
3308512月27日 晴 良 （27中山5）第8日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時05分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

48 � 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 484＋ 61：13．3 1．1�

612� ブラウンキャビア 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 和子氏 大和田 成 愛 Tally－Ho
Stud 418＋ 61：13．51� 8．7�

510 カンタベリーマイン 牡2鹿 55 M．デムーロ峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 454＋ 41：13．6クビ 10．7�
815 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 440＋ 61：13．81� 83．5�
11 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 450＋ 2 〃 ハナ 55．9�
12 ア オ イ ソ ラ 牡2鹿 55 吉田 豊�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 470－ 81：13．9	 18．3	
59 ロージーサンセット 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也村島 昭男氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 478 ― 〃 クビ 125．0

816 ココロノキャンバス 牝2栗 54 二本柳 壮田頭 勇貴氏 中舘 英二 日高 いとう牧場 402－ 81：14．53	 271．9�
47 カワキタピリカ 牡2鹿 55 岩田 康誠川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 486± 01：14．6
 37．4�
35 ハヤブサミカリン 牝2芦 54 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム 466－ 6 〃 アタマ 24．4
23 トモジャボーン 牡2青鹿55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 北光牧場 B512＋101：15．55 128．3�
36 ヤッパリエンカデス 牝2栗 54

52 △伴 啓太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 444＋ 21：16．13	 315．6�
714 ジュンイワカ 牡2栗 55 武士沢友治河合 純二氏 田中 剛 新ひだか 前田 宗将 476－ 41：16．2	 229．9�
713 ディープコレット 牡2黒鹿 55

54 ☆石川裕紀人深見 敏男氏 水野 貴広 新冠 ハシモトフアーム 492＋ 21：16．3
 80．8�
611 ドラゴンザムライ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹窪田 康志氏 竹内 正洋 新ひだか 千代田牧場 442± 01：16．61
 271．5�
24 モリカイソウ 牝2黒鹿54 木幡 初広�森島商事 牧 光二 新ひだか 服部 健太郎 434± 01：17．13 333．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，207，800円 複勝： 184，395，500円 枠連： 23，134，100円
馬連： 100，372，100円 馬単： 68，347，000円 ワイド： 54，647，400円
3連複： 126，067，800円 3連単： 239，503，600円 計： 848，675，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 140円 � 140円 枠 連（4－6） 370円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 190円 �� 190円 �� 470円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 1，510円

票 数

単勝票数 計 522078 的中 � 352468（1番人気）
複勝票数 計1843955 的中 � 1511269（1番人気）� 71922（3番人気）� 74252（2番人気）
枠連票数 計 231341 的中 （4－6） 47403（1番人気）
馬連票数 計1003721 的中 �� 185168（2番人気）
馬単票数 計 683470 的中 �� 93651（2番人気）
ワイド票数 計 546474 的中 �� 81757（2番人気）�� 82453（1番人気）�� 23102（6番人気）
3連複票数 計1260678 的中 ��� 158376（1番人気）
3連単票数 計2395036 的中 ��� 114281（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．5―13．1―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．8―46．9―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F39．5
3 ・（3，8）（5，10）（2，12）14（7，15，16）（4，1，13）（9，11）－6 4 ・（3，8）（5，2，10，12）（7，15，14）（1，16，13）9（4，6）11

勝馬の
紹 介

�スキャットエディ �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2015．11．22 東京3着

2013．4．6生 牡2鹿 母 Hopeoverexperience 母母 Tom’s Cat 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔騎手変更〕 ブラウンキャビア号の騎手田辺裕信は，負傷のためC．ルメールに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニシノヒロイン号
（非抽選馬） 5頭 アキツシマ号・アポロノホウリン号・アンフレシェ号・ハミングウィズミー号・ブラックゼウス号

3308612月27日 晴 良 （27中山5）第8日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時35分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

610 マイティーゴールド 牡2栗 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 556 ―1：56．2 2．3�
58 インザバブル 牡2鹿 55 蛯名 正義�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490 ― 〃 クビ 13．3�
813 ディアクーシー 牡2鹿 55 岩田 康誠ディアレスト 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504 ―1：56．94 21．3�
45 プライズコレクター 牡2栗 55 吉田 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 470 ― 〃 アタマ 4．0�
33 ハヤブサプリプリ 牝2鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450 ―1：59．0大差 26．1	
69 ヤサカブレイブ 牡2芦 55 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 472 ―1：59．42� 107．2

711 キョウワクロニクル 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 464 ―2：00．25 62．5�
57 ラ マ レ 牡2栗 55 石橋 脩ライオンレースホース� 池上 昌弘 浦河 浦河日成牧場 478 ―2：00．83� 111．0�
34 ララパルーザ 牡2鹿 55

54 ☆石川裕紀人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 526 ―2：01．43� 6．4

814 ダーニングイーグル 牡2鹿 55 大庭 和弥石瀬 浩三氏 武井 亮 洞�湖 レイクヴィラファーム 542 ―2：02．35 6．4�
11 レオジャスティス 牡2黒鹿55 横山 和生�レオ 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 548 ― 〃 ハナ 183．7�
712 ホメテノバスコ 牡2栗 55 田中 勝春藤枝 眞澄氏 菊川 正達 日高 株式会社

RUMIファーム 502 ―2：02．72� 23．6�
46 カンテラガール 牝2鹿 54 柴山 雄一�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 434 ―2：03．01� 107．4�
22 ツヤヒメクイーン 牝2鹿 54 勝浦 正樹鈴木 照雄氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 496 ―2：04．9大差 73．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，851，800円 複勝： 47，252，500円 枠連： 20，967，700円
馬連： 92，080，700円 馬単： 50，164，200円 ワイド： 42，250，300円
3連複： 102，456，300円 3連単： 153，613，500円 計： 548，637，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 290円 � 380円 枠 連（5－6） 1，270円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 560円 �� 770円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 16，470円

票 数

単勝票数 計 398518 的中 � 136214（1番人気）
複勝票数 計 472525 的中 � 140581（1番人気）� 33648（5番人気）� 24273（6番人気）
枠連票数 計 209677 的中 （5－6） 12741（7番人気）
馬連票数 計 920807 的中 �� 53159（5番人気）
馬単票数 計 501642 的中 �� 19390（6番人気）
ワイド票数 計 422503 的中 �� 20368（6番人気）�� 14124（8番人気）�� 5006（23番人気）
3連複票数 計1024563 的中 ��� 14291（19番人気）
3連単票数 計1536135 的中 ��� 6760（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―37．7―50．8―1：03．7―1：16．9―1：30．2―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイティーゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2013．2．5生 牡2栗 母 マイティースルー 母母 スルーオール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダーニングイーグル号・レオジャスティス号・ホメテノバスコ号・カンテラガール号・

ツヤヒメクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月27日まで平地競走
に出走できない。

※レオジャスティス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 中山競馬 第８日



3308712月27日 晴 良 （27中山5）第8日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時05分 （芝・右）

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

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

11 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 448－ 22：02．3 5．8�
818 キャプテンロブロイ 牡2青鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512＋ 4 〃 クビ 1．5�
47 カ マ ク ラ 牝2黒鹿54 浜中 俊市川 義美氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：02．72� 10．9�
35 ヒメタチバナ 牝2黒鹿54 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 456＋ 42：02．91� 72．9�
23 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± 02：03．0クビ 33．7�
713 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 500＋ 4 〃 クビ 15．5

48 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 472＋ 62：03．21� 26．6�
715 ヒットリターンキー 牡2黒鹿55 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 62：03．3� 30．1�
816 コスモタウルス 牡2青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 416± 02：03．51 288．0
611 ドーノデルソーレ 牡2黒鹿 55

54 ☆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± 0 〃 ハナ 35．4�
12 ラ チ ェ ッ ト 牝2栗 54 丸山 元気 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 458± 02：03．6� 26．8�
714 ニシノリュウセイ 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 424＋122：04．13 465．7�
510 カ ゲ ム シ ャ 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 日高 下河辺牧場 452＋102：04．41� 140．1�
817 デ ル マ ネ ネ 牝2栗 54 津村 明秀浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B450＋10 〃 ハナ 343．5�
612 ステイインハート 牝2鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 2 〃 クビ 16．2�
24 ア コ ル デ 牝2黒鹿54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 402± 02：04．71� 365．7�
59 ジャズソング 牝2黒鹿 54

52 △伴 啓太�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 410－ 82：05．12� 327．6�

36 ダンデライオンマル 牡2鹿 55 嶋田 純次田頭 勇貴氏 谷原 義明 新冠 浜口牧場 B450＋ 22：07．4大差 517．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 47，919，000円 複勝： 189，088，500円 枠連： 30，397，900円
馬連： 116，055，700円 馬単： 69，202，100円 ワイド： 61，678，100円
3連複： 138，719，000円 3連単： 221，086，100円 計： 874，146，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 110円 � 180円 枠 連（1－8） 350円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 210円 �� 770円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 8，040円

票 数

単勝票数 計 479190 的中 � 65185（2番人気）
複勝票数 計1890885 的中 � 99162（2番人気）� 1451716（1番人気）� 69764（3番人気）
枠連票数 計 303979 的中 （1－8） 66743（1番人気）
馬連票数 計1160557 的中 �� 193168（1番人気）
馬単票数 計 692021 的中 �� 38864（5番人気）
ワイド票数 計 616781 的中 �� 86049（1番人気）�� 17078（10番人気）�� 55824（2番人気）
3連複票数 計1387190 的中 ��� 81995（1番人気）
3連単票数 計2210861 的中 ��� 19936（16番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．1―12．6―12．8―12．1―12．3―12．2―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．0―48．6―1：01．4―1：13．5―1：25．8―1：38．0―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．5
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

マヤノピナクル �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Alzao デビュー 2015．12．12 中山2着

2013．3．1生 牡2鹿 母 ベッラベリッシモ 母母 Bella Vitessa 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンデライオンマル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月27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） 4頭 ギンザマトリックス号・ゴールドハーツ号・ジェロディ号・ユニゾンデライト号
（非抽選馬） 1頭 ショウナンラピュタ号

3308812月27日 晴 良 （27中山5）第8日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

510 サトノキングダム 牡2鹿 55 戸崎 圭太里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 468 ―1：36．8 5．5�
714 イマジンザット 牡2鹿 55 C．ルメール 林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 438 ―1：37．01� 1．6�
816 アークアーセナル 牡2鹿 55 横山 典弘小阪 優友氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 468 ― 〃 ハナ 7．5�
12 ユキノアプローズ 牝2鹿 54 田中 勝春井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 428 ―1：37．42	 27．2�
713 カゼノシッポ 牝2栗 54 三浦 皇成�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 428 ―1：37．5	 28．6�
23 スターズレディ 牝2栗 54 吉田 豊 �社台レースホース栗田 徹 安平 追分ファーム 454 ―1：37．6クビ 42．4	
11 コスモシャンティ 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 506 ― 〃 アタマ 29．3

59 カルメンティス 牝2芦 54 大野 拓弥�ラ・メール 田村 康仁 新冠 タニグチ牧場 456 ―1：38．34 11．7�
815 フィールザオーロラ 牝2黒鹿54 西村 太一櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 442 ― 〃 クビ 265．8
24 プリンセスカグヤ 牝2鹿 54 村田 一誠手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 安藤牧場 454 ―1：38．62 78．2�
611 パワポケゴールド 牡2鹿 55 柴山 雄一柳原 達也氏 奥村 武 新ひだか 藤原牧場 426 ―1：38．7クビ 47．9�
612 オ ラ シ オ ン 牡2鹿 55 内田 博幸 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 日高 三城牧場 444 ― 〃 クビ 53．2�
35 セラグリーン 牝2鹿 54 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 新冠 競優牧場 456 ―1：39．01
 98．3�
36 キ マ リ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹臼井義太郎氏 畠山 吉宏 浦河 小倉牧場 448 ―1：39．21� 64．0�
48 ファストムーン 牝2栗 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 410 ―1：39．3	 186．3�
47 ルーセントアイズ 牝2黒鹿54 岩田 康誠吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 496 ―1：40．68 25．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，272，300円 複勝： 74，885，800円 枠連： 30，578，200円
馬連： 106，501，100円 馬単： 63，085，500円 ワイド： 55，031，000円
3連複： 120，942，900円 3連単： 186，823，100円 計： 688，119，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 140円 � 110円 � 180円 枠 連（5－7） 290円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 210円 �� 580円 �� 280円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 4，400円

票 数

単勝票数 計 502723 的中 � 72073（2番人気）
複勝票数 計 748858 的中 � 96244（2番人気）� 340192（1番人気）� 65369（3番人気）
枠連票数 計 305782 的中 （5－7） 79978（1番人気）
馬連票数 計1065011 的中 �� 193213（1番人気）
馬単票数 計 630855 的中 �� 44233（3番人気）
ワイド票数 計 550310 的中 �� 76088（1番人気）�� 20557（5番人気）�� 50125（2番人気）
3連複票数 計1209429 的中 ��� 100547（1番人気）
3連単票数 計1868231 的中 ��� 30756（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．3―48．3―1：01．0―1：13．4―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F35．8

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

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

サトノキングダム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango 初出走

2013．4．9生 牡2鹿 母 ダ リ シ ア 母母 Dynamis 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 オラシオン号の騎手田辺裕信は，負傷のため内田博幸に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アルカヌム号・ウインシガーロ号・キャサリンガール号・サバンナロード号・スリーパール号・チムニーロック号



3308912月27日 晴 良 （27中山5）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時25分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

816 ドラゴンビューティ 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 518± 01：54．8 18．1�
11 � ハナズウェポン 牡4栗 57

56 ☆石川裕紀人M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 B476＋ 4 〃 アタマ 25．5�
714 ピアシングステア 牡3栗 56 内田 博幸水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 490－ 4 〃 クビ 6．8�
48 トラキアンコード �3芦 56 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 21：55．22	 14．0�
611 マイネルボルソー 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 484± 01：55．41
 19．1�
35 テイエムコンドル 牡4鹿 57 松若 風馬竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 466＋281：55．5� 84．2	
815 アサクサスターズ 牡4栗 57 C．ルメール 田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488＋ 41：55．82 3．5

612 クロフネフリート 牡4鹿 57 M．デムーロ平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 526－ 21：56．01
 2．3�
59 ナスノアオバ 牡4鹿 57 大野 拓弥�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 532－ 61：56．31� 104．7
36 ヘイローフォンテン 牡5鹿 57 丸山 元気吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B538＋28 〃 ハナ 45．0�
47 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 492－ 21：56．61� 16．4�
12 ヴ ィ ス ビ ー 牝4黒鹿55 江田 照男大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 490＋14 〃 アタマ 23．7�
510� コスモカウピリ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 514＋221：56．7	 182．0�
713� ポッシブルドリーム 牡4黒鹿57 柴山 雄一窪田 康志氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 570＋ 61：57．33	 100．0�
23 � デモクラシー 牡4鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 476＋10 〃 アタマ 140．6�
24 メイプルレジェンド 牡4鹿 57 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 カミイスタット 508＋221：58．79 174．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，755，800円 複勝： 65，368，200円 枠連： 36，187，100円
馬連： 132，474，200円 馬単： 65，458，500円 ワイド： 68，953，600円
3連複： 169，390，400円 3連単： 236，712，000円 計： 823，299，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 470円 � 890円 � 310円 枠 連（1－8） 2，690円

馬 連 �� 38，130円 馬 単 �� 81，010円

ワ イ ド �� 6，770円 �� 1，940円 �� 4，370円

3 連 複 ��� 60，150円 3 連 単 ��� 712，100円

票 数

単勝票数 計 487558 的中 � 21441（6番人気）
複勝票数 計 653682 的中 � 36432（7番人気）� 17632（9番人気）� 61552（3番人気）
枠連票数 計 361871 的中 （1－8） 10420（9番人気）
馬連票数 計1324742 的中 �� 2866（54番人気）
馬単票数 計 654585 的中 �� 606（106番人気）
ワイド票数 計 689536 的中 �� 2598（43番人気）�� 9294（19番人気）�� 4052（35番人気）
3連複票数 計1693904 的中 ��� 2112（112番人気）
3連単票数 計2367120 的中 ��� 241（941番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．8―49．9―1：02．3―1：14．8―1：27．9―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F40．0
1
3
2，6（5，8）12（7，10）3，15（11，16）（4，9）14－1，13・（2，6）8（5，3，12，10）7（11，15，14）9，16（4，1）＝13

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンビューティ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2012．11．10 東京4着

2010．5．19生 牡5鹿 母 アンファテュエ 母母 バンビフアバー 25戦2勝 賞金 28，650，000円
［他本会外：6戦0勝］

〔騎手変更〕 ヘイローフォンテン号の騎手田辺裕信は，負傷のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 マイネルボルソー号の騎手柴田大知は，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10，000円。（被害馬：7番・

15番）
※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。
（非抽選馬） 4頭 ジェイケイニュース号・ノーブルクリスタル号・ファドーグ号・マックスユーキャン号

3309012月27日 晴 良 （27中山5）第8日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走12時55分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000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

47 キャプテンシップ 牡3鹿 56 戸崎 圭太玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 516＋ 81：11．8 2．0�
714 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 514＋ 4 〃 クビ 15．5�
815 シゲルハダカマツリ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B544＋ 41：11．9クビ 22．3�
36 マイネルエスパス 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 506＋ 41：12．0� 7．9�
35 ラミアカーサ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438＋ 41：12．1� 27．1�

816 タニセンジャッキー 牡6鹿 57 吉田 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 B482＋ 2 〃 クビ 20．0	
611 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 476＋101：12．2クビ 10．0�
59 	 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 486＋ 21：12．3� 8．6�
713 リッシンロケット 牡5芦 57

54 ▲木幡 初也小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 468－ 6 〃 クビ 60．6
612 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± 01：12．4クビ 91．4�
23 フランチャイズ 牡6栗 57 勝浦 正樹�明栄商事 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 518－ 2 〃 クビ 138．4�
11 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 B498－ 2 〃 ハナ 10．2�
12 レ デ ィ ー 牝5鹿 55 岩田 康誠土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 436－ 41：12．5クビ 32．1�
48 ハワイアンシュガー 牡7黒鹿57 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 458＋ 61：13．35 199．3�
510
 アンウォンド 牝5栗 55

53 △伴 啓太
大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones
& Marie D. Jones 490－ 61：13．51� 57．7�

24 ワタシダイナマイト 牝3栗 54 蛯名 正義小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 452－ 41：13．71 33．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，526，600円 複勝： 73，618，000円 枠連： 35，204，200円
馬連： 149，544，400円 馬単： 72，170，000円 ワイド： 73，678，600円
3連複： 179，022，700円 3連単： 248，653，100円 計： 882，417，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 340円 � 470円 枠 連（4－7） 1，250円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 580円 �� 890円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 7，440円 3 連 単 ��� 19，950円

票 数

単勝票数 計 505266 的中 � 201090（1番人気）
複勝票数 計 736180 的中 � 236893（1番人気）� 43738（6番人気）� 29075（9番人気）
枠連票数 計 352042 的中 （4－7） 21793（6番人気）
馬連票数 計1495444 的中 �� 93928（5番人気）
馬単票数 計 721700 的中 �� 32169（5番人気）
ワイド票数 計 736786 的中 �� 34072（5番人気）�� 21404（7番人気）�� 6921（31番人気）
3連複票数 計1790227 的中 ��� 18040（25番人気）
3連単票数 計2486531 的中 ��� 9036（47番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―12．3―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．8―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャプテンシップ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．9．6 新潟1着

2012．4．5生 牡3鹿 母 ゴッドエンジェル 母母 フジノキャラット 5戦3勝 賞金 30，609，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 シゲルハダカマツリ号の騎手田辺裕信は，負傷のため吉田隼人に変更。
〔発走状況〕 ハワイアンシュガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ハワイアンシュガー号は，発走調教再審査。
※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 シークレットアーム号・ソルプレーサ号・ディアゴッホ号



3309112月27日 曇 良 （27中山5）第8日 第7競走 ��
��2，500�グッドラックハンデキャップ

発走13時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．12．27以降27．12．20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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

35 プロレタリアト 牝4鹿 52 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 436＋ 22：35．7 28．0�
815 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 464＋ 22：35．91� 4．9�
47 ジューヴルエール 牡5黒鹿55 菱田 裕二 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 クビ 15．4�
713 レイズアスピリット 牡4青 57 丸山 元気 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：36．0クビ 6．8�
36 ドラゴンズタイム 牡4鹿 56 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 B438＋ 8 〃 クビ 11．7�
714 タケルラムセス 牡3鹿 54 勝浦 正樹森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 466± 02：36．1クビ 7．2	
23 ジャッカスバーク 牡4黒鹿56 H．ボウマン �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 42：36．2� 25．7

（豪）

24 ウイングチップ 牡3黒鹿55 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 502＋102：36．3� 4．2�
612 ゼットスマイル 牡3栗 53 津村 明秀�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 504＋ 4 〃 アタマ 31．8�
510 ゴールドメイン 牡5栗 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 B460＋102：36．51� 13．7
12 パリソワール 牡6栗 53 松若 風馬丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 444＋ 8 〃 クビ 143．6�
48 プレイヤーハウス 牡3鹿 53 浜中 俊嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 460＋102：37．13� 18．4�
611 ギブアンドテイク 牡4栗 54 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 506＋18 〃 アタマ 64．9�
11 	 セ セ リ 牡4栗 56 川田 将雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 508± 0 〃 クビ 9．0�
59 オリジナルスマイル 
5鹿 55 大野 拓弥 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 526＋122：37．2� 152．3�
816 マイネルシュライ 牡7青 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B504＋ 8 〃 ハナ 139．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，246，800円 複勝： 94，153，000円 枠連： 45，818，400円
馬連： 195，634，300円 馬単： 77，562，300円 ワイド： 91，150，600円
3連複： 241，172，000円 3連単： 292，273，800円 計： 1，099，011，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，800円 複 勝 � 610円 � 210円 � 400円 枠 連（3－8） 2，040円

馬 連 �� 8，950円 馬 単 �� 22，460円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 4，320円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 35，330円 3 連 単 ��� 314，380円

票 数

単勝票数 計 612468 的中 � 17439（11番人気）
複勝票数 計 941530 的中 � 35141（10番人気）� 141985（2番人気）� 57490（8番人気）
枠連票数 計 458184 的中 （3－8） 17393（10番人気）
馬連票数 計1956343 的中 �� 18023（36番人気）
馬単票数 計 775623 的中 �� 2590（87番人気）
ワイド票数 計 911506 的中 �� 9885（32番人気）�� 5368（52番人気）�� 14015（18番人気）
3連複票数 計2411720 的中 ��� 5119（128番人気）
3連単票数 計2922738 的中 ��� 674（948番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．8―12．5―13．2―13．6―13．0―13．3―12．0―12．0―11．9―11．8―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―18．5―30．3―42．8―56．0―1：09．6―1：22．6―1：35．9―1：47．9―1：59．9―2：11．8―2：23．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プロレタリアト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．2．18 東京8着

2011．3．1生 牝4鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 12戦3勝 賞金 33，685，000円
※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 イッツガナハプン号・ウインインスパイア号・ヴェラヴァルスター号・エニグマバリエート号・

エルヴィスバローズ号・フジマサエンペラー号
※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。

3309212月27日 曇 良 （27中山5）第8日 第8競走 ��
��1，800�2015フェアウェルステークス

発走14時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

59 キープインタッチ 牡5鹿 57 M．デムーロ村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 512＋ 41：53．2 4．7�
36 リ ッ カ ル ド �4芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 500± 0 〃 ハナ 3．4�
11 ハギノタイクーン 牡6鹿 57 川田 将雅日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 534－ 21：53．62	 13．7�
23 ク ロ ス ボ ウ 牡5黒鹿57 吉田 豊 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 516＋ 61：53．7	 8．1�
815 ニットウビクトリー 牡6鹿 57 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 494＋ 2 〃 クビ 8．9�
713 エ ル マ ン ボ 牡5青鹿57 A．アッゼニ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 536± 01：53．8	 6．0	

（英）

714 コアレスキング 牡5鹿 57 勝浦 正樹小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 556＋121：54．22	 84．0

48 リアライズブラザー 牡5鹿 57 内田 博幸工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 490＋ 61：54．83	 66．5�
35 バーディーイーグル 牡5鹿 57 蛯名 正義里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 502＋ 81：54．9	 48．1�
12 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 488＋ 21：55．0クビ 30．4
24 トウショウギフト 牡6鹿 57 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 554＋10 〃 クビ 140．7�
611 センチュリオン 牡3黒鹿56 C．ルメール 窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 41：55．2
 14．4�
510 ダノングッド 牡3栗 56 松若 風馬�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B494－ 21：55．3	 15．8�
816 セイカアヴァンサ 牡3鹿 56 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 456＋ 21：56．15 92．8�
47 アテンファースト 牡5栗 57 H．ボウマン 玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 476－ 4 〃 アタマ 56．2�

（豪）

612 ドラゴンフォルテ 牡6鹿 57 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 492＋ 8 （競走中止） 38．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 69，977，000円 複勝： 100，021，200円 枠連： 45，908，100円
馬連： 236，371，600円 馬単： 91，157，900円 ワイド： 98，231，100円
3連複： 270，608，500円 3連単： 356，561，200円 計： 1，268，836，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 140円 � 260円 枠 連（3－5） 680円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 360円 �� 880円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 11，190円

票 数

単勝票数 計 699770 的中 � 117776（2番人気）
複勝票数 計1000212 的中 � 146072（2番人気）� 229513（1番人気）� 79174（5番人気）
枠連票数 計 459081 的中 （3－5） 52098（1番人気）
馬連票数 計2363716 的中 �� 213327（1番人気）
馬単票数 計 911579 的中 �� 37807（2番人気）
ワイド票数 計 982311 的中 �� 75407（1番人気）�� 27074（9番人気）�� 34847（6番人気）
3連複票数 計2706085 的中 ��� 75132（3番人気）
3連単票数 計3565612 的中 ��� 23092（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．4―48．8―1：00．9―1：13．3―1：26．2―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キープインタッチ �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．23 中山9着

2010．5．3生 牡5鹿 母 フェミニンタッチ 母母 ダイナタツチ 20戦5勝 賞金 100，756，000円
〔騎手変更〕 リアライズブラザー号の騎手田辺裕信は，負傷のため内田博幸に変更。
〔競走中止〕 ドラゴンフォルテ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。

１レース目



3309312月27日 曇 良 （27中山5）第8日 第9競走 ��
��2，000�第32回ホープフルステークス（ＧⅡ）

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

賞 品
本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

56 ハ ー ト レ ー 牡2鹿 55 H．ボウマン �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484± 02：01．8 7．4�
（豪）

69 ロードクエスト 牡2鹿 55 M．デムーロ �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 452＋ 42：02．01� 1．9�
68 バティスティーニ 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：02．31� 3．4�
813 ブラックスピネル 牡2黒鹿55 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500－ 42：02．4	 13．9�
11 アドマイヤエイカン 牡2鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 492－102：02．5	 10．5	
22 プランスシャルマン 牡2栗 55 戸崎 圭太村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464＋ 42：02．71 11．5

711 ブレイブスマッシュ 牡2鹿 55 横山 典弘島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 4 〃 クビ 29．7�
710 プレイヤーサムソン 牡2鹿 55 A．アッゼニ 嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 468＋10 〃 クビ 65．1

（英）

44 オンザロックス 牡2鹿 55 川田 将雅稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント
ファーム 470± 02：03．33	 221．6�

812 クラウンスカイ 牡2青鹿55 吉田 隼人�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 440－ 22：03．93	 294．3�
45 ラ ブ レ オ 牡2鹿 55 三浦 皇成 M・

Kenichiホールディング� 新開 幸一 新ひだか 山際牧場 512＋282：04．11� 89．0�
33 ネコダンサー 牡2黒鹿55 石橋 脩桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 482＋ 62：05．05 165．4�

（12頭）
57 ディーマジェスティ 牡2鹿 55 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 206，886，200円 複勝： 209，154，800円 枠連： 82，748，500円
馬連： 499，060，700円 馬単： 251，025，000円 ワイド： 184，400，800円
3連複： 537，873，700円 3連単： 1，124，715，600円 計： 3，095，865，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 180円 � 110円 � 120円 枠 連（5－6） 630円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 400円 �� 450円 �� 170円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 7，790円

票 数

単勝票数 差引計2068862（返還計 6639） 的中 � 220679（3番人気）
複勝票数 差引計2091548（返還計 6510） 的中 � 175949（5番人気）� 781087（1番人気）� 425857（2番人気）
枠連票数 差引計 827485（返還計 914） 的中 （5－6） 101722（2番人気）
馬連票数 差引計4990607（返還計 54309） 的中 �� 334049（2番人気）
馬単票数 差引計2510250（返還計 26457） 的中 �� 66038（12番人気）
ワイド票数 差引計1844008（返還計 22052） 的中 �� 103413（6番人気）�� 88166（8番人気）�� 355668（1番人気）
3連複票数 差引計5378737（返還計122077） 的中 ��� 478672（1番人気）
3連単票数 差引計11247156（返還計230760） 的中 ��� 104542（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．6―49．3―1：02．1―1：14．3―1：26．5―1：38．6―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ ー ト レ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Congrats デビュー 2015．11．14 東京1着

2013．4．11生 牡2鹿 母 ウィキッドリーパーフェクト 母母 Wickedly Wise 2戦2勝 賞金 72，476，000円
〔出走取消〕 ディーマジェスティ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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。

3309412月27日 曇 良 （27中山5）第8日 第10競走 ��
��2，500�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走15時25分 （第60回グランプリ） （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬；負担重量は，3歳55�4
歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 250，000，000円 100，000，000円 63，000，000円 38，000，000円 25，000，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：29．5
2：29．5
2：29．5

良
良
良

47 ゴールドアクター 牡4青鹿57 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 494＋ 42：33．0 17．0�
59 サウンズオブアース 牡4黒鹿57 M．デムーロ吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 クビ 9．9�
611 キタサンブラック 牡3鹿 55 横山 典弘�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 526－ 42：33．1� 8．4�
816 マリアライト 牝4黒鹿55 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 434＋ 4 〃 アタマ 41．5�
24 ラブリーデイ 牡5黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：33．2	 4．5	
510 トーセンレーヴ 牡7鹿 57 H．ボウマン 島川 
哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：33．3クビ 86．7�

（豪）

35 アドマイヤデウス 牡4栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484＋ 4 〃 ハナ 34．4�
815 ゴールドシップ 牡6芦 57 内田 博幸合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 508－ 2 〃 クビ 4．1
48 ワンアンドオンリー 牡4黒鹿57 浜中 俊前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498± 02：33．51 30．4�
713 ルージュバック 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 クビ 10．7�
36 ア ル バ ー ト 牡4栗 57 A．アッゼニ 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 466± 02：33．6クビ 16．1�

（英）

23 ラストインパクト 牡5青鹿57 菱田 裕二 �シルクレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496＋ 2 〃 クビ 20．6�

12 ヒットザターゲット 牡7栗 57 小牧 太前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 516＋ 22：33．7	 55．4�
714 ダービーフィズ 牡5栗 57 大野 拓弥 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 462－ 62：33．91
 138．8�
11 オーシャンブルー 牡7鹿 57 石川裕紀人青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446＋ 22：35．49 122．8�
612 リ ア フ ァ ル 牡3鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506± 02：35．5クビ 5．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 2，378，359，500円 複勝： 1，562，672，300円 枠連： 1，862，096，900円 馬連： 7，055，226，400円 馬単： 2，640，891，300円
ワイド： 1，980，188，900円 3連複： 8，768，085，600円 3連単：15，370，228，900円 5重勝： 977，729，200円 計： 42，595，479，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 410円 � 290円 � 340円 枠 連（4－5） 5，010円

馬 連 �� 6，840円 馬 単 �� 13，780円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 2，300円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 20，360円 3 連 単 ��� 125，870円

5 重 勝
対象競走：中山8R／阪神9R／中山9R／阪神10R／中山10R

キャリーオーバー なし����� 3，527，880円

票 数

単勝票数 計23783595 的中 � 1114668（8番人気）
複勝票数 計15626723 的中 � 943192（7番人気）� 1503118（4番人気）� 1212415（5番人気）
枠連票数 計18620969 的中 （4－5） 287723（20番人気）
馬連票数 計70552264 的中 �� 849315（27番人気）
馬単票数 計26408913 的中 �� 143658（55番人気）
ワイド票数 計19801889 的中 �� 290824（22番人気）�� 220021（31番人気）�� 298490（21番人気）
3連複票数 計87680856 的中 ��� 322944（70番人気）
3連単票数 計153702289 的中 ��� 88531（450番人気）
5重勝票数 差引計9777292（返還計 45749） 的中 ����� 194

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．7―30．9―43．4―56．1―1：08．9―1：21．5―1：34．1―1：46．1―1：58．0―2：09．5―2：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．9―3F35．0
1
�

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

2
�

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

ゴールドアクター �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キョウワアリシバ デビュー 2013．11．24 東京7着

2011．5．18生 牡4青鹿 母 ヘイロンシン 母母 ハッピーヒエン 13戦7勝 賞金 419，914，000円
〔騎手変更〕 ダービーフィズ号の騎手田辺裕信は，負傷のため大野拓弥に変更。
※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 サトノノブレス号・ペルーサ号・マイネルフロスト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３レース目 ５レース目



3309512月27日 曇 良 （27中山5）第8日 第11競走 ��
��1，200�ハッピーエンドカップ

発走16時05分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

612 アドマイヤゴッド 牡3鹿 56 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492－ 41：09．0 5．4�
611 アルティマブラッド 牝3青鹿54 C．ルメール �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466－12 〃 クビ 2．8�
36 タケデンタイガー 牡3栗 56 岩田 康誠武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 478＋ 61：09．21� 6．2�
48 	 アスペンサミット 牝5鹿 55 石川裕紀人吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 484－ 41：09．3クビ 6．6�
816 クリノスイートピー 牝3黒鹿54 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 440－ 6 〃 クビ 33．9�
510 ヤマニンマルキーザ 牡4栗 57 柴田 大知土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 464＋ 41：09．4クビ 12．2	
713 スマートエビデンス 牡4鹿 57 三浦 皇成大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 530＋ 6 〃 クビ 11．4

815 アースプレイ 牝4青鹿55 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442－ 41：09．61
 16．2�
11 ダイワベスパー 牝6黒鹿55 村田 一誠大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 ハナ 54．5�
59 タカラジェニファ 牝4鹿 55 大野 拓弥村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 476－ 2 〃 アタマ 25．5
12 スーパーアース 牝5黒鹿55 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 470－ 41：09．7� 65．9�
47 スプリングサヴァン 牝4鹿 55 伊藤 工真加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 440－ 21：09．91 40．1�
35 ビットスターダム 牡7芦 57 菱田 裕二馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 464± 01：10．32� 119．5�
714 ラインロバート 牡6青鹿57 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 ハナ 137．5�
23 スリーアルテミス 牝7鹿 55 丸山 元気永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 476－ 81：11．15 95．1�
24 ジーニマジック 牝5鹿 55 柴山 雄一田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 B474－ 61：11．42 51．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 136，549，500円 複勝： 147，229，300円 枠連： 118，599，800円
馬連： 439，920，600円 馬単： 182，119，500円 ワイド： 167，721，300円
3連複： 505，025，100円 3連単： 852，076，100円 計： 2，549，241，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 130円 � 180円 枠 連（6－6） 810円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 300円 �� 720円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 8，750円

票 数

単勝票数 計1365495 的中 � 201549（2番人気）
複勝票数 計1472293 的中 � 176730（4番人気）� 361292（1番人気）� 187280（3番人気）
枠連票数 計1185998 的中 （6－6） 113039（3番人気）
馬連票数 計4399206 的中 �� 490597（1番人気）
馬単票数 計1821195 的中 �� 79524（3番人気）
ワイド票数 計1677213 的中 �� 152298（1番人気）�� 54361（7番人気）�� 105600（3番人気）
3連複票数 計5050251 的中 ��� 217060（1番人気）
3連単票数 計8520761 的中 ��� 70577（7番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．1―11．5―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．8―45．3―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．2
3 13，16，10（3，4，11）（6，14）9（1，8，15）（5，7，12）2 4 ・（13，16）10（4，11）（3，6，14）（1，9）（8，15，12）（5，7）2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤゴッド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Danzig デビュー 2014．7．27 札幌5着

2012．4．22生 牡3鹿 母 クレヴァリー 母母 Educated Risk 14戦3勝 賞金 35，688，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時10分に変更。
〔騎手変更〕 ヤマニンマルキーザ号の騎手田辺裕信は，負傷のため柴田大知に変更。
※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。
（非抽選馬） 1頭 コスモドーム号



（27中山5）第8日 12月27日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 11回 出走頭数 172頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

771，220，000円
2，080，000円
7，540，000円
7，120，000円
71，950，000円
60，000，000円
68，685，000円
5，268，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
3，142，552，300円
2，747，839，100円
2，331，640，900円
9，123，241，800円
3，631，183，300円
2，877，931，700円
11，159，364，000円
19，282，247，000円
977，729，200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
5 重 勝
計 55，273，729，300円

総入場人員 127，281名 （有料入場人員 114，092名）



平成27年度 第5回中山競馬 総計

競走回数 95回 出走延頭数 1，463頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，521，070，000円
14，560，000円
102，140，000円
19，990，000円
230，710，000円
64，000，000円
581，266，500円
42，151，800円
14，044，800円

勝馬投票券売得金
6，280，556，600円
7，737，532，900円
4，634，366，200円
18，160，530，200円
8，072，047，900円
7，086，564，500円
22，464，650，300円
35，978，696，600円
977，729，200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
5 重 勝
計 111，392，674，400円

総入場延人員 319，968名 （有料入場延人員 253，701名）
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