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3301312月6日 晴 良 （27中山5）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）

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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

35 ブ ロ ワ 牝2黒鹿54 西村 太一�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 452－ 41：13．1 25．4�
24 エメラルドクイーン 牝2栗 54 江田 照男畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 神垣 道弘 444＋ 21：13．42 66．6�
816 タイトルリーフ 牝2鹿 54 三浦 皇成水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 444± 01：13．5クビ 3．4�
815 フレッシュギャル 牝2鹿 54 田辺 裕信南波 壽氏 伊藤 圭三 新冠 武田 修一 442－ 21：13．82 5．9�
510 ルルインザレイン 牝2鹿 54 蛯名 正義伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 458－ 81：14．12 13．8�
713 クリプトスコード 牝2栗 54 戸崎 圭太 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 2 〃 ハナ 2．1

612 サトノアイリ 牝2黒鹿54 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 418－ 41：14．41� 32．2�
23 ニケトップラン 牝2鹿 54 田中 勝春島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 436＋ 61：14．5� 18．6
611 アムールブラン 牝2芦 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 466－141：14．81� 18．8�
59 ベ ー ジ ョ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 浦河 山田 昇史 480－ 61：15．33 83．3�
11 デルマオイチ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 394＋ 41：15．4� 119．0�
36 アンフレシェ 牝2黒鹿 54

52 △石川裕紀人井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 小島牧場 450± 01：15．5� 64．5�
12 シゲルコブダイ 牝2鹿 54 丸山 元気森中 蕃氏 伊藤 正徳 むかわ サイファーム 424－101：15．71 97．1�
47 コウキアツガール 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 464＋ 81：16．23 203．3�
714 ヴィクトリーミエル 牝2鹿 54 嶋田 純次古賀 慎一氏 谷原 義明 新冠 スカイビーチステーブル 436－ 61：16．94 410．6�
48 サンニードルス 牝2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 杉浦 宏昭 新ひだか 大平牧場 478＋121：17．43 136．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，454，700円 複勝： 53，972，100円 枠連： 19，218，400円
馬連： 55，150，300円 馬単： 34，226，100円 ワイド： 32，719，100円
3連複： 80，627，600円 3連単： 110，277，900円 計： 407，646，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，540円 複 勝 � 1，050円 � 2，300円 � 230円 枠 連（2－3） 11，250円

馬 連 �� 51，060円 馬 単 �� 103，920円

ワ イ ド �� 10，780円 �� 1，320円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 78，940円 3 連 単 ��� 624，620円

票 数

単勝票数 計 214547 的中 � 6737（7番人気）
複勝票数 計 539721 的中 � 12194（7番人気）� 5364（10番人気）� 75479（2番人気）
枠連票数 計 192184 的中 （2－3） 1323（20番人気）
馬連票数 計 551503 的中 �� 837（58番人気）
馬単票数 計 342261 的中 �� 247（113番人気）
ワイド票数 計 327191 的中 �� 764（58番人気）�� 6536（13番人気）�� 3136（21番人気）
3連複票数 計 806276 的中 ��� 766（125番人気）
3連単票数 計1102779 的中 ��� 128（815番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．8―13．0―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．3―47．3―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ロ ワ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 リ ド ヘ イ ム デビュー 2015．9．19 中山6着

2013．6．4生 牝2黒鹿 母 タマビッグエックス 母母 タマビッグギャル 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 サトノアイリ号の騎手北村宏司は，負傷のため丸田恭介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンニードルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月6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。
（非抽選馬） 2頭 タケデンガーベラ号・パラヴィオン号

3301412月6日 晴 良 （27中山5）第2日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時15分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

12 チェッキーノ 牝2栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：35．2 1．7�
714 ファータグリーン 牝2鹿 54 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 B420－ 21：35．41� 10．0�
510 バトルグランドリイ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 460－ 2 〃 ハナ 16．8�
47 ゲインザリード 牡2黒鹿55 T．ベリー 山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 酒井 秀紀 460＋ 81：35．71� 13．0�

（豪）

24 プレアマール 牝2鹿 54 丸山 元気栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 424－ 21：35．8� 25．3�
59 コスモボーラー 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 日高 日西牧場 444－ 21：35．9� 190．1	
815 ヨ イ ミ ヤ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 408＋ 21：36．0クビ 7．7

611 レイホーロイス 牡2黒鹿55 戸崎 圭太永井 啓弍氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 470± 01：36．21� 16．1�
48 シカイリョーコー 牡2青鹿 55

52 ▲井上 敏樹田上 雅春氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 2 〃 アタマ 692．4�
23 ダ イ フ ク 牡2黒鹿55 横山 和生小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 480＋121：36．4� 46．7
612 コスモリシャール 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新ひだか 静内酒井牧場 444－ 21：36．5� 72．0�
713 メロメロパンチ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 谷原 義明 浦河 ミルファーム 452－ 41：36．71� 262．1�
816 マイエクトミューズ 牝2栗 54 蛯名 正義尾上 寿夫氏 金成 貴史 登別 ユートピア牧場 490＋ 41：36．8� 7．0�
35 カ ラ カ 牝2鹿 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 462－ 61：37．75 377．5�
36 マイネルテイル 牡2栗 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 石川 栄一 500＋ 81：38．87 156．9�
11 キングスナップ 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 築紫 洋 476＋121：39．12 383．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，053，600円 複勝： 63，692，800円 枠連： 17，541，300円
馬連： 56，871，200円 馬単： 36，080，300円 ワイド： 31，336，300円
3連複： 73，132，700円 3連単： 108，598，300円 計： 413，306，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 250円 枠 連（1－7） 870円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 410円 �� 530円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 7，200円

票 数

単勝票数 計 260536 的中 � 121962（1番人気）
複勝票数 計 636928 的中 � 386509（1番人気）� 43062（3番人気）� 27770（6番人気）
枠連票数 計 175413 的中 （1－7） 15555（2番人気）
馬連票数 計 568712 的中 �� 54516（3番人気）
馬単票数 計 360803 的中 �� 25300（3番人気）
ワイド票数 計 313363 的中 �� 20786（4番人気）�� 15515（5番人気）�� 4603（20番人気）
3連複票数 計 731327 的中 ��� 21216（9番人気）
3連単票数 計1085983 的中 ��� 10925（13番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．4―11．9―12．0―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．7―47．1―59．0―1：11．0―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

チェッキーノ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．11．15 東京2着

2013．2．8生 牝2栗 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 チェッキーノ号の騎手北村宏司は，負傷のため柴山雄一に変更。
〔制裁〕 チェッキーノ号の騎手柴山雄一は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）
〔その他〕 カラカ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カラカ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年1月6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） 4頭 キョウエイパワー号・デビルウイング号・マイネルアクティヴ号・レオディーセ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルタイ号
※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２日



3301512月6日 晴 良 （27中山5）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

11 ショウナンアンセム 牡2芦 55 蛯名 正義�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 462＋ 21：10．1 6．6�
35 キーウエスト 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 460＋ 21：10．2� 5．3�
713� ブラウンキャビア 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 和子氏 大和田 成 愛 Tally－Ho

Stud 412－ 81：10．3� 6．5�
510 ラベンダーメモリー 牝2鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 434－ 21：10．4� 29．6�
47 コ リ ー ナ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 438＋ 21：10．5クビ 3．9	
48 レアドロップ 牝2芦 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 452－ 61：10．6	 6．1

611 マリノジュエリー 牝2鹿 54 吉田 豊矢野まり子氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 432＋ 21：10．7� 148．0�
816 ヴィランドリー 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 元道牧場 444－ 61：10．8	 374．9�
612 キョウエイアムール 牝2栗 54 松岡 正海田中 晴夫氏 武市 康男 新ひだか 藤沢牧場 414＋ 2 〃 クビ 15．7
815 バトルキャンデー 牝2鹿 54 柴田 大知宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 440－ 81：10．9クビ 113．4�
24 レイアンドキス 牝2鹿 54 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 444－121：11．0� 7．9�
714 タケルアロー 牡2鹿 55 T．ベリー 森 保彦氏 加藤 征弘 日高 沖田牧場 460＋101：11．1	 22．6�

（豪）

23 イネディット 牝2栗 54
52 △石川裕紀人 �アドバンス・サッポロ 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 396＋ 4 〃 ハナ 78．9�

36 エブリーナイト 牡2黒鹿55 柴田 善臣薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新ひだか 静内フアーム 430＋ 21：11．31
 217．5�
59 グラスアンジェラ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎半沢� 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 41：11．51
 480．8�
12 ナリノストレイト 牡2黒鹿55 柴山 雄一成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 556＋141：11．71
 24．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，199，500円 複勝： 34，596，700円 枠連： 17，828，200円
馬連： 60，505，400円 馬単： 30，650，400円 ワイド： 32，100，300円
3連複： 73，451，800円 3連単： 95，730，200円 計： 368，062，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 220円 � 230円 枠 連（1－3） 1，590円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 720円 �� 870円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 24，970円

票 数

単勝票数 計 231995 的中 � 27711（5番人気）
複勝票数 計 345967 的中 � 46869（3番人気）� 39857（4番人気）� 37779（5番人気）
枠連票数 計 178282 的中 （1－3） 8678（7番人気）
馬連票数 計 605054 的中 �� 26804（5番人気）
馬単票数 計 306504 的中 �� 5860（15番人気）
ワイド票数 計 321003 的中 �� 11584（6番人気）�� 9430（10番人気）�� 7558（15番人気）
3連複票数 計 734518 的中 ��� 10840（16番人気）
3連単票数 計 957302 的中 ��� 2779（77番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．2―46．1―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアンセム �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．27 東京12着

2013．4．10生 牡2芦 母 ヴォラドーレス 母母 ア ズ ワ ー 3戦1勝 賞金 5，750，000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。
（非抽選馬） 1頭 カシノネイマール号
※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。

3301612月6日 晴 良 （27中山5）第2日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時15分 （芝・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
1：46．4
1：45．9

良
良

612 フロンテアクイーン 牝2鹿 54 蛯名 正義長妻 和男氏 国枝 栄 浦河 林 孝輝 452－ 21：49．1 7．6�
713 グリントオブライト 牝2栗 54 T．ベリー �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 420± 01：49．31� 3．5�

（豪）

48 ルーレットクイーン 牝2栗 54
51 ▲井上 敏樹黒川 哲美氏 武井 亮 浦河 昭和牧場 428－ 4 〃 クビ 5．7�

816 ジ ェ ラ シ ー 牝2栗 54 横山 典弘近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：49．4クビ 3．1�
12 ミライヘノサイン 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 シンユウフアーム 446－ 21：49．82� 33．5�
23 プロイエット 牝2栗 54 松岡 正海	橋口 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 458＋ 81：50．01 11．1

36 スワンナプーム 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 青森 石田 英機 462＋ 41：50．1� 14．0�
510 ジェネスローズ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太山口 真吾氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 412－ 41：50．2� 46．5�
611 ラッキーペニー 牝2鹿 54 柴田 善臣平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 508＋ 61：50．3� 22．2
35 バークレアヴィガ 牝2鹿 54 吉田 豊鈴木 義孝氏 土田 稔 日高 賀張三浦牧場 414－ 21：50．62 521．6�
11 カリスマフォンテン 牝2鹿 54 田辺 裕信吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 472± 01：50．7� 30．5�
59 スモモチャン 牝2栗 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 ハナ 96．0�
47 タカラピクシイ 牝2鹿 54 武士沢友治村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 462＋221：51．76 581．0�
714 ヨ ア ソ ビ 牝2黒鹿54 丸山 元気内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 462± 01：52．12� 158．5�
24 ラッキーゲッツ 牝2栗 54 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 416＋ 61：52．2クビ 147．7�
815 レアファインド 牝2鹿 54 三浦 皇成	G1レーシング 田村 康仁 千歳 社台ファーム 458－ 81：52．62� 36．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，037，100円 複勝： 43，377，900円 枠連： 16，637，500円
馬連： 63，241，800円 馬単： 33，356，800円 ワイド： 34，381，400円
3連複： 75，687，100円 3連単： 102，606，800円 計： 397，326，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 200円 � 160円 � 220円 枠 連（6－7） 940円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 510円 �� 870円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 17，830円

票 数

単勝票数 計 280371 的中 � 29183（4番人気）
複勝票数 計 433779 的中 � 55970（3番人気）� 78482（2番人気）� 45205（4番人気）
枠連票数 計 166375 的中 （6－7） 13653（3番人気）
馬連票数 計 632418 的中 �� 39342（3番人気）
馬単票数 計 333568 的中 �� 8025（10番人気）
ワイド票数 計 343814 的中 �� 17553（4番人気）�� 9700（8番人気）�� 15998（5番人気）
3連複票数 計 756871 的中 ��� 18874（6番人気）
3連単票数 計1026068 的中 ��� 4172（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．0―49．0―1：01．0―1：12．8―1：24．7―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．3
1
3
8，11（2，15）（6，12）14（3，5）9（13，16）－10，1－7－4
8（2，11）（6，15）（12，14）（3，5，16）（10，9）13－1，7－4

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

勝馬の
紹 介

フロンテアクイーン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．23 新潟7着

2013．4．23生 牝2鹿 母 ブルーボックスボウ 母母 ブルーバタフライ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ジェネスローズ号の騎手北村宏司は，負傷のため戸崎圭太に変更。
※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。



3301712月6日 晴 良 （27中山5）第2日 第5競走 ��
��1，800�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
1：52．7
1：50．9

良
不良

68 グラスアクト 牡2鹿 55 吉田 豊半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 452 ―1：57．7 29．6�
56 ラテールプロミーズ 牡2青鹿55 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 518 ―1：58．23 13．0�
33 クインズコイヌール 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 浦河 谷口牧場 458 ―1：58．62� 11．3�
22 コアコンピタンス 牡2鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 508 ―1：59．34 4．8�
710 ショウナンマハロ 牝2鹿 54 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 500 ―1：59．93� 4．0	
44 マキノジェット 牡2鹿 55 丸山 元気島宮 萬喜氏 土田 稔 様似 清水スタッド 518 ―2：00．53� 45．0

813 ライトフォーミー 牡2鹿 55 柴田 大知�ターフ・スポート松下 武士 新ひだか 大典牧場 486 ―2：00．6� 33．5�
711 ヒ ナ タ 牝2栗 54 武士沢友治井山 登氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 468 ―2：01．45 64．7�
57 サーストンネバダ 牡2栗 55 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか 高橋フアーム 472 ―2：01．5� 6．6
11 ユニバーサルソング 牡2鹿 55 伊藤 工真窪田 康志氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 528 ―2：01．71 5．7�
45 セレノグラフィー 牡2黒鹿55 柴山 雄一村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 502 ―2：02．12� 8．8�
69 ギンザノサムライ 牡2栗 55 戸崎 圭太大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ 466 ―2：02．41� 13．0�
812 リスキービューティ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人山上 和良氏 和田 正道 新ひだか 松田 一夫 468 ―2：04．010 57．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，981，000円 複勝： 31，665，300円 枠連： 16，176，900円
馬連： 56，476，700円 馬単： 31，279，400円 ワイド： 28，755，600円
3連複： 73，510，200円 3連単： 92，218，600円 計： 355，063，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，960円 複 勝 � 680円 � 470円 � 360円 枠 連（5－6） 1，910円

馬 連 �� 19，140円 馬 単 �� 43，760円

ワ イ ド �� 5，180円 �� 4，040円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 69，520円 3 連 単 ��� 502，690円

票 数

単勝票数 計 249810 的中 � 6729（9番人気）
複勝票数 計 316653 的中 � 11480（9番人気）� 17928（7番人気）� 24810（6番人気）
枠連票数 計 161769 的中 （5－6） 6543（10番人気）
馬連票数 計 564767 的中 �� 2286（55番人気）
馬単票数 計 312794 的中 �� 536（115番人気）
ワイド票数 計 287556 的中 �� 1422（53番人気）�� 1829（41番人気）�� 3194（28番人気）
3連複票数 計 735102 的中 ��� 793（170番人気）
3連単票数 計 922186 的中 ��� 133（1073番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―13．4―13．5―13．2―13．2―13．0―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．4―38．8―52．3―1：05．5―1：18．7―1：31．7―1：44．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．0
1
3
・（3，8）6（2，5，10）（4，7，12）－13－11－（1，9）・（3，8）6，10，2，5，4－（13，11）12（7，1）＝9

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

勝馬の
紹 介

グラスアクト �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Miswaki 初出走

2013．3．11生 牡2鹿 母 ムーンライトパワー 母母 Mime 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 セレノグラフィー号の騎手北村宏司は，負傷のため柴山雄一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リスキービューティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月6日まで平地

競走に出走できない。

3301812月6日 晴 良 （27中山5）第2日 第6競走 ��2，000�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
1：59．9
1：59．8

良
良

69 サーブルオール 牡2鹿 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484 ―2：05．0 3．6�
68 ギャラントグリフ 牡2黒鹿55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 牧 光二 日高 鹿戸 正幸 502 ― 〃 クビ 7．4�
56 パルクフェルメ 牡2栗 55 田辺 裕信保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 466 ―2：05．31� 12．9�
711 ラ グ ル ー ラ 牡2鹿 55 T．ベリー �G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460 ―2：05．61� 4．0�
（豪）

44 スギノグローアップ 牡2鹿 55
53 △石川裕紀人杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 480 ― 〃 ハナ 47．1	

33 ビルトアゲン 牡2黒鹿55 吉田 豊浅川 皓司氏 高木 登 浦河 帰山 清貴 474 ― 〃 クビ 55．4

22 ベリーフェイマス 牡2黒鹿55 松岡 正海青山 洋一氏 村山 明 日高 下河辺牧場 458 ―2：05．7クビ 15．8�
45 ソーアメージング 牡2鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 504 ―2：05．8� 4．8�
710 マイネルサングリア 牡2青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 480 ―2：05．9� 9．6
57 デルマキンシロウ 牡2鹿 55 横山 和生浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 530 ―2：06．43 76．8�
812 バンダムザマジック 牡2栗 55 田中 勝春山科 統氏 黒岩 陽一 新ひだか 前田 宗将 504 ―2：07．46 37．4�
11 サ フ ァ リ 牡2鹿 55 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526 ―2：07．61� 50．7�
813 ナカヤマアーサー 牡2鹿 55 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 豊洋牧場 438 ―2：08．66 23．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，525，400円 複勝： 34，178，300円 枠連： 17，818，700円
馬連： 57，997，300円 馬単： 30，092，800円 ワイド： 29，076，800円
3連複： 67，098，000円 3連単： 92，719，200円 計： 356，506，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 180円 � 290円 枠 連（6－6） 1，390円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 530円 �� 950円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 17，800円

票 数

単勝票数 計 275254 的中 � 60623（1番人気）
複勝票数 計 341783 的中 � 65612（1番人気）� 50592（3番人気）� 24701（6番人気）
枠連票数 計 178187 的中 （6－6） 9923（4番人気）
馬連票数 計 579973 的中 �� 32905（4番人気）
馬単票数 計 300928 的中 �� 10830（5番人気）
ワイド票数 計 290768 的中 �� 14761（4番人気）�� 7709（12番人気）�� 5000（18番人気）
3連複票数 計 670980 的中 ��� 9799（16番人気）
3連単票数 計 927192 的中 ��� 3775（47番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―12．7―13．3―13．2―12．9―12．7―12．1―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．7―37．4―50．7―1：03．9―1：16．8―1：29．5―1：41．6―1：53．0

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

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

勝馬の
紹 介

サーブルオール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2013．3．14生 牡2鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 バンダムザマジック号の騎手北村宏司は，負傷のため田中勝春に変更。
〔発走状況〕 ナカヤマアーサー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナカヤマアーサー号は，平成27年12月7日から平成27年12月27日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※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6日 晴 良 （27中山5）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

69 スリラーインマニラ 牡2鹿 55
53 △石川裕紀人古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 442＋ 81：11．6 2．7�

711 ビービーサレンダー 牡2鹿 55 伊藤 工真�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 470＋ 4 〃 クビ 11．4�
57 � ユアザスター 牡2鹿 55 戸崎 圭太西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 490± 01：12．77 20．4�
610 シゲルサケガシラ 牡2鹿 55 田辺 裕信森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 パカパカ

ファーム 446－ 41：12．91 6．8�
58 リネンソング 牡2黒鹿55 柴田 大知戸山 光男氏 和田 雄二 新ひだか 嶋田牧場 464－ 4 〃 ハナ 101．5�
46 アーバンスター 牡2鹿 55 柴田 善臣保坂 和孝氏 池上 昌弘 平取 中川 隆 486＋141：13．0� 13．4	
813 マカーオーン 牡2鹿 55 勝浦 正樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 	川 啓一 474＋ 21：13．1� 29．9

11 タイセイラルーナ 牝2栗 54 蛯名 正義田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 480± 01：13．31
 3．0�
22 デルマオカル 牝2栗 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 462＋ 41：13．4� 85．8�
33 ハタノインサイト 牝2鹿 54 田中 勝春 �グッドラック・ファーム 小島 太 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 476－ 61：13．5� 27．7
34 キャラメルサレ 牝2栗 54 西村 太一�ミルファーム 根本 康広 浦河 バンブー牧場 468＋121：13．82 233．2�
45 � バーバリライオン 牡2鹿 55 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 468－ 81：13．9� 224．7�
712 レディエントブルー 牝2栗 54 丸田 恭介 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 458± 01：14．32� 15．1�
814 スティルプリンス 牡2鹿 55 三浦 皇成山上 和良氏 和田 正道 浦河 カナイシスタッド 478＋121：15．25 23．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，674，900円 複勝： 34，522，800円 枠連： 21，483，100円
馬連： 81，244，600円 馬単： 41，004，700円 ワイド： 38，199，100円
3連複： 98，576，600円 3連単： 137，618，600円 計： 480，324，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 300円 � 490円 枠 連（6－7） 800円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，260円 �� 4，050円

3 連 複 ��� 12，920円 3 連 単 ��� 42，420円

票 数

単勝票数 計 276749 的中 � 79893（1番人気）
複勝票数 計 345228 的中 � 75257（2番人気）� 26942（4番人気）� 14557（8番人気）
枠連票数 計 214831 的中 （6－7） 20791（2番人気）
馬連票数 計 812446 的中 �� 33309（5番人気）
馬単票数 計 410047 的中 �� 10365（9番人気）
ワイド票数 計 381991 的中 �� 14492（6番人気）�� 7800（16番人気）�� 2323（41番人気）
3連複票数 計 985766 的中 ��� 5718（45番人気）
3連単票数 計1376186 的中 ��� 2352（133番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―12．2―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―45．9―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリラーインマニラ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 End Sweep デビュー 2015．6．6 東京9着

2013．3．9生 牡2鹿 母 ナイツエンド 母母 Messenger Miss 8戦2勝 賞金 16，250，000円
〔騎手変更〕 レディエントブルー号の騎手北村宏司は，負傷のため丸田恭介に変更。

3302012月6日 晴 良 （27中山5）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

59 タケルラグーン 牡3鹿 56 戸崎 圭太森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 480＋221：11．6 10．5�
24 カシノスティーヴ 牡4栗 57 柴山 雄一柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 514± 01：11．81� 5．0�
48 ウインヴォイジャー 牡4芦 57 柴田 大知�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 538＋101：11．9クビ 3．5�
11 ツウローゼズ 牝3黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 462± 0 〃 ハナ 76．4�
47 スズカオーショウ 牡4栗 57 丸山 元気永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 510－ 2 〃 ハナ 44．0�
23 イ ア ペ ト ス 牡3鹿 56 江田 照男	ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 482＋ 21：12．32� 11．5

713� ハ ル コ マ チ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B470－ 41：12．4� 33．1�
510 ドリームメモリー 牝3鹿 54 田辺 裕信田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 452－ 41：12．6� 87．1�
714 ジュエルアラモード 牝3栗 54 嘉藤 貴行西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 514＋14 〃 ハナ 9．8
612 ピックアンドポップ 牡3青鹿56 丹内 祐次大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 480＋121：12．81� 17．2�
36 サビーナクレスタ 	4鹿 57 T．ベリー �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 61：13．01 4．4�
（豪）

35 � ピュアライン 牝5鹿 55
52 ▲伴 啓太	谷岡牧場 中舘 英二 新ひだか 谷岡牧場 460＋ 41：13．1� 452．4�

12 � クアトロマエストロ 牡4栗 57
54 ▲井上 敏樹木村 直樹氏 和田 雄二 新ひだか 土田農場 512－12 〃 クビ 275．8�

816 マインドブロウ 牡3栗 56 田中 勝春林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 B498＋181：13．84 163．4�
815 ヴェアリアスサマー 牡4栗 57 三浦 皇成小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 518＋ 2 〃 ハナ 8．8�
611� バトルヴイナイン 牡5鹿 57 横山 和生宮川 秋信氏 尾形 和幸 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋151：13．9クビ 358．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，617，800円 複勝： 42，063，800円 枠連： 23，266，000円
馬連： 85，187，200円 馬単： 39，110，000円 ワイド： 42，185，100円
3連複： 101，284，800円 3連単： 131，014，400円 計： 492，729，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 300円 � 150円 � 170円 枠 連（2－5） 2，020円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 820円 �� 770円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 24，020円

票 数

単勝票数 計 286178 的中 � 21636（6番人気）
複勝票数 計 420638 的中 � 27843（7番人気）� 88663（1番人気）� 66113（2番人気）
枠連票数 計 232660 的中 （2－5） 8891（10番人気）
馬連票数 計 851872 的中 �� 24058（13番人気）
馬単票数 計 391100 的中 �� 5336（28番人気）
ワイド票数 計 421851 的中 �� 12669（11番人気）�� 13601（8番人気）�� 30897（2番人気）
3連複票数 計1012848 的中 ��� 29026（3番人気）
3連単票数 計1310144 的中 ��� 3953（72番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―11．9―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―45．6―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タケルラグーン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．8．2 新潟5着

2012．3．3生 牡3鹿 母 マルカサファイヤ 母母 マルカコマチ 11戦2勝 賞金 17，570，000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。
（非抽選馬） 1頭 サウスリュウセイ号
※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。



3302112月6日 晴 良 （27中山5）第2日 第9競走 ��
��1，800�

か す み が う ら

霞 ヶ 浦 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

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

510 リ ッ カ ル ド �4芦 57 蛯名 正義岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 61：53．5 1．8�
12 ポイントブランク 牡5栗 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 540－121：53．92	 23．6�
611 ブルーボサノヴァ 牝4栗 55 柴田 大知 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 494－ 21：54．0
 46．6�
816 シンボリハミルトン 牡4芦 57 横山 典弘シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 524± 0 〃 ハナ 7．0�
714 ピグマリオン �6鹿 57 T．ベリー �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 61：54．1クビ 8．7	

（豪）

35 ロックキャンディ 牝3黒鹿54 柴山 雄一�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 496＋ 21：54．2
 18．5

24 タガノクレイオス 牡3鹿 56 戸崎 圭太八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502－ 21：54．3クビ 7．8�
23 ツインキャンドル 牝4鹿 55 嶋田 純次�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B450－ 4 〃 クビ 50．2�
815 コクリュウノマイ �4青鹿57 丸田 恭介髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B494＋101：54．62 71．0
713 シャドウチェイサー 牡3黒鹿56 田中 勝春飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋ 41：54．7クビ 13．3�
59 ロジテースト 牡4鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 クビ 32．1�
11 タ イ ユ ー ル 牡3芦 56 柴田 善臣前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 506＋ 61：54．91� 26．4�
47 � ヤンキーソヴリン �5黒鹿57 木幡 初広岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 S. D.

Brilie, L. P. 510＋ 61：55．0クビ 101．7�
48 ロンギングエース 牡5鹿 57 吉田 豊坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B508＋ 4 〃 クビ 61．6�
36 イッツガナハプン 牡6栗 57 江田 照男サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 496＋ 61：55．31
 334．6�
612 エアルプロン 牡6鹿 57 三浦 皇成 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 500＋ 61：55．61
 93．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，331，900円 複勝： 79，619，700円 枠連： 33，148，100円
馬連： 137，416，200円 馬単： 71，949，600円 ワイド： 61，747，500円
3連複： 161，405，400円 3連単： 264，823，700円 計： 853，442，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 550円 � 700円 枠 連（1－5） 1，250円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，250円 �� 9，770円

3 連 複 ��� 20，650円 3 連 単 ��� 54，370円

票 数

単勝票数 計 433319 的中 � 183770（1番人気）
複勝票数 計 796197 的中 � 375509（1番人気）� 21339（8番人気）� 16367（10番人気）
枠連票数 計 331481 的中 （1－5） 20392（4番人気）
馬連票数 計1374162 的中 �� 46915（6番人気）
馬単票数 計 719496 的中 �� 17174（10番人気）
ワイド票数 計 617475 的中 �� 17638（7番人気）�� 12878（12番人気）�� 1560（70番人気）
3連複票数 計1614054 的中 ��� 5860（62番人気）
3連単票数 計2648237 的中 ��� 3531（155番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．1―12．7―12．2―11．9―12．3―12．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．1―50．8―1：03．0―1：14．9―1：27．2―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ッ カ ル ド �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 オペラハウス デビュー 2013．11．3 東京11着

2011．5．23生 �4芦 母 キョウエイハツラツ 母母 ケイシュウハーブ 17戦4勝 賞金 76，908，000円
〔騎手変更〕 シャドウチェイサー号の騎手北村宏司は，負傷のため田中勝春に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ツクバホシノオー号
※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。

3302212月6日 曇 良 （27中山5）第2日 第10競走 ��
��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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：30．7
1：30．7

良
良

23 ダイワリベラル 牡4黒鹿57 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 532＋201：33．8 6．5�
22 ペイシャフェリス 牝4鹿 55 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 458＋ 6 〃 ハナ 9．4�
47 マイネルメリエンダ 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 490＋ 2 〃 クビ 4．0�
34 マ リ オ ー ロ 牡3鹿 56 戸崎 圭太菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 486－ 41：34．01� 12．3�
58 チェリーヒロイン 牝6栗 55 田中 勝春伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 クビ 54．0�
611 クラウンレガーロ 牡5栗 57 江田 照男�クラウン 天間 昭一 新冠 大栄牧場 478＋ 21：34．1	 14．9	
35 オコレマルーナ 牡6青鹿57 T．ベリー 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 452＋ 21：34．2
 4．2

（豪）

814 カフェリュウジン 牡5鹿 57 丸山 元気西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 532＋ 61：34．3クビ 52．2�
11 カバーストーリー 牡4栗 57 三浦 皇成前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 480－ 8 〃 アタマ 16．0�
712 ウインフェニックス 牡4鹿 57 蛯名 正義�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 474－ 2 〃 ハナ 7．4
815 サトノキングリー 牡5鹿 57 吉田 豊里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478－ 41：34．62 37．3�
610 エターナルムーン 牝5鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 B484± 01：34．81 193．0�
59 セイクレットレーヴ 牡6鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 468－ 8 〃 アタマ 18．1�
713 オメガハートロック 牝4黒鹿55 田辺 裕信原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B472＋ 61：34．9クビ 44．5�
46 マーブルカテドラル 牝4鹿 55 石川裕紀人 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 ハナ 62．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，554，300円 複勝： 69，878，200円 枠連： 36，917，300円
馬連： 156，992，700円 馬単： 65，246，900円 ワイド： 68，339，200円
3連複： 195，964，700円 3連単： 263，943，100円 計： 902，836，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 250円 � 310円 � 160円 枠 連（2－2） 3，970円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 7，430円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 590円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 28，920円

票 数

単勝票数 計 455543 的中 � 55921（3番人気）
複勝票数 計 698782 的中 � 67042（4番人気）� 50614（5番人気）� 144295（1番人気）
枠連票数 計 369173 的中 （2－2） 7201（20番人気）
馬連票数 計1569927 的中 �� 31390（16番人気）
馬単票数 計 652469 的中 �� 6581（30番人気）
ワイド票数 計 683392 的中 �� 12741（13番人気）�� 30738（3番人気）�� 26059（4番人気）
3連複票数 計1959647 的中 ��� 32886（10番人気）
3連単票数 計2639431 的中 ��� 6616（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―35．7―47．5―59．2―1：10．8―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

ダイワリベラル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．10．6 東京7着

2011．5．26生 牡4黒鹿 母 オレンジジェラート 母母 スマイリングカット 19戦5勝 賞金 92，472，000円
〔騎手変更〕 サトノキングリー号の騎手北村宏司は，負傷のため吉田豊に変更。
※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。

１レース目



3302312月6日 曇 良 （27中山5）第2日 第11競走 ��
��1，200�アクアラインステークス

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，26．12．6以降27．11．29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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ニットウスバル 牡3鹿 54 戸崎 圭太�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 506＋ 21：10．8 4．5�
22 モ ン テ ネ オ 牡5黒鹿53 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 484＋ 6 〃 クビ 39．4�
713 キタサンミカヅキ 牡5鹿 55 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 528＋ 41：11．11� 4．7�
611 エンドレスノット 牝6鹿 52 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 アタマ 27．2�
610 イーグルカザン 牡7鹿 53 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 522＋ 41：11．2クビ 55．1	
712 パイメイメイ 牝4鹿 53 丸山 元気西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B488± 01：11．41 6．7

23 � ア ピ ア 牡4鹿 54 T．ベリー 宮崎 利男氏 藤沢 和雄 新冠 村上 欽哉 528－ 6 〃 ハナ 7．3�

（豪）

46 プレシャスルージュ 牡3黒鹿54 石川裕紀人 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 アタマ 4．6�
58 マックスガイ 牡6青鹿54 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム 478＋ 61：11．61 22．5
11 	 インディーズゲーム 牡7鹿 54 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 472－ 21：11．81
 53．5�
47 シャトルアップ �7栗 54 柴山 雄一広尾レース� 伊藤 正徳 様似 清水スタッド 512－ 21：12．01
 137．7�
35 	 ヴィクタシア 牝6黒鹿52 三浦 皇成前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B512－ 81：12．1� 11．8�
59 ヘアーオブザドッグ 牡6鹿 53 松岡 正海平賀 久枝氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 516＋12 〃 アタマ 130．8�
814 トーセンラーク 牝3栗 50 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 490＋ 4 〃 クビ 52．6�
34 	 シュトラール 牡5鹿 55 蛯名 正義前田 幸治氏 武藤 善則 米 Machmer

Hall 476± 01：12．95 17．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 55，030，800円 複勝： 73，889，900円 枠連： 60，740，200円
馬連： 242，315，700円 馬単： 108，443，800円 ワイド： 88，897，100円
3連複： 305，959，300円 3連単： 477，093，700円 計： 1，412，370，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 700円 � 160円 枠 連（2－8） 1，960円

馬 連 �� 10，730円 馬 単 �� 17，130円

ワ イ ド �� 3，010円 �� 410円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 12，170円 3 連 単 ��� 85，550円

票 数

単勝票数 計 550308 的中 � 97466（1番人気）
複勝票数 計 738899 的中 � 106856（2番人気）� 20141（10番人気）� 143221（1番人気）
枠連票数 計 607402 的中 （2－8） 23921（9番人気）
馬連票数 計2423157 的中 �� 17495（35番人気）
馬単票数 計1084438 的中 �� 4747（54番人気）
ワイド票数 計 888971 的中 �� 7133（36番人気）�� 62561（1番人気）�� 9507（26番人気）
3連複票数 計3059593 的中 ��� 18847（36番人気）
3連単票数 計4770937 的中 ��� 4043（259番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．6―12．3―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―34．0―46．3―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．8
3 3（7，13）1（4，5，14）8，11（12，15，10）6，2＝9 4 3，7（1，13）（4，14，15，10）（8，5）（12，11，2）6－9

勝馬の
紹 介

ニットウスバル �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2015．1．25 中山1着

2012．5．17生 牡3鹿 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン 8戦4勝 賞金 46，122，000円
〔騎手変更〕 アピア号の騎手北村宏司は，負傷のためT．ベリーに変更。
〔制裁〕 マックスガイ号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）
※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。

3302412月6日 曇 良 （27中山5）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 10，500，000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
2：29．5
2：29．5

良
良

69 サトノレオパード �6鹿 57 柴田 善臣里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514± 02：35．8 10．1�
57 ドラゴンズタイム 牡4鹿 57 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 B430＋ 4 〃 クビ 35．7�
813 タケルラムセス 牡3鹿 55 勝浦 正樹森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 466± 02：35．9	 25．2�
45 ディスキーダンス 牡4栗 57 戸崎 圭太 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 462＋ 8 〃 クビ 3．7�
711 ヴェラヴァルスター 牡3栗 55 柴山 雄一保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496± 02：36．0クビ 2．6�
44 フジマサエンペラー 牡6黒鹿57 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 502－ 2 〃 クビ 6．5	
11 エルヴィスバローズ 牡7鹿 57 田辺 裕信猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B508－ 22：36．1クビ 21．7

710 メジャーステップ 牡4栗 57 蛯名 正義 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 クビ 12．9�
22 ハ ツ ガ ツ オ 牝4鹿 55 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 508＋ 82：36．41
 50．5�
812 ウインインスパイア 牡4黒鹿57 柴田 大知ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 450＋ 62：36．61� 10．8�
56 テ ン カ イ チ 牡5鹿 57 大庭 和弥大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 462＋ 42：36．7クビ 103．7�
68 ケツァルコアトル 牡5青鹿57 西村 太一�ミルファーム 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 518－ 22：36．91� 253．6�
33 ポルトボナール 牡3黒鹿 55

53 △石川裕紀人後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 482＋ 22：37．75 27．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 61，963，000円 複勝： 77，705，100円 枠連： 45，823，200円
馬連： 170，772，700円 馬単： 77，133，200円 ワイド： 75，506，700円
3連複： 206，011，200円 3連単： 340，429，900円 計： 1，055，345，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 360円 � 840円 � 710円 枠 連（5－6） 10，150円

馬 連 �� 14，090円 馬 単 �� 23，340円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 2，810円 �� 5，750円

3 連 複 ��� 69，340円 3 連 単 ��� 368，370円

票 数

単勝票数 計 619630 的中 � 48983（4番人気）
複勝票数 計 777051 的中 � 62497（5番人気）� 23056（9番人気）� 27720（8番人気）
枠連票数 計 458232 的中 （5－6） 3498（22番人気）
馬連票数 計1707727 的中 �� 9391（40番人気）
馬単票数 計 771332 的中 �� 2478（71番人気）
ワイド票数 計 755067 的中 �� 5508（36番人気）�� 6977（30番人気）�� 3363（51番人気）
3連複票数 計2060112 的中 ��� 2228（142番人気）
3連単票数 計3404299 的中 ��� 670（760番人気）

ハロンタイム 7．1―12．2―13．1―13．0―11．8―12．5―12．6―12．8―12．6―12．4―12．2―11．7―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―19．3―32．4―45．4―57．2―1：09．7―1：22．3―1：35．1―1：47．7―2：00．1―2：12．3―2：24．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノレオパード �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．10．16 東京7着

2009．5．5生 �6鹿 母 バトルエンプレス 母母 レディータイクーン 25戦3勝 賞金 46，814，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※テンカイチ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

３レース目



（27中山5）第2日 12月6日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

210，760，000円
2，080，000円
14，050，000円
1，420，000円
18，890，000円
70，131，000円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
413，424，000円
639，162，600円
326，598，900円
1，224，171，800円
598，574，000円
563，244，200円
1，512，709，400円
2，217，074，400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 7，494，959，300円

総入場人員 26，319名 （有料入場人員 21，940名）
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