ 61：58．37 40．0	
612 ウェイトゥゴー 牡2鹿 55 柴田 大知岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 21：58．72� 81．3

714 ツクバインパクト 牡2黒鹿55 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 442＋ 6 〃 ハナ 10．6�
23 カゼノゴトク 牡2鹿 55 杉原 誠人大塚 亮一氏 畠山 吉宏 浦河 ガーベラパー

クスタツド 466± 01：58．8� 326．0�
815 ニシキオーカン 牡2鹿 55 木幡 初広平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 500＋ 42：00．07 55．2
510 デ ン バ ー 牝2青鹿54 伊藤 工真桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 静内坂本牧場 498＋ 42：00．1クビ 42．6�
713 アイケービューティ 牝2鹿 54 横山 和生池田 皓介氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 448± 02：00．2� 163．8�
35 ル パ ン 牡2栗 55 武士沢友治宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 454＋ 42：00．3� 33．4�
24 タムザブランシュ 牡2芦 55 柴山 雄一神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B488＋102：01．04 53．8�
12 アクティブボス 牡2青 55 丸山 元気髙橋 長治氏 根本 康広 浦河 鵜木 唯義 B486＋10 〃 ハナ 170．3�
48 ナンヨーネイプ 牝2鹿 54 丸田 恭介中村 德也氏 伊藤 大士 日高 千葉飯田牧場 B514＋ 42：03．1大差 91．5�
816 キ レ イ 牝2青鹿54 横山 典弘上野 直樹氏 菅原 泰夫 新冠 山岡ファーム 438－ 42：05．4大差 44．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，221，900円 複勝： 25，996，500円 枠連： 11，575，300円
馬連： 42，652，500円 馬単： 26，253，300円 ワイド： 22，299，300円
3連複： 53，312，100円 3連単： 80，341，200円 計： 278，652，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 140円 � 120円 枠 連（1－3） 770円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 300円 �� 230円 �� 260円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 3，390円

票 数

単勝票数 計 162219 的中 � 50679（1番人気）
複勝票数 計 259965 的中 � 57324（1番人気）� 41720（3番人気）� 56498（2番人気）
枠連票数 計 115753 的中 （1－3） 11525（4番人気）
馬連票数 計 426525 的中 �� 39161（3番人気）
馬単票数 計 262533 的中 �� 13671（4番人気）
ワイド票数 計 222993 的中 �� 17835（3番人気）�� 26145（1番人気）�� 21366（2番人気）
3連複票数 計 533121 的中 ��� 60942（1番人気）
3連単票数 計 803412 的中 ��� 17153（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．1―50．5―1：03．5―1：16．5―1：29．7―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．1
1
3
・（6，8）（9，13）－11（10，12）16（2，3，14）7（1，4，15）5・（6，11）（9，8，14）（13，7）（10，12）1－3，16－2（4，15）5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポルトボナール �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2014．8．24 新潟6着

2012．4．19生 牡2黒鹿 母 ダイコーマリーン 母母 ミ ヤ ラ ビ 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 テイケイネクサス号の騎手黛弘人は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：

9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キレイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月7日まで平地競走に出走

できない。
ナンヨーネイプ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月7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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 オープンマーケット号・デューテリウム号・トゥーハーツシチー号・ポントス号・ムーンビューティ号

第４回 中山競馬 第２日



3301512月7日 晴 良 （26中山4）第2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 ビヨンジオール 牡2鹿 55 横山 典弘林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 500＋ 61：10．2 1．9�
24 アルマエルモ 牝2芦 54

51 ▲石川裕紀人コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 イワミ牧場 420± 01：10．3� 44．8�
714 ユメノマイホーム 牝2栗 54 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 432－ 2 〃 クビ 12．3�
11 ハッピーノリチャン 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 446－ 21：10．4クビ 4．9�
59 ダイワズットラブ 牝2栗 54 丸田 恭介大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 438＋ 61：10．71� 17．2�
611 スプリームゴールド 牝2芦 54 田中 勝春 �シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 406－ 21：10．8� 43．2	
47 シングンパワー 牡2栗 55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育

成牧場 462± 0 〃 クビ 36．5

36 エースナンバー 牡2黒鹿55 吉田 豊�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 486＋ 2 〃 アタマ 9．3�
12 ラビットボーテ 牝2黒鹿54 丸山 元気西村 静子氏 伊藤 伸一 浦河 高岸 順一 428＋ 21：10．9クビ 191．1�
23 シンボリゴッホ 牡2青鹿55 江田 照男シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 454－ 41：11．0� 12．0
48 カゼニモマケズ 牝2栗 54 柴山 雄一江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 436± 01：11．1� 284．0�
510 フロイラインシチー 牝2鹿 54 横山 和生 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 442± 0 〃 クビ 124．7�
816 ラスパジャサーダス 牝2芦 54 後藤 浩輝佐々木雄二氏 奥村 武 伊達 高橋農場 436＋10 〃 アタマ 12．0�
612 シーキングザライト 牡2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 清水 小野瀬 晃司 468＋ 41：11．2クビ 179．1�
35 ロゼスピリッツ 牝2栗 54 柴田 大知髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 442－ 21：11．41	 278．7�
713 ハネムーンソング 牝2鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 412－ 61：11．93 51．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，311，100円 複勝： 27，979，000円 枠連： 14，265，500円
馬連： 54，464，000円 馬単： 32，080，100円 ワイド： 24，361，900円
3連複： 64，431，700円 3連単： 97，526，500円 計： 335，419，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 920円 � 280円 枠 連（2－8） 690円

馬 連 �� 6，400円 馬 単 �� 9，280円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 480円 �� 5，790円

3 連 複 ��� 15，130円 3 連 単 ��� 70，840円

票 数

単勝票数 計 203111 的中 � 83804（1番人気）
複勝票数 計 279790 的中 � 79797（1番人気）� 5419（11番人気）� 22093（5番人気）
枠連票数 計 142655 的中 （2－8） 15797（3番人気）
馬連票数 計 544640 的中 �� 6585（19番人気）
馬単票数 計 320801 的中 �� 2590（28番人気）
ワイド票数 計 243619 的中 �� 2807（24番人気）�� 14212（3番人気）�� 1019（45番人気）
3連複票数 計 644317 的中 ��� 3193（43番人気）
3連単票数 計 975265 的中 ��� 998（198番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―12．0―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．4―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビヨンジオール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．7．13 中京2着

2012．3．2生 牡2鹿 母 サムシングナイス 母母 ス ナ イ ス 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 ユメノマイホーム号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・13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。
（非当選馬） 4頭 タケルラグーン号・テンマイキララ号・フラワーフェスタ号・ラトゥール号
（非抽選馬） 1頭 イアペトス号

3301612月7日 晴 良 （26中山4）第2日 第4競走 ��2，000�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
1：59．9
1：59．9

良
良

713 バルビエール 牡2鹿 55 後藤 浩輝吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか タイヘイ牧場 494＋ 62：01．9 3．7�
24 ヤマチョウタンゴ 牡2鹿 55 G．ブノワ 長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 490± 02：02．11� 3．4�

（仏）

818 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 494＋ 4 〃 クビ 45．5�

510 ボ ル ド ネ ス 牡2鹿 55 横山 典弘�G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 474± 02：02．73� 4．2�
11 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 464＋182：03．02 6．9�
611 クリノトイトイ 牡2栗 55

52 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 大江原 哲 青森 藤森 亮二 444＋ 42：03．21� 178．8	
817 ウインティアラ 牝2鹿 54 石橋 脩�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 410± 02：03．62� 23．5

59 キ ジ ャ ナ 牡2黒鹿55 吉田 豊 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム 456＋ 22：03．7� 22．8�
816 ニシノマジック 牡2黒鹿 55

52 ▲石川裕紀人秦 千織氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 476－ 42：03．8� 17．0
36 ビッグチャンピオン 牡2黒鹿55 江田 照男坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 478－ 42：03．9� 146．2�
12 スノーフォレスト 牝2鹿 54 黛 弘人ディアレスト 高木 登 新冠 浜口牧場 436－ 22：04．11 227．1�
23 ファルブナイト �2鹿 55 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 シンボリ牧場 478＋ 82：04．2� 124．2�
48 キタサンアカツキ 牝2鹿 54 丸田 恭介�大野商事 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 464－ 42：04．41 54．1�
35 マースクィーン 牝2栗 54 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 452－ 82：04．5� 326．8�
47 トラキアンコード 牡2芦 55 柴山 雄一原 	子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 488－ 42：04．82 15．6�
714 ナカヤマレジェンド 牡2黒鹿55 平野 優和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 478＋ 8 〃 ハナ 216．5�
715 ア イ ナ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 446± 02：05．22� 43．4�
612 ジカンリョコウ 牝2栗 54 松岡 正海堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 福田牧場 412－ 62：07．6大差 203．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，741，000円 複勝： 36，863，000円 枠連： 17，408，000円
馬連： 57，352，600円 馬単： 31，878，400円 ワイド： 28，208，000円
3連複： 66，040，000円 3連単： 93，281，000円 計： 354，772，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 140円 � 870円 枠 連（2－7） 800円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，730円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 10，130円 3 連 単 ��� 35，530円

票 数

単勝票数 計 237410 的中 � 50627（2番人気）
複勝票数 計 368630 的中 � 69801（2番人気）� 87699（1番人気）� 6829（10番人気）
枠連票数 計 174080 的中 （2－7） 16726（3番人気）
馬連票数 計 573526 的中 �� 53049（2番人気）
馬単票数 計 318784 的中 �� 15007（4番人気）
ワイド票数 計 282080 的中 �� 22995（2番人気）�� 2465（28番人気）�� 2678（26番人気）
3連複票数 計 660400 的中 ��� 4888（30番人気）
3連単票数 計 932810 的中 ��� 1903（104番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．7―47．7―1：00．0―1：12．0―1：24．3―1：36．5―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バルビエール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2014．9．28 新潟3着

2012．1．31生 牡2鹿 母 グランドアメリフローラ 母母 Lady Ameriflora 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ニシノマジック号の騎手石川裕紀人は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔その他〕 ジカンリョコウ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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） 3頭 アキタノユキ号・カシノトラダマシイ号・カラッカゼ号
（非抽選馬） 1頭 サークルワルツ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3301712月7日 晴 良 （26中山4）第2日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時05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

68 � ソリッドアクシス 牡2栗 55 後藤 浩輝 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 国枝 栄 米 Lantern Hill

Farm LLC 448 ―1：13．7 1．7�
811 フェイフェイ 牝2青 54 丸山 元気三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 高松牧場 460 ―1：13．91� 6．6�
33 ファインダッシュ 牡2黒鹿55 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 488 ―1：14．11	 11．3�
812 プ ル メ リ ア 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 初也北駿競走馬組合 和田 雄二 新冠 若林牧場 446 ―1：14．95 59．8�
44 ディアルフト 牡2鹿 55 柴山 雄一ディアレスト 松永 康利 浦河 昭和牧場 B496 ―1：15．0クビ 100．0�
55 ラブテンダー 牝2黒鹿54 津村 明秀増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 494 ―1：15．1
 18．1	
56 デ ィ ナ ー ル 牡2鹿 55 武士沢友治江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 450 ―1：15．73� 19．9

710 ケンリュウセイ 牡2栗 55 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 492 ― 〃 クビ 16．7�
11 アパシオナーダ 牝2栗 54 柴田 大知 �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 414 ―1：15．8クビ 15．6�
79 トップロック 牡2鹿 55 横山 和生松尾 正氏 小野 次郎 秋田 松尾 豊 482 ―1：15．9
 22．4
67 ピリカグリーン 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 454 ―1：16．75 61．6�
22 トミケンルーシッド 牡2栗 55 G．ブノワ 冨樫 賢二氏 松永 康利 新ひだか 佐藤 陽一 466 ―1：17．76 7．2�

（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，108，200円 複勝： 25，063，100円 枠連： 13，553，300円
馬連： 47，933，300円 馬単： 32，640，100円 ワイド： 23，353，100円
3連複： 53，346，700円 3連単： 89，688，900円 計： 306，686，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 160円 � 210円 枠 連（6－8） 590円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 310円 �� 450円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 6，220円

票 数

単勝票数 計 211082 的中 � 94102（1番人気）
複勝票数 計 250631 的中 � 71687（1番人気）� 36855（2番人気）� 23570（4番人気）
枠連票数 計 135533 的中 （6－8） 17527（1番人気）
馬連票数 計 479333 的中 �� 52805（1番人気）
馬単票数 計 326401 的中 �� 26104（2番人気）
ワイド票数 計 233531 的中 �� 21449（1番人気）�� 13361（3番人気）�� 5367（12番人気）
3連複票数 計 533467 的中 ��� 18078（4番人気）
3連単票数 計 896889 的中 ��� 10439（7番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．0―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．4―47．9―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ソリッドアクシス �
�
父 Flashy Bull �

�
母父 Ide 初出走

2012．4．8生 牡2栗 母 Sister Quick 母母 Come on Texas 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3301812月7日 晴 良 （26中山4）第2日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時35分 （芝・右）

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

中央レコード
1：46．4
1：45．9

良
良

56 マイネルサージュ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 484 ―1：53．8 2．1�

813 フォギーボトム 牡2黒鹿55 江田 照男渡邊 隆氏 土田 稔 新冠 森 牧場 478 ―1：54．01� 42．6�
710 ローレルロケッツ 牡2鹿 55 横山 典弘 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 504 ― 〃 ハナ 32．9�
68 レッドオランジュ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486 ―1：54．1� 6．0�
69 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 502 ―1：54．2クビ 7．0�
45 リアンドジュエリー 牝2芦 54 柴山 雄一大塚 亮一氏 奥村 武 日高 オリオンファーム 448 ― 〃 アタマ 5．4	
812 マーブルヒル 牡2鹿 55 田中 勝春 
サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 528 ―1：54．41� 19．2�
57 テンツクテン 牝2鹿 54 丸山 元気中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 370 ―1：54．5� 93．9�
711 ブラックパール 牡2黒鹿55 津村 明秀幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか 今 牧場 466 ―1：54．81� 15．1
44 カリエンテス 牡2鹿 55 G．ブノワ 島川 利子氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 468 ―1：55．43� 17．4�

（仏）

11 トウショウノワール 牡2青鹿55 丸田 恭介トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458 ―1：55．61� 64．8�
33 ピンクブーケ 牝2鹿 54 吉田 豊 
キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 468 ― （事後失格） 36．2�

（12頭）
22 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 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，946，300円 複勝： 26，837，200円 枠連： 15，237，100円
馬連： 48，642，600円 馬単： 29，071，700円 ワイド： 22，341，700円
3連複： 51，401，600円 3連単： 81，563，000円 計： 297，041，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，620円 複 勝 � 680円 � 140円 � 710円 枠 連（3－5） 4，750円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 11，590円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 5，970円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 29，330円 3 連 単 ��� 242，340円

票 数

単勝票数 計 219463 的中 � 4845（9番人気）
複勝票数 計 268372 的中 � 7996（8番人気）� 72519（1番人気）� 7596（9番人気）
枠連票数 計 152371 的中 （3－5） 2486（15番人気）
馬連票数 計 486426 的中 �� 10543（11番人気）
馬単票数 計 290717 的中 �� 1881（35番人気）
ワイド票数 計 223417 的中 �� 4385（14番人気）�� 941（48番人気）�� 3235（19番人気）
3連複票数 計 514016 的中 ��� 1314（76番人気）
3連単票数 計 815630 的中 ��� 244（516番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．8―39．3―52．9―1：05．2―1：17．8―1：30．1―1：41．8

コーナー
通過順位

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

2
4

・（10，13）（4，11，12）9，6，5，8－3－7－1・（10，13，12，9）6（4，11，8）5，3（7，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルサージュ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．4．13生 牡2鹿 母 サ オ ヒ メ 母母 ハ ル カ ゼ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 リシーハット号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔事後失格〕 1着〔タイム1分53秒6，2着との着差1�馬身〕となったピンクブーケ号は，理化学検査の結果，検体から「カフェイン」が

検出されたため失格。
〔馬の出走停止（事後失格）〕 ピンクブーケ号は，日本中央競馬会競馬施行規程第140条第4号により，平成26年12月8日から

平成26年12月16日まで出走停止。
※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。



3301912月7日 晴 良 （26中山4）第2日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時05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

814 ノーブルヴィーナス 牝2黒鹿54 横山 典弘吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 434－ 21：12．1 6．5�
35 メジャーフォルム 牝2栗 54 江田 照男 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 444± 01：12．2� 3．8�
611 タイセイレグルス 牡2鹿 55 G．ブノワ 田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 辻 牧場 456± 0 〃 ハナ 11．9�

（仏）

47 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 538＋14 〃 クビ 19．0�
713� 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 432－ 21：12．41	 233．2�

23 
 ウォリアーズソウル 牡2鹿 55 柴田 大知 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana

Farms, LLC 512＋ 2 〃 ハナ 4．9

58 グラスエトワール 牝2鹿 54 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 460＋ 21：12．61	 21．4�
11 オーロラッシュ 牡2鹿 55 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444＋16 〃 ハナ 13．3�
59 トロピカルガーデン 牝2鹿 54 後藤 浩輝田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 464－ 21：12．81	 3．9
712 ディアタイガ 牡2栗 55 三浦 皇成ディアレスト 石栗 龍彦 浦河 桑田フアーム 458＋101：12．9クビ 184．6�
34 ヨイチナデシコ 牝2鹿 54 柴田 善臣加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 492－ 21：13．22 35．9�
46 � クリノショウスーシ 牝2栗 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 谷川牧場 480＋141：13．3� 69．8�
610 ケンブリッジゴール 牡2栗 55

52 ▲石川裕紀人中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 454± 01：13．4クビ 28．2�

815 クラウンノキミ 牡2黒鹿55 丹内 祐次	クラウン 金成 貴史 新ひだか 出羽牧場 B484＋ 61：16．3大差 39．5�
22 ヤマタケマツリ 牝2鹿 54 田中 勝春山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 61：17．68 68．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，247，000円 複勝： 43，245，600円 枠連： 17，802，700円
馬連： 71，953，500円 馬単： 38，185，200円 ワイド： 33，812，400円
3連複： 82，956，000円 3連単： 114，730，900円 計： 430，933，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 240円 � 170円 � 310円 枠 連（3－8） 1，320円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，260円 �� 900円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 25，960円

票 数

単勝票数 計 282470 的中 � 34591（4番人気）
複勝票数 計 432456 的中 � 45168（4番人気）� 80010（2番人気）� 30969（6番人気）
枠連票数 計 178027 的中 （3－8） 10426（7番人気）
馬連票数 計 719535 的中 �� 35933（4番人気）
馬単票数 計 381852 的中 �� 8546（9番人気）
ワイド票数 計 338124 的中 �� 12932（5番人気）�� 6739（14番人気）�� 9645（10番人気）
3連複票数 計 829560 的中 ��� 12277（13番人気）
3連単票数 計1147309 的中 ��� 3203（68番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．3―12．5―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―33．3―45．8―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルヴィーナス �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー 2014．10．5 新潟1着

2012．4．8生 牝2黒鹿 母 ローレンシア 母母 シユンミサキ 3戦2勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 アトランタ号の騎手武士沢友治は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンノキミ号・ヤマタケマツリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月

7日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3302012月7日 晴 良 （26中山4）第2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

510 エトルアンフルール 牝4栗 55 松岡 正海村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 484＋ 21：11．7 9．1�
816 セクシーボーイ 牡3鹿 56 G．ブノワ �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 478＋101：11．8� 35．4�
（仏）

713 ディアゴッホ 牡3栗 56 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 524＋ 61：11．9� 2．5�
47 シュナップス 牡4栗 57 吉田 豊藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 456＋ 41：12．0� 3．5�
612 キョウエイボヌール 牝3栗 54 柴田 大知田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 468＋ 61：12．32 12．6�
59 ドンビザッツウェイ 牡7鹿 57 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 508＋ 61：12．4クビ 31．1	
611 ノボサイボーグ 牡4栗 57 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 476＋ 41：12．72 16．8

714 クラシックマーク 牝3栗 54 横山 典弘小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 432－ 21：12．8� 13．1�
48 ポークチョップ 牝4鹿 55 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B458－101：12．9� 21．1�
35 オ ー ド ヴ ィ 牝3黒鹿54 石橋 脩�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486± 0 〃 ハナ 119．7
12 トウカイマインド 牝3鹿 54 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 452± 01：13．0クビ 33．0�
24 オーガンディー 牝3芦 54 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 428－ 21：13．53 138．0�
11 グラスソニック 牡4栗 57

54 ▲石川裕紀人半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 480＋181：13．71� 101．5�
36 ポケットエース 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也菊地 剛氏 小笠 倫弘 新冠 細川農場 462－ 41：14．12� 136．7�
23 キープレイヤー 牝3青鹿54 嶋田 純次下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 498－18 〃 クビ 18．5�
815 ブリッツカイザー 牡3栗 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 492－ 41：14．41� 27．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，100，800円 複勝： 38，556，100円 枠連： 24，641，900円
馬連： 77，205，700円 馬単： 40，273，300円 ワイド： 36，819，100円
3連複： 88，970，100円 3連単： 141，383，800円 計： 474，950，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 230円 � 680円 � 150円 枠 連（5－8） 4，310円

馬 連 �� 19，740円 馬 単 �� 31，200円

ワ イ ド �� 4，690円 �� 540円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 17，820円 3 連 単 ��� 177，030円

票 数

単勝票数 計 271008 的中 � 23662（3番人気）
複勝票数 計 385561 的中 � 41988（3番人気）� 10637（12番人気）� 90297（1番人気）
枠連票数 計 246419 的中 （5－8） 4421（13番人気）
馬連票数 計 772057 的中 �� 3030（50番人気）
馬単票数 計 402733 的中 �� 968（86番人気）
ワイド票数 計 368191 的中 �� 1918（44番人気）�� 19098（2番人気）�� 4324（23番人気）
3連複票数 計 889701 的中 ��� 3743（59番人気）
3連単票数 計1413838 的中 ��� 579（445番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―12．3―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―46．3―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エトルアンフルール �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．9．30 中山2着

2010．4．28生 牝4栗 母 ベルベットイーグル 母母 ス リ ー エ フ 21戦3勝 賞金 36，560，000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 モンテネオ号
（非抽選馬） 2頭 ウエスタンスマイル号・ニシノイナズマ号
※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。



3302112月7日 晴 良 （26中山4）第2日 第9競走 ��
��1，800�

ま つ ど

松 戸 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

松戸市長賞（1着）
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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 セブンフォース 牡4栗 57 G．ブノワ 前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 550－ 41：53．3 12．9�
（仏）

612� エビスグレイト 牡4黒鹿57 田中 勝春加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 492－ 41：53．4	 10．3�
11 フ ァ ド ー グ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 2 〃 アタマ 4．6�
510 リアルエンブレム 牡4鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 武井 亮 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B516＋ 41：53．5
 25．5�
36 メリーウィドウ 牝3鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 500－ 21：53．6クビ 100．6�
815 サトノアルバトロス 牡3黒鹿56 三浦 皇成里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 500－ 2 〃 クビ 5．6	
48 シュガーヒル 牡5芦 57 丸田 恭介金子真人ホール

ディングス
 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：53．81 9．9�
59 メイスンウォー 牡4鹿 57 杉原 誠人梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 21：54．01� 62．1�
24 コーリンギデオン 牡5鹿 57 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 478＋121：54．1クビ 33．6
35 ダンディーレイ 牡4栗 57 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 486± 0 〃 クビ 37．1�
611 ニシノゲンキマル 牡3栗 56 柴田 大知西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 500－ 21：54．31� 37．8�
23 インストレーション 牡3鹿 56 石橋 脩 �シルクレーシング 中川 公成 日高 庄野牧場 534＋ 41：54．51
 17．0�
12 スギノハルバード 牡4鹿 57 松岡 正海杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B490＋ 6 〃 ハナ 47．7�
714 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 498－ 81：54．81	 182．4�
816 ハイアーレート 牡3黒鹿56 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：55．01 4．4�
713 プラントハンター 牡4黒鹿57 横山 典弘吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 468＋121：55．32 8．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，183，100円 複勝： 66，126，000円 枠連： 40，356，300円
馬連： 126，418，500円 馬単： 56，553，400円 ワイド： 59，961，500円
3連複： 150，463，100円 3連単： 203，019，500円 計： 741，081，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 340円 � 320円 � 200円 枠 連（4－6） 2，190円

馬 連 �� 6，200円 馬 単 �� 12，100円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 1，440円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 11，290円 3 連 単 ��� 83，390円

票 数

単勝票数 計 381831 的中 � 23668（7番人気）
複勝票数 計 661260 的中 � 46760（7番人気）� 49951（6番人気）� 96677（2番人気）
枠連票数 計 403563 的中 （4－6） 14219（9番人気）
馬連票数 計1264185 的中 �� 15778（23番人気）
馬単票数 計 565534 的中 �� 3504（44番人気）
ワイド票数 計 599615 的中 �� 7678（23番人気）�� 10752（17番人気）�� 12835（13番人気）
3連複票数 計1504631 的中 ��� 9993（30番人気）
3連単票数 計2030195 的中 ��� 1765（264番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．6―50．7―1：02．6―1：14．6―1：26．9―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セブンフォース �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．1．6 中山1着

2010．2．3生 牡4栗 母 ベルナデッタ 母母 テ イ ズ リ ー 16戦4勝 賞金 49，432，000円
〔発走状況〕 ファドーグ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウエスタンオウジ号・フランチャイズ号
（非抽選馬） 4頭 クラーロデルナ号・コスモメルハバ号・フォンテーヌブロー号・ブルーボサノヴァ号
※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。

3302212月7日 晴 良 （26中山4）第2日 第10競走
市川市制施行80周年記念

��
��1，600�

いちかわ

市川ステークス
発走14時40分 （芝・右・外）
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

市川市長賞（1着）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

11 ペイシャフェリス 牝3鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 442＋ 21：33．3 11．2�
44 マンボネフュー 牡4青 57 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋12 〃 ハナ 3．5�

66 ダノンジェラート 牡5鹿 57 横山 典弘�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 クビ 1．6�
22 リヴェレンテ 牡6青鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 506－ 81：33．62 8．3�
88 ハーキュリーズ 牡6鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B446－ 21：33．91� 16．5	
55 ウインスプラッシュ 牡3鹿 56 G．ブノワ �ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 498－ 21：34．0	 15．7


（仏）

33 ア ラ フ ネ 牝5栗 55 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 464＋ 61：34．1	 60．6�
77 マイネヒメル 牝5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 81：34．73	 71．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 37，947，200円 複勝： 84，659，500円 枠連： 発売なし
馬連： 98，943，600円 馬単： 64，723，400円 ワイド： 33，048，100円
3連複： 83，640，200円 3連単： 286，347，900円 計： 689，309，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 150円 � 120円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 480円 �� 290円 �� 150円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 10，080円

票 数

単勝票数 計 379472 的中 � 26995（4番人気）
複勝票数 計 846595 的中 � 41830（4番人気）� 77536（2番人気）� 604907（1番人気）
馬連票数 計 989436 的中 �� 29880（7番人気）
馬単票数 計 647234 的中 �� 8990（16番人気）
ワイド票数 計 330481 的中 �� 13714（7番人気）�� 25402（5番人気）�� 73312（1番人気）
3連複票数 計 836402 的中 ��� 80765（3番人気）
3連単票数 計2863479 的中 ��� 20593（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―34．8―46．4―57．8―1：09．4―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．5

3 1（5，7）4，8－（2，6）3
2
4

・（1，5）7（4，8）－（2，6）3
1（5，7）4（2，8）6，3

勝馬の
紹 介

ペイシャフェリス 
�
父 スペシャルウィーク 

�
母父 Cape Cross デビュー 2013．8．4 函館2着

2011．3．18生 牝3鹿 母 プレザントケイプ 母母 Felicity 12戦3勝 賞金 50，325，000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。

１レース目



3302312月7日 晴 良 （26中山4）第2日 第11競走 ��
��1，600�ターコイズステークス

発走15時20分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，25．11．30以降26．11．30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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 1，050，000
1，050，000

円
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

1：30．7
1：30．7

良
良

46 ミ ナ レ ッ ト 牝4鹿 50 石川裕紀人�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 476± 01：33．7 25．7�
34 マーブルカテドラル 牝3鹿 53 後藤 浩輝 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 452＋12 〃 クビ 5．8�
22 メイショウスザンナ 牝5鹿 53 丸田 恭介松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 B464± 01：33．91� 10．7�
57 アミカブルナンバー 牝5鹿 54 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 クビ 12．0�
33 フレイムコード 牝5鹿 50 丸山 元気�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 466－ 21：34．0クビ 16．6	
610 ノボリディアーナ 牝4栗 52 三浦 皇成原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 462＋ 6 〃 同着 8．4

45 クラウンロゼ 牝4鹿 53 田中 勝春矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 474± 0 〃 ハナ 9．3�
813 ウイングドウィール 牝5黒鹿52 伊藤 工真 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 486＋ 61：34．1� 39．9
712 レ イ カ ー ラ 牝5鹿 54 石橋 脩下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 444－ 81：34．2� 4．3�
711 サクラプレジール 牝4青 52 松岡 正海�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 490＋ 8 〃 ハナ 36．9�
69 ケイティバローズ 牝4鹿 51 吉田 豊猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 B498＋ 41：34．41	 5．0�
11 クッカーニャ 牝5青鹿52 武士沢友治 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：34．5� 31．0�
58 チャーチクワイア 牝5栗 51 杉原 誠人 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B470± 01：34．6クビ 29．4�
814 トーセンベニザクラ 牝5黒鹿53 柴田 善臣島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 462＋ 21：35．23� 29．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 55，449，900円 複勝： 77，892，300円 枠連： 61，679，900円
馬連： 259，768，800円 馬単： 116，148，600円 ワイド： 88，284，300円
3連複： 325，797，700円 3連単： 523，367，100円 計： 1，508，388，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，570円 複 勝 � 670円 � 260円 � 360円 枠 連（3－4） 1，710円

馬 連 �� 10，150円 馬 単 �� 24，190円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 4，070円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 38，550円 3 連 単 ��� 239，540円

票 数

単勝票数 計 554499 的中 � 17232（9番人気）
複勝票数 計 778923 的中 � 27391（9番人気）� 86165（3番人気）� 56395（6番人気）
枠連票数 計 616799 的中 （3－4） 27854（7番人気）
馬連票数 計2597688 的中 �� 19821（37番人気）
馬単票数 計1161486 的中 �� 3601（92番人気）
ワイド票数 計 882843 的中 �� 8110（37番人気）�� 5500（57番人気）�� 18279（13番人気）
3連複票数 計3257977 的中 ��� 6338（142番人気）
3連単票数 計5233671 的中 ��� 1584（812番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．4―47．0―58．7―1：10．5―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミ ナ レ ッ ト �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2012．8．4 新潟1着

2010．4．12生 牝4鹿 母 ノ ワ ゼ ッ ト 母母 ファーディーン 30戦5勝 賞金 87，027，000円

3302412月7日 晴 良 （26中山4）第2日 第12競走 ��
��2，500�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55�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
2：29．5
2：29．5

良
良

813 メジャープレゼンス 牡4栗 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 530＋ 62：35．8 13．1�
34 フェスティヴイェル 牡3黒鹿55 田中 勝春臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 496＋ 2 〃 クビ 3．5�
711 トーセンワープ 牡4鹿 57 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 B464－ 42：35．9� 18．2�
33 アースステップ 牡7鹿 57 G．ブノワ 吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 526－ 82：36．0	 5．8�

（仏）

45 ブライトボーイ 牡5鹿 57 的場 勇人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 480± 02：36．21
 7．8	
814 プレストウィック 牡3芦 55 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 516＋ 42：36．41� 6．3

69 � レイトライザー 牡4黒鹿57 横山 典弘中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 454－ 62：36．5� 6．3�
610 ヒールゼアハーツ 牡6栗 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 28．3�
46 サトノレオパード �5鹿 57 柴田 善臣里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 522＋242：36．71
 33．1
58 ルミナスレッド 牝5鹿 55 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 8 〃 クビ 19．8�
57 タイセイグルーヴィ 牡5鹿 57 松岡 正海田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 470± 02：36．91
 12．6�
712� カンタベリーナイト 牡5鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B506＋ 62：37．64 126．3�
11 タ プ ロ ー ム 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人清水 敏氏 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 510＋ 42：37．7� 99．2�
22 � イグゼキュティヴ 牡8鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 畠山 重則 新ひだか 沖田 忠幸 526＋ 2 〃 ハナ 118．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，851，500円 複勝： 73，808，600円 枠連： 45，982，300円
馬連： 159，268，900円 馬単： 72，296，000円 ワイド： 65，073，500円
3連複： 188，219，200円 3連単： 309，261，800円 計： 963，761，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 520円 � 170円 � 620円 枠 連（3－8） 500円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 3，480円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 18，760円 3 連 単 ��� 107，270円

票 数

単勝票数 計 498515 的中 � 30248（7番人気）
複勝票数 計 738086 的中 � 31785（8番人気）� 148319（1番人気）� 25963（10番人気）
枠連票数 計 459823 的中 （3－8） 70304（1番人気）
馬連票数 計1592689 的中 �� 33311（14番人気）
馬単票数 計 722960 的中 �� 7216（30番人気）
ワイド票数 計 650735 的中 �� 12224（17番人気）�� 4729（42番人気）�� 9649（23番人気）
3連複票数 計1882192 的中 ��� 7524（75番人気）
3連単票数 計3092618 的中 ��� 2090（404番人気）

ハロンタイム 6．9―11．6―12．1―12．1―12．8―13．3―12．9―12．7―12．5―12．4―12．1―11．9―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―18．5―30．6―42．7―55．5―1：08．8―1：21．7―1：34．4―1：46．9―1：59．3―2：11．4―2：23．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジャープレゼンス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2012．10．28 東京6着

2010．5．1生 牡4栗 母 キャッチータイトル 母母 タ イ ト ル ド 11戦3勝 賞金 28，610，000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



（26中山4）第2日 12月7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 173頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

214，560，000円
13，260，000円
1，370，000円
19，250，000円
67，205，000円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
356，779，200円
557，981，200円
280，952，700円
1，095，551，500円
568，968，900円
464，272，900円
1，274，336，300円
2，105，642，000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 6，704，484，700円

総入場人員 27，926名 （有料入場人員 21，913名）
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