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3300112月5日 晴 良 （27中山5）第1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

36 ギ ン ゴ ー 牡2鹿 55 西村 太一�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 482＋ 21：12．9 6．9�
816 シゲルヒラマサ 牡2芦 55 江田 照男森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 468＋ 21：13．22 2．4�
59 カンタベリーマイン 牡2鹿 55 北村 宏司峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 450＋ 21：13．41 14．1�
12 イデアオブダンディ 牡2栗 55 丸田 恭介益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 460± 01：13．61� 87．2�
815 デルマジロキチ 牡2鹿 55 横山 和生浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 448± 01：13．7� 11．9�
23 メイショウトビザル 牡2青鹿55 内田 博幸松本 好雄氏 小島 太 浦河 まるとみ冨岡牧場 480－ 21：13．8� 5．7	
35 ウ ィ ン デ ィ 牡2鹿 55 柴田 善臣臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 434－101：14．01 15．9

510 ラブジェネラル 牡2芦 55 横山 典弘オールラブクラブ 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 478＋ 41：14．1� 5．6�
612 クラウンネロ 牡2鹿 55 三浦 皇成�クラウン 蛯名 利弘 新冠 赤石 久夫 462＋ 61：14．2� 29．1
11 ネイチャーポイント 牡2鹿 55 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 496＋ 61：14．41� 42．7�
713 ドラゴンイモン 牡2黒鹿55 二本柳 壮井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 470＋181：14．5� 263．9�
714 ルビーアゲン 牝2黒鹿54 杉原 誠人浅川 皓司氏 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 444－ 41：14．82 373．9�
47 ニッポンイチ 牡2黒鹿 55

52 ▲伴 啓太本杉 芳郎氏 小桧山 悟 浦河 昭和牧場 458＋141：15．43� 342．3�
24 ミヤコノアバランチ 牡2芦 55 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 B472± 01：15．5� 25．6�
611 セトノチェーサー 牡2芦 55

52 ▲井上 敏樹難波 澄子氏 田島 俊明 日高 新井 昭二 470－ 21：16．35 295．6�
48 ラブユーモア 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 剛 浦河 村下農場 444＋ 61：19．4大差 255．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，706，100円 複勝： 33，865，100円 枠連： 14，735，200円
馬連： 48，287，600円 馬単： 25，978，700円 ワイド： 26，623，400円
3連複： 65，033，800円 3連単： 82，205，100円 計： 312，435，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 180円 � 110円 � 290円 枠 連（3－8） 550円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，230円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 17，920円

票 数

単勝票数 計 157061 的中 � 18174（4番人気）
複勝票数 計 338651 的中 � 35255（4番人気）� 140442（1番人気）� 17944（6番人気）
枠連票数 計 147352 的中 （3－8） 20602（3番人気）
馬連票数 計 482876 的中 �� 44587（2番人気）
馬単票数 計 259787 的中 �� 10332（7番人気）
ワイド票数 計 266234 的中 �� 19725（3番人気）�� 5133（17番人気）�� 11129（5番人気）
3連複票数 計 650338 的中 ��� 14357（10番人気）
3連単票数 計 822051 的中 ��� 3324（53番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．0―12．6―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．9―47．5―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 6（1，8，9）（5，16）（3，12，14）（10，13）15（2，11）（4，7） 4 6（1，9）16（3，5）12，2（10，14）（8，13，15）4（11，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ギ ン ゴ ー �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．6．21 東京4着

2013．3．19生 牡2鹿 母 シルクスパイシー 母母 ハシノダーリア 8戦1勝 賞金 11，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブユーモア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月5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） 2頭 シゲルチヌダイ号・ペイシャナイト号
（非抽選馬） 3頭 ブラッキングウェイ号・ラブオールミー号・ラブラブビーム号

3300212月5日 晴 良 （27中山5）第1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

815 ダイワチャーチル 牡2鹿 55 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B502＋ 41：56．1 5．9�
612 シゲルクロダイ 牡2鹿 55 戸崎 圭太森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 千葉飯田牧場 492－ 21：56．31� 2．2�
59 ビレッジゴールド 牡2栗 55 A．アッゼニ 村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 464＋ 61：57．04 12．9�
（英）

714 ウイントリオンフ 牡2鹿 55 内田 博幸�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 増本牧場 490± 01：57．1� 15．3�
510 ミッキーディンドン 牡2鹿 55 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 480－ 41：57．73� 8．4�
48 ハンキードーリ 牝2黒鹿54 T．ベリー 平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 456－ 21：58．02 237．3	

（豪）

47 キタノカミカゼ 牡2栗 55
52 ▲井上 敏樹北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 山際牧場 466＋121：58．21 225．2


23 マイネルトゥラン 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 81：58．41� 13．9�

713 ノーブルポセイドン 牡2栗 55
52 ▲野中悠太郎吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 青森 マルシチ牧場 500＋ 41：58．61� 19．0�

35 モリトオオトネ 牡2黒鹿55 吉田 豊石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 いとう牧場 532－ 41：58．7� 30．0
611 オルデトワール 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 平取 北島牧場 482＋ 41：59．12� 241．2�

24 サムライフォンテン 牡2黒鹿55 秋山真一郎吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 468＋ 61：59．73� 141．7�
12 コパノリクエスト 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 556＋ 82：00．02 6．4�
816 ジークフリート 牡2青鹿55 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 452＋ 42：01．06 291．0�
36 ウィリアムボーイ 牡2鹿 55 武士沢友治新井原 博氏 中野 栄治 新冠 榊原 光子 444＋ 42：01．32 435．7�
11 アイスクリン 牡2鹿 55 津村 明秀高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル 458＋122：04．3大差 34．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，302，700円 複勝： 26，346，100円 枠連： 12，484，000円
馬連： 43，081，000円 馬単： 25，262，200円 ワイド： 23，585，700円
3連複： 54，126，800円 3連単： 72，516，600円 計： 275，705，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 110円 � 250円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，090円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 11，060円

票 数

単勝票数 計 183027 的中 � 24598（2番人気）
複勝票数 計 263461 的中 � 34298（3番人気）� 88397（1番人気）� 18895（5番人気）
枠連票数 計 124840 的中 （6－8） 15642（2番人気）
馬連票数 計 430810 的中 �� 46190（2番人気）
馬単票数 計 252622 的中 �� 11308（4番人気）
ワイド票数 計 235857 的中 �� 21477（2番人気）�� 4951（12番人気）�� 13503（4番人気）
3連複票数 計 541268 的中 ��� 19204（5番人気）
3連単票数 計 725166 的中 ��� 4751（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．9―50．1―1：03．0―1：15．9―1：29．2―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワチャーチル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．9．13 中山4着

2013．3．24生 牡2鹿 母 ダノンフローラ 母母 フ ァ ン ジ カ 4戦1勝 賞金 6，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィリアムボーイ号・アイスクリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月5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。
（非抽選馬） 1頭 シゲルシマダイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 中山競馬 第１日



3300312月5日 晴 良 （27中山5）第1日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時45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

818 ウ ム ブ ル フ 牡2青鹿55 R．ムーア �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 42：02．9 1．3�

（英）

35 ラ チ ェ ッ ト 牝2栗 54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 22：03．64 80．6�
23 ラ ペ ル ト ワ 牝2青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 496－ 62：03．81� 23．6�
47 ドーノデルソーレ 牡2黒鹿 55

53 △石川裕紀人吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 460＋ 82：03．9� 25．5�
11 ウエヲムイテアルコ 牡2青 55 戸崎 圭太千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 464＋ 22：04．0クビ 5．7	
714 ショウナンラピュタ 牡2芦 55 三浦 皇成�湘南 大竹 正博 浦河 大北牧場 458＋ 62：04．21� 19．4

59 ノンシュガー 牡2芦 55 吉田 豊�G1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 514－ 2 〃 クビ 11．6�
24 レ ク エ ル ド 牝2鹿 54 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 浦河 笠松牧場 450－102：04．41	 155．0�
612 ヒロインボーイ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行�東振牧場 堀井 雅広 むかわ 東振牧場 462± 02：04．5クビ 47．5
510 マイネルブルローネ 牡2芦 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新ひだか 棚川 光男 434＋ 2 〃 クビ 520．3�
12 シンキングダンサー 牡2栗 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 470－ 82：04．81� 15．3�
48 テイエムユメハナビ 牡2黒鹿55 秋山真一郎竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 502－ 82：04．9	 330．9�
713 ウインアンビション 牡2鹿 55

52 ▲井上 敏樹�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 494＋262：05．11	 281．2�
611 ブルームグラス 牡2鹿 55 T．ベリー 島川 �哉氏 菅原 泰夫 新冠 浜口牧場 496＋162：05．2クビ 130．3�

（豪）

817 レ イ シ 牝2黒鹿54 武士沢友治加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 シンボリ牧場 456± 02：05．41� 387．5�
816 ラ ヴ ィ ア ナ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也中辻 明氏 武井 亮 新ひだか タイヘイ牧場 382－ 42：05．71� 616．3�
36 シゲルマトウダイ 牡2鹿 55 丸山 元気森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 三木田牧場 420－122：06．12	 322．8�

（17頭）
715 プライムセラー 牡2栗 55 A．アッゼニ �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

（英）

売 得 金
単勝： 22，959，600円 複勝： 97，544，300円 枠連： 14，617，000円
馬連： 46，589，700円 馬単： 36，381，700円 ワイド： 27，054，800円
3連複： 62，206，900円 3連単： 108，560，000円 計： 415，914，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 920円 � 410円 枠 連（3－8） 3，540円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 630円 �� 7，350円

3 連 複 ��� 13，030円 3 連 単 ��� 38，750円

票 数

単勝票数 計 229596 的中 � 133782（1番人気）
複勝票数 計 975443 的中 � 753779（1番人気）� 6308（9番人気）� 15888（7番人気）
枠連票数 計 146170 的中 （3－8） 3197（12番人気）
馬連票数 計 465897 的中 �� 10388（11番人気）
馬単票数 計 363817 的中 �� 6110（12番人気）
ワイド票数 計 270548 的中 �� 5015（14番人気）�� 11818（6番人気）�� 897（37番人気）
3連複票数 計 622069 的中 ��� 3580（35番人気）
3連単票数 計1085600 的中 ��� 2031（105番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．2―12．6―13．0―13．0―13．2―12．5―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．9―48．5―1：01．5―1：14．5―1：27．7―1：40．2―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．2
1
3
5（7，13）（1，18）（12，16）4（6，14）（3，9）－8，17，10－2，11
5（7，13）（1，12）18（4，6，14）（3，16，9）（10，8）17（2，11）

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

勝馬の
紹 介

ウ ム ブ ル フ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2015．10．11 東京2着

2013．1．25生 牡2青鹿 母 ウ ミ ラ ー ジ 母母 Ungarin 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔出走取消〕 プライムセラー号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ショウナンラピュタ号の騎手北村宏司は，負傷のため三浦皇成に変更。
〔発走状況〕 ブルームグラス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

3300412月5日 晴 良 （27中山5）第1日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11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

35 マイネルビクトリー 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 468＋ 81：57．2 17．0�

611 コパノミリアン 牝2鹿 54 内田 博幸小林 照弘氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 460－ 21：57．3� 5．5�
714 タイセイブラスト 牡2鹿 55 T．ベリー 田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 496＋ 21：57．4� 20．8�

（豪）

59 ミ ス テ リ オ 牡2鹿 55 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 454－ 8 〃 クビ 18．3�
48 ポッドブロンコ 牡2鹿 55 戸崎 圭太小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 490－ 41：57．5クビ 2．9�
36 バ ン タ ム 牡2鹿 55 横山 和生竹森 幹雄氏 竹内 正洋 浦河 辻 牧場 470± 01：58．13� 25．0	
612 ニシノライト 牡2栗 55 江田 照男西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 452＋ 21：58．2� 38．4

23 ノーブルブラック 牝2黒鹿54 蛯名 正義吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 北田 剛 432－ 2 〃 クビ 6．6�
510 ウインピアチェーレ 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行�ウイン 大和田 成 浦河 絵笛牧場 470－ 21：58．3クビ 22．3�
24 サ ノ ル ア 牝2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 442＋ 8 〃 クビ 194．5
12 ネ ク ス ト 牡2鹿 55 柴田 善臣橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 468± 01：58．51� 24．0�
11 ロイヤルジレンマ 牡2鹿 55 横山 典弘吉田 千津氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 476－101：58．71� 4．4�
713 アポロゴールド 	2栗 55 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新冠 佐藤 静子 492－ 21：59．12� 133．2�
47 ウインミリアルド 牡2黒鹿55 丹内 祐次�ウイン 和田正一郎 浦河 鎌田 正嗣 B474＋ 21：59．73� 264．7�
815 ダイメイキング 牡2鹿 55 秋山真一郎宮本 孝一氏 石毛 善彦 平取 びらとり牧場 478＋122：00．44 48．5�
816 マ カ エ ラ 牡2青鹿55 丸山 元気 �グランデオーナーズ 根本 康広 浦河 グランデファーム 488＋122：00．5
 162．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，747，200円 複勝： 31，135，700円 枠連： 13，939，300円
馬連： 49，185，100円 馬単： 28，378，600円 ワイド： 27，407，700円
3連複： 61，387，400円 3連単： 79，321，600円 計： 311，502，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 510円 � 260円 � 620円 枠 連（3－6） 2，410円

馬 連 �� 5，550円 馬 単 �� 13，580円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 3，760円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 31，790円 3 連 単 ��� 206，120円

票 数

単勝票数 計 207472 的中 � 9736（5番人気）
複勝票数 計 311357 的中 � 15239（7番人気）� 36557（4番人気）� 12162（10番人気）
枠連票数 計 139393 的中 （3－6） 4468（12番人気）
馬連票数 計 491851 的中 �� 6867（19番人気）
馬単票数 計 283786 的中 �� 1567（46番人気）
ワイド票数 計 274077 的中 �� 3793（18番人気）�� 1853（40番人気）�� 3774（19番人気）
3連複票数 計 613874 的中 ��� 1448（96番人気）
3連単票数 計 793216 的中 ��� 279（568番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―12．9―13．8―13．4―12．5―12．7―13．1―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．7―51．5―1：04．9―1：17．4―1：30．1―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．8
1
3
10，14（6，8）5，4（2，16）1，12，7（13，9）（3，11）＝15・（10，14，9）（6，5，8，3）11，12－（4，2）（16，13）（7，1）－15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルビクトリー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．11．1 福島8着

2013．4．29生 牡2鹿 母 メジャービクトリー 母母 シルキーマニッシュ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ポッドブロンコ号の騎手北村宏司は，負傷のため戸崎圭太に変更。
〔制裁〕 ニシノライト号の騎手江田照男は，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。
※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。



3300512月5日 晴 良 （27中山5）第1日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時05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
1：07．8
1：07．8

良
良

611 キタサンガンバ 牡2鹿 55 横山 典弘�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社
RUMIファーム 472 ―1：11．4 3．7�

47 ワンダフルボーラー 牡2鹿 55 戸崎 圭太藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 494 ― 〃 ハナ 7．3�
35 グリニッチヴィレジ 牝2黒鹿54 T．ベリー �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 420 ―1：11．5� 5．3�

（豪）

814 プエルトプリンセサ 牝2鹿 54 三浦 皇成丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 418 ―1：11．71� 20．8�
46 モリガンドール 牝2栗 54 国分 恭介古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 服部 健太郎 412 ―1：12．02 17．5	
11 ゲ ン エ イ 牝2鹿 54 木幡 初広 Him Rock Racing 牧 光二 むかわ 新井牧場 394 ―1：12．21� 127．2

23 オレノカッチー 牡2鹿 55 田中 勝春長谷川清英氏 鹿戸 雄一 浦河 高昭牧場 516 ― 〃 クビ 7．0�
34 キョウビジン 牝2青鹿54 吉田 豊岡田 牧雄氏 本間 忍 宮城 早坂牧場 466 ―1：12．3クビ 52．3�
815 カ タ ス ミ 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 飛渡牧場 426 ― 〃 ハナ 112．4
22 メイフェアー 牝2黒鹿54 内田 博幸浜野順之助氏 小島 太 むかわ 市川牧場 414 ―1：12．4� 24．8�
713 ヴ ァ ル ー ル 牝2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �荻伏服部牧場 武井 亮 浦河 荻伏服部牧場 442 ―1：12．5	 7．3�
712 ストロングハピネス 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人金山 克己氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 434 ― 〃 アタマ 7．4�
59 ディアメラク 牡2鹿 55 横山 和生ディアレスト 小野 次郎 浦河 南部 功 430 ―1：12．82 127．4�
58 アカプルコノユウヒ 牝2黒鹿54 柴田 善臣嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 424 ―1：13．65 29．5�
610 ネクストステージ 牡2栗 55 蛯名 正義岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 434 ―1：13．81� 37．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，140，300円 複勝： 28，338，700円 枠連： 16，745，800円
馬連： 49，772，800円 馬単： 26，022，700円 ワイド： 24，992，500円
3連複： 56，751，900円 3連単： 70，849，300円 計： 292，614，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 220円 � 150円 枠 連（4－6） 1，190円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 530円 �� 400円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 9，510円

票 数

単勝票数 計 191403 的中 � 40428（1番人気）
複勝票数 計 283387 的中 � 64703（1番人気）� 26994（5番人気）� 49091（2番人気）
枠連票数 計 167458 的中 （4－6） 10849（7番人気）
馬連票数 計 497728 的中 �� 27359（3番人気）
馬単票数 計 260227 的中 �� 7727（4番人気）
ワイド票数 計 249925 的中 �� 11958（3番人気）�� 16664（1番人気）�� 9537（5番人気）
3連複票数 計 567519 的中 ��� 20438（2番人気）
3連単票数 計 708493 的中 ��� 5401（5番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．9―12．6―11．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．7―48．3―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンガンバ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2013．3．22生 牡2鹿 母 ケイアイカミノアシ 母母 ファストルック 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 キタサンガンバ号の騎手北村宏司は，負傷のため横山典弘に変更。
※出走取消馬 サニーデイヒーロー号（疾病〔事故〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オーミソナタ号・ビュウイモン号・ラブカテリーナ号
※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。

3300612月5日 晴 良 （27中山5）第1日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時35分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

815 トウカイフィーバー 牝2黒鹿54 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 426 ―1：13．6 77．3�
24 チュラカーギー 牝2栗 54 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 468 ―1：13．81� 14．2�
714 カリアティード 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人 �グリーンファーム武井 亮 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 アタマ 7．3�
36 スパイラルアップ 牝2鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―1：14．01� 2．3�
611 ネイチャーセンス 牝2黒鹿54 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 浦河 中神牧場 444 ―1：14．1� 21．3	
816 グローリアスクロワ 牝2栗 54 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 448 ―1：14．31� 4．7

59 ジツリキヤシャ 牝2栗 54 三浦 皇成河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 434 ―1：14．51� 12．0�
612 ピ ポ パ ポ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 競優牧場 428 ―1：14．71� 35．2�
48 アルティマチャーム 牝2鹿 54 T．ベリー 社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 502 ―1：14．8� 6．8�

（豪）

510 ロゼスマイル 牝2黒鹿54 木幡 初広髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 444 ―1：15．11� 257．2�
47 マインズアイ 牝2鹿 54 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 430 ―1：15．52� 83．6�
12 ロバーストサンダー 牝2黒鹿54 大野 拓弥永田さなえ氏 高木 登 浦河 鳥井 征士 434 ― 〃 クビ 109．1�
35 グ ロ ー リ ア 牝2黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新冠 有限会社 大

作ステーブル 450 ―1：15．6� 27．2�
23 スイートレッドアイ 牝2黒鹿 54

51 ▲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 462 ―1：15．92 134．5�

11 メ グ リ ア イ 牝2青鹿54 杉原 誠人川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 410 ―1：17．39 76．5�
713 シ ゲ ル サ バ 牝2栗 54 横山 和生森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 土田農場 414 ― （競走中止） 275．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，931，700円 複勝： 25，819，300円 枠連： 13，972，600円
馬連： 47，417，500円 馬単： 26，122，700円 ワイド： 24，385，300円
3連複： 53，711，700円 3連単： 73，619，400円 計： 286，980，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，730円 複 勝 � 1，390円 � 410円 � 260円 枠 連（2－8） 2，540円

馬 連 �� 33，990円 馬 単 �� 61，410円

ワ イ ド �� 7，660円 �� 4，550円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 58，720円 3 連 単 ��� 711，650円

票 数

単勝票数 計 219317 的中 � 2269（11番人気）
複勝票数 計 258193 的中 � 4185（11番人気）� 16633（6番人気）� 30580（3番人気）
枠連票数 計 139726 的中 （2－8） 4255（11番人気）
馬連票数 計 474175 的中 �� 1081（52番人気）
馬単票数 計 261227 的中 �� 319（100番人気）
ワイド票数 計 243853 的中 �� 806（52番人気）�� 1368（37番人気）�� 4838（14番人気）
3連複票数 計 537117 的中 ��� 686（121番人気）
3連単票数 計 736194 的中 ��� 75（1020番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．1―12．6―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．8―48．4―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイフィーバー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2013．5．17生 牝2黒鹿 母 トウカイポプリ 母母 トウカイティアラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 カリアティード号の騎手北村宏司は，負傷のため石川裕紀人に変更。
〔競走中止〕 シゲルサバ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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） 3頭 アバランチリリー号・キョウエイラヴ号・サンナシュア号
※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。



3300712月5日 晴 良 （27中山5）第1日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時05分 （ダート・右）
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

816� ドラゴンキングダム 牡4黒鹿57 津村 明秀窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 米 Stonehaven
Steadings 532± 01：53．4 4．5�

11 アバオアクー 牡3鹿 56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B502－ 21：53．72 25．3�
510 マイネルヴェッケン 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 大平牧場 494－ 41：54．01	 94．9�
36 マイネルボルソー 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 484＋ 81：54．21 18．0�
35 ブラインドタッチ 牡3青 56 戸崎 圭太村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 474－ 6 〃 クビ 7．6�
714 レアルイモン 牡3栗 56 二本柳 壮井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 B500＋ 21：54．41 26．1	
24 ケンベストカフェ 牡3黒鹿56 蛯名 正義中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 アタマ 10．9

48 ブラックブリーズ 牡3青鹿56 内田 博幸臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 石郷岡 雅樹 B476＋14 〃 クビ 125．3�
611 ジェイケイライアン 牡3鹿 56 丸田 恭介小谷野次郎氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤川フアーム B480＋ 41：54．61
 46．1�
815 エッケザックス 牡3鹿 56 R．ムーア 社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454＋ 81：55．13 1．9�

（英）

713 カズノテナンゴ 牡3栗 56
53 ▲伴 啓太鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 478＋ 6 〃 アタマ 32．6�

12 � アメリカンゴールド 牡3鹿 56 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-
tion Syndicate B538＋141：55．52� 53．4�

612� コスモナチュラル 牡4鹿 57 柴田 大知 ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux
Farm LLC 502＋ 81：55．71 40．8�

59 � ペイシャゴンジセ 牡4鹿 57
54 ▲井上 敏樹北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 482－161：55．91 147．6�

23 メイショウキシドウ 牡3鹿 56 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋101：56．11
 44．7�

47 � クラウンビュレット 牡5鹿 57 江田 照男矢野まり子氏 天間 昭一 新ひだか 松田牧場 476－ 61：57．16 130．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，037，300円 複勝： 58，006，000円 枠連： 24，915，800円
馬連： 71，587，600円 馬単： 43，061，700円 ワイド： 40，238，400円
3連複： 94，133，900円 3連単： 148，393，800円 計： 511，374，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 260円 � 710円 � 2，890円 枠 連（1－8） 1，250円

馬 連 �� 5，580円 馬 単 �� 8，750円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 4，980円 �� 22，800円

3 連 複 ��� 138，700円 3 連 単 ��� 498，080円

票 数

単勝票数 計 310373 的中 � 54917（2番人気）
複勝票数 計 580060 的中 � 70068（2番人気）� 20495（6番人気）� 4588（13番人気）
枠連票数 計 249158 的中 （1－8） 15383（5番人気）
馬連票数 計 715876 的中 �� 9936（19番人気）
馬単票数 計 430617 的中 �� 3690（25番人気）
ワイド票数 計 402384 的中 �� 5770（18番人気）�� 2076（43番人気）�� 448（91番人気）
3連複票数 計 941339 的中 ��� 509（203番人気）
3連単票数 計1483938 的中 ��� 216（791番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．8―13．2―12．5―12．5―12．4―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．8―50．0―1：02．5―1：15．0―1：27．4―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ドラゴンキングダム �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2013．11．24 東京2着

2011．3．23生 牡4黒鹿 母 Earlybird Road 母母 Kiss N Make Up 8戦2勝 賞金 21，900，000円
〔騎手変更〕 エッケザックス号の騎手北村宏司は，負傷のためR．ムーアに変更。
※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 ツクバイーメーカー号・マイネルライヒ号
※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。

3300812月5日 晴 良 （27中山5）第1日 第8競走 ��3，570�イルミネーションジャンプステークス
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬3�増，J・
GⅡ競走1着馬2�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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード3：58．9良

46 サ ナ シ オ ン 牡6鹿 62 西谷 誠 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 63：58．2レコード 1．8�
814� アシュヴィン �6栗 60 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 470＋ 83：59．05 25．7�
22 アポロマーベリック 牡6鹿 63 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 532＋ 83：59．42� 10．2�
58 オジュウチョウサン 牡4鹿 60 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 502± 03：59．93 12．7�
610� エーシンジーライン 牡10黒鹿60 白浜 雄造�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 496－ 64：00．0	 76．0	
11 タガノグーフォ �6黒鹿60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 八木牧場 480－ 24：00．74 12．7

712 ウォンテッド 牡5黒鹿60 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 488－ 6 〃 アタマ 4．5�
34 テイエムオペラドン 牡6鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 476± 04：01．23 15．2�
611 オールアズワン 牡7黒鹿60 北沢 伸也宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 500－104：01．94 42．6
815 ラ ス テ ラ 牝4鹿 58 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 482＋ 24：02．75 29．2�
713 ヘリオスフィア �6黒鹿60 原田 和真岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 478± 04：03．33� 119．7�
35 ティリアンパープル 牝5鹿 58 山本 康志飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 482＋ 6 〃 クビ 36．2�
59 アイティテイオー 牡7栗 60 草野 太郎一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 472± 04：03．83 62．8�
23 ウインヤード 牡4鹿 60 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 464＋ 44：06．0大差 143．3�
47 シゲルキョクチョウ 牡7鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 494－ 44：06．53 114．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，837，000円 複勝： 37，438，000円 枠連： 21，271，900円
馬連： 65，837，100円 馬単： 41，695，500円 ワイド： 37，081，800円
3連複： 87，986，000円 3連単： 142，285，400円 計： 460，432，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 430円 � 250円 枠 連（4－8） 930円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 970円 �� 500円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 18，890円

票 数

単勝票数 計 268370 的中 � 114486（1番人気）
複勝票数 計 374380 的中 � 138582（1番人気）� 14316（7番人気）� 29259（3番人気）
枠連票数 計 212719 的中 （4－8） 17564（3番人気）
馬連票数 計 658371 的中 �� 24971（6番人気）
馬単票数 計 416955 的中 �� 11184（8番人気）
ワイド票数 計 370818 的中 �� 9672（9番人気）�� 20170（2番人気）�� 4258（23番人気）
3連複票数 計 879860 的中 ��� 13185（15番人気）
3連単票数 計1422854 的中 ��� 5460（48番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 51．0－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ナ シ オ ン �
�
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 2011．10．29 京都10着

2009．2．4生 牡6鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 障害：5戦5勝 賞金 86，714，000円



3300912月5日 晴 良 （27中山5）第1日 第9競走 ��
��2，000�

は ぼ た ん

葉 牡 丹 賞
発走14時15分 （芝・右）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

12 メートルダール 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：02．6 5．8�
815 ヒプノティスト 牡2栗 55 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 474＋ 6 〃 ハナ 6．7�
612� リッチーリッチー 牡2栗 55 A．アッゼニ�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery 512－ 2 〃 クビ 20．7�

（英）

36 マツリダバッハ 牡2青鹿55 蛯名 正義髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 484－ 42：02．91� 12．6�
24 ゲ ッ カ コ ウ 牝2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 448± 0 〃 アタマ 129．5	
713 ウインシンフォニア 牡2鹿 55 三浦 皇成�ウイン 高木 登 新ひだか 片山牧場 466＋ 4 〃 ハナ 33．1

48 レヴィンインパクト 牡2鹿 55 T．ベリー �G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 456＋ 22：03．0	 3．0�

（豪）

47 コスモプロテア 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 2 〃 クビ 13．8�
510 ダイワドレッサー 牝2鹿 54 秋山真一郎大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452－ 22：03．1� 68．0
611 クラウンスカイ 牡2青鹿55 大野 拓弥�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 442＋102：03．41	 104．2�
35 レッドリュンヌ 牝2栗 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 416－12 〃 アタマ 49．1�
11 ファスナハト 牡2青鹿55 R．ムーア �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 532－ 2 〃 アタマ 4．3�

（英）

816 スクエアフォールド 
2鹿 55 横山 典弘 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 同着 40．5�
714 ド ン チ ャ ブ 牡2鹿 55 内田 博幸古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 上村 清志 462＋ 4 〃 アタマ 18．3�
23 スズハヤトウー 牡2鹿 55 田中 勝春宮原 廣伸氏 松永 康利 新冠 長浜牧場 472－ 22：03．5クビ 72．3�
59 コスモヴェッキオ 牡2黒鹿55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 62：03．6	 313．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，773，100円 複勝： 61，079，700円 枠連： 35，146，700円
馬連： 117，369，900円 馬単： 55，441，700円 ワイド： 55，161，600円
3連複： 139，567，700円 3連単： 197，470，100円 計： 704，010，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 220円 � 550円 枠 連（1－8） 880円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 800円 �� 2，130円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 12，100円 3 連 単 ��� 58，570円

票 数

単勝票数 計 427731 的中 � 58000（3番人気）
複勝票数 計 610797 的中 � 73247（4番人気）� 78595（3番人気）� 24290（8番人気）
枠連票数 計 351467 的中 （1－8） 30629（3番人気）
馬連票数 計1173699 的中 �� 45585（7番人気）
馬単票数 計 554417 的中 �� 10612（14番人気）
ワイド票数 計 551616 的中 �� 18466（8番人気）�� 6514（23番人気）�� 8245（19番人気）
3連複票数 計1395677 的中 ��� 8644（40番人気）
3連単票数 計1974701 的中 ��� 2444（176番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．1―48．8―1：01．7―1：14．4―1：27．1―1：39．4―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メートルダール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．9．5 札幌3着

2013．2．22生 牡2鹿 母 イグジビットワン 母母 Tsar’s Pride 3戦2勝 賞金 17，150，000円
〔騎手変更〕 ダイワドレッサー号の騎手北村宏司は，負傷のため秋山真一郎に変更。
※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。

3301012月5日 晴 良 （27中山5）第1日 第10競走 ��1，200�
ま い は ま

舞 浜 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

24 モ ル ジ ア ナ 牝3栗 54 横山 典弘 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：11．4 2．5�
611 タガノヴェルリー 牝3鹿 54 A．アッゼニ 八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B434－ 21：11．71� 38．6�
（英）

816� トキノセレブ 牝4鹿 55 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 484－ 21：11．8� 30．1�
35 メランコリア 牝3栗 54 西村 太一�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 466－ 2 〃 クビ 45．4�
36 キープレイヤー 牝4青鹿55 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 510＋ 21：12．01	 17．0�
714 ロトラトゥール 牝4鹿 55 横山 和生國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B500＋ 8 〃 アタマ 8．3	
48 ファインスカイ 牝5鹿 55 秋山真一郎 
ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 476－ 61：12．21 20．7�
815� ルージュロワイヤル 牝3鹿 54 丸田 恭介 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 496± 0 〃 クビ 22．8�
23 ナリタモード 牝4栗 55 吉田 豊
オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 438－ 21：12．3クビ 28．4
59 マートンパーク 牝3鹿 54 大野 拓弥�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 498± 0 〃 同着 26．5�
11 サンクタリリアス 牝3芦 54 津村 明秀�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 472－ 41：12．61� 111．8�
612 オーネットサクセス 牝5鹿 55 R．ムーア 醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 454± 01：12．7� 18．1�

（英）

510 スモーダリング 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 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 496＋ 21：12．8クビ 5．0�

713 チュウワベイビー 牝4芦 55 石川裕紀人中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 462－ 61：13．01� 8．3�
47 ワタシダイナマイト 牝3栗 54 T．ベリー 小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 456－101：13．1� 37．6�

（豪）

12 スペルオンミー 牝4黒鹿55 蛯名 正義吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 554＋121：13．52� 37．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，643，500円 複勝： 64，926，700円 枠連： 40，933，300円
馬連： 136，621，500円 馬単： 62，808，500円 ワイド： 65，944，400円
3連複： 165，964，200円 3連単： 229，862，000円 計： 807，704，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 880円 � 740円 枠 連（2－6） 1，210円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 6，860円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 1，760円 �� 10，830円

3 連 複 ��� 53，280円 3 連 単 ��� 165，490円

票 数

単勝票数 計 406435 的中 � 126847（1番人気）
複勝票数 計 649267 的中 � 189777（1番人気）� 14203（13番人気）� 17174（11番人気）
枠連票数 計 409333 的中 （2－6） 26146（4番人気）
馬連票数 計1366215 的中 �� 21998（15番人気）
馬単票数 計 628085 的中 �� 6862（22番人気）
ワイド票数 計 659444 的中 �� 8733（18番人気）�� 9794（15番人気）�� 1535（94番人気）
3連複票数 計1659642 的中 ��� 2336（156番人気）
3連単票数 計2298620 的中 ��� 1007（512番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―12．2―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．1―46．3―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ル ジ ア ナ �
�
父 Dubawi �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．6．21 函館5着

2012．3．31生 牝3栗 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 8戦3勝 賞金 45，609，000円
〔騎手変更〕 モルジアナ号の騎手北村宏司は，負傷のため横山典弘に変更。
※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 カシノインカローズ号・タカラジェニファ号・ラブリースター号
※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。



3301112月5日 晴 良 （27中山5）第1日 第11競走 ��
��3，600�第49回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス（ＧⅡ）

発走15時25分 （芝・右・内2）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，26．12．6以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，26．12．5以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 1，134，000円 324，000円 162，000円 � コースレコード

中央レコード
3：41．6
3：41．6

良
良

12 ア ル バ ー ト 牡4栗 56 R．ムーア 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 466＋ 23：45．9 3．2�
（英）

47 カ ム フ ィ ー 牡6黒鹿56 横山 典弘清水 二朗氏 池上 昌和 池田 新田牧場 460－ 23：46．75 15．3�
11 トゥインクル 牡4栗 56 三浦 皇成畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 472－ 23：46．8クビ 7．8�
23 マイネルメダリスト 牡7鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B494－ 43：46．9� 113．6�
35 ネオブラックダイヤ 牡7青鹿56 秋山真一郎小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 43：47．0� 12．4�
48 メイショウカドマツ 牡6栗 56 蛯名 正義松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 538± 03：47．1� 4．2	
611 ファタモルガーナ 	7鹿 56 戸崎 圭太 
キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 492± 0 〃 クビ 4．9�
714 スズカデヴィアス 牡4黒鹿56 A．アッゼニ 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 500± 03：47．52� 9．7�

（英）

24 ゴッドフロアー 牝5鹿 54 大野 拓弥広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 502－ 83：47．71
 118．0
816 プランスペスカ 牡5鹿 56 熊沢 重文山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B460＋ 63：47．91 100．0�
713 ヴァーゲンザイル 	7黒鹿56 吉田 豊 
社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 452－ 23：48．0� 56．6�
59 ケイアイチョウサン 牡5黒鹿56 柴田 善臣�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 464＋ 83：48．1� 125．0�
612 トルークマクト 牡5鹿 56 T．ベリー 
ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 458± 03：48．31
 38．4�

（豪）

510 サイモントルナーレ 牡9栗 56 丸田 恭介澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 462＋163：48．51 303．8�
36 ユキノサムライ 牡6栗 56 国分 恭介村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 466－ 8 〃 アタマ 92．1�
815 カ ノ ン 牝5鹿 54 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 486－ 43：49．45 32．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 104，700，600円 複勝： 137，727，900円 枠連： 81，338，200円
馬連： 398，872，600円 馬単： 171，752，200円 ワイド： 153，408，200円
3連複： 569，721，700円 3連単： 853，689，400円 計： 2，471，210，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 330円 � 240円 枠 連（1－4） 450円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 540円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 23，390円

票 数

単勝票数 計1047006 的中 � 260109（1番人気）
複勝票数 計1377279 的中 � 263015（1番人気）� 91318（7番人気）� 144949（4番人気）
枠連票数 計 813382 的中 （1－4） 137893（1番人気）
馬連票数 計3988726 的中 �� 107220（12番人気）
馬単票数 計1717522 的中 �� 31856（16番人気）
ワイド票数 計1534082 的中 �� 38589（14番人気）�� 76005（4番人気）�� 29380（16番人気）
3連複票数 計5697217 的中 ��� 89137（14番人気）
3連単票数 計8536894 的中 ��� 26458（71番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―13．0―13．6―13．0―12．6―12．0―12．6―12．4―12．5―13．3―13．2―13．1―12．4―11．6―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� 2，000� 2，200� 2，400�
13．2―24．9―37．9―51．5―1：04．5―1：17．1―1：29．1―1：41．7―1：54．1―2：06．6―2：19．9―2：33．1

2，600� 2，800� 3，000� 3，200� 3，400�
―2：46．2―2：58．6―3：10．2―3：22．2―3：34．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ル バ ー ト �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．6．23 東京12着

2011．2．7生 牡4栗 母 フォルクローレ 母母 アンデスレディー 16戦6勝 賞金 124，939，000円
〔制裁〕 スズカデヴィアス号の騎手A．アッゼニは，1周目向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

ユキノサムライ号の騎手国分恭介は，1周目向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 テンカイチ号
※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。

3301212月5日 晴 良 （27中山5）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

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

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

44 � キャンベルジュニア 牡3鹿 55 R．ムーア 吉田 和美氏 堀 宣行 豪
Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

522＋141：33．4 3．0�
（英）

79 サウンドバーニング 牡3鹿 56 戸崎 圭太増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 424－ 61：33．82	 6．4�
67 パワースラッガー 牡4鹿 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 482＋ 2 〃 クビ 7．9�
55 マルターズアポジー 牡3鹿 56 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 524± 01：33．9クビ 4．2�
811 アールブリュット 牝3鹿 54 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 472－ 2 〃 ハナ 4．3�
33 エスユーハリケーン 
5鹿 57 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 482－ 2 〃 クビ 38．6	
812 ルナプロスペクター 牡3鹿 56 T．ベリー �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460＋16 〃 同着 20．9


（豪）

68 ショウナンワダチ 牡4芦 57 内田 博幸国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム B488＋101：34．11� 24．6�
11 ニーマルキング 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 466＋ 21：34．41	 42．9�
710� クリノハッチャン 牝4鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 456± 01：34．5	 92．0
22 コスモミレネール 牝6鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 21：35．03 81．9�
56 イレプレイスブル 牡5黒鹿57 横山 和生�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 ハナ 61．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，209，800円 複勝： 56，380，300円 枠連： 25，766，900円
馬連： 125，637，300円 馬単： 61，541，800円 ワイド： 56，368，800円
3連複： 141，263，200円 3連単： 237，319，700円 計： 748，487，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 190円 � 200円 枠 連（4－7） 990円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 460円 �� 610円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 10，800円

票 数

単勝票数 計 442098 的中 � 116143（1番人気）
複勝票数 計 563803 的中 � 105539（1番人気）� 73659（4番人気）� 66501（5番人気）
枠連票数 計 257669 的中 （4－7） 20086（5番人気）
馬連票数 計1256373 的中 �� 92361（4番人気）
馬単票数 計 615418 的中 �� 28236（5番人気）
ワイド票数 計 563688 的中 �� 32877（5番人気）�� 23475（9番人気）�� 18104（10番人気）
3連複票数 計1412632 的中 ��� 36934（8番人気）
3連単票数 計2373197 的中 ��� 15924（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．0―46．7―58．4―1：10．2―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 5（1，2）（4，9）（3，11）（7，12）8（10，6）
2
4
5（1，2，9）4－（3，7，11）－（8，12）－10－6
5（1，2，9）（3，4，11）（7，12）8，10－6

勝馬の
紹 介

�キャンベルジュニア �
�
父 Encosta De Lago �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2015．4．25 東京1着

2012．7．27生 牡3鹿 母 Melito 母母 Cloister 4戦3勝 賞金 25，745，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ショウナンワダチ号の騎手北村宏司は，負傷のため内田博幸に変更。
※出走取消馬 ワラッチャオ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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。



（27中山5）第1日 12月5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 187頭 本 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

289，400，000円
13，600，000円
3，120，000円
26，360，000円
4，000，000円
75，072，000円
6，007，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
408，988，900円
658，607，800円
315，866，700円
1，200，259，700円
604，448，000円
562，252，600円
1，551，855，200円
2，296，092，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，598，371，300円

総入場人員 24，393名 （有料入場人員 20，302名）
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