
3304312月13日 小雨 重 （27中山5）第4日 第7競走 ��
��1，200�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 925，000
925，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 コンドルヒデオ 牡3鹿 56
54 △石川裕紀人 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 498－ 21：10．9 3．1�

48 ナムラヒラリー 牝4青鹿55 嘉藤 貴行奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 436－ 81：11．22 48．1�
35 � シルバージェニー 牝3芦 54 石橋 脩林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Lake Shore

Farm, LLC 534＋ 2 〃 アタマ 6．2�
12 �	 ディプロムソング 牡4芦 57 内田 博幸林 正道氏 的場 均 米 Southern Equine

Stables, LLC 498＋10 〃 ハナ 3．9�
23 ダイメイリシャール 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 504＋ 4 〃 同着 8．1�
47 � ブルーミーフラワー 牡4鹿 57 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 488＋ 8 〃 アタマ 6．7	
24 サウスリュウセイ 牡3鹿 56 伊藤 工真南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 B472＋121：11．41 19．5

11 デルマオソマツ 牡4黒鹿57 武士沢友治浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 474＋ 8 〃 ハナ 24．9�
59 �	 マコーミック 牝3栗 53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 豪 Fitzwood

Pty Ltd 454－161：11．71
 36．3
510 ロマンシーズ 牡4鹿 57 柴田 善臣菅 實氏 松永 康利 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 508－ 61：11．8� 155．4�
713 コパノハリスン 牡3栗 56 左海 誠二小林 祥晃氏 奥平 雅士 新ひだか 西村 和夫 484± 0 〃 ハナ 47．1�

（船橋）

714 バ ー ニ ー ズ 牡5栗 57 津村 明秀村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 492＋ 41：11．9� 61．1�
36 ヒカリピオニー 牡3栗 56 田中 勝春�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 前川 義則 506＋121：12．22 122．4�
611 レッドダニエル �4栗 57 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 476＋ 61：12．3クビ 24．8�
816 セ イ ク ラ ベ 牝5青鹿55 国分 恭介江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 472－ 61：12．51� 204．8�
612� ソリッドアクシス �3栗 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 米 Lantern Hill
Farm LLC 436－101：12．6� 99．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，687，600円 複勝： 34，815，100円 枠連： 19，568，400円
馬連： 75，305，000円 馬単： 35，054，000円 ワイド： 34，983，000円
3連複： 90，999，500円 3連単： 121，075，700円 計： 435，488，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 830円 � 270円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 530円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 9，510円 3 連 単 ��� 62，780円

票 数

単勝票数 計 236876 的中 � 60408（1番人気）
複勝票数 計 348151 的中 � 79180（1番人気）� 8033（10番人気）� 32087（5番人気）
枠連票数 計 195684 的中 （4－8） 18093（2番人気）
馬連票数 計 753050 的中 �� 11826（16番人気）
馬単票数 計 350540 的中 �� 3279（28番人気）
ワイド票数 計 349830 的中 �� 5212（20番人気）�� 18142（4番人気）�� 2343（36番人気）
3連複票数 計 909995 的中 ��� 7176（30番人気）
3連単票数 計1210757 的中 ��� 1398（192番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．4―12．0―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．6―45．6―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンドルヒデオ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2014．11．8 東京13着

2012．4．25生 牡3鹿 母 ディアコトミ 母母 セカンドチャンス 12戦2勝 賞金 22，770，000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 サンアルパイン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3304412月13日 小雨 重 （27中山5）第4日 第8競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時35分 （ダート・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
2：28．8
2：28．6

重
不良

813 セイカアヴァンサ 牡3鹿 55 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 454± 02：32．9 9．1�
44 リアルエンブレム 牡5鹿 57

54 ▲井上 敏樹 �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 526＋ 42：33．21� 22．0�

711 ヘルツフロイント 牡4黒鹿57 田中 勝春 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 488－ 42：33．51� 7．2�
22 メイショウキトラ 牡4栗 57 岡田 祥嗣松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 484－ 2 〃 クビ 64．1�
45 ロードシャリオ 牡3鹿 55 吉田 豊 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 480＋102：33．71	 12．1	
69 シ ッ プ ウ 
4黒鹿57 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 486－ 42：33．8クビ 4．4

812 レッドエンブレム 牡5黒鹿57 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 500＋ 22：34．97 27．1�
33 タ プ ロ ー ム 牝5鹿 55 西村 太一清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 512－ 22：36．07 75．1�
56 ランブリングマン 牡5鹿 57 武士沢友治スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 542＋202：36．85 20．6
57 � デ ブ リ ン 牡3栗 55 津村 明秀一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 508± 02：37．12 4．8�
68 ヴィルトグラーフ 
5鹿 57 江田 照男 �シルクレーシング 牧 光二 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B540± 02：38．27 70．2�
710 カネコメオスター 牡4栗 57 木幡 初広髙岡 義雄氏 矢野 英一 新ひだか 藤沢牧場 502＋ 42：41．1大差 182．5�
11 マトリョーシカ 牝4黒鹿 55

53 △石川裕紀人 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム B490－102：43．7大差 3．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，365，800円 複勝： 30，764，900円 枠連： 17，473，900円
馬連： 72，676，800円 馬単： 34，363，300円 ワイド： 30，477，500円
3連複： 80，520，300円 3連単： 115，460，700円 計： 405，103，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 300円 � 540円 � 250円 枠 連（4－8） 2，240円

馬 連 �� 6，270円 馬 単 �� 8，640円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 1，110円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 13，290円 3 連 単 ��� 85，410円

票 数

単勝票数 計 233658 的中 � 20486（5番人気）
複勝票数 計 307649 的中 � 28008（5番人気）� 13184（9番人気）� 35304（4番人気）
枠連票数 計 174739 的中 （4－8） 6024（14番人気）
馬連票数 計 726768 的中 �� 8970（24番人気）
馬単票数 計 343633 的中 �� 2982（36番人気）
ワイド票数 計 304775 的中 �� 4297（26番人気）�� 7234（11番人気）�� 3576（29番人気）
3連複票数 計 805203 的中 ��� 4541（48番人気）
3連単票数 計1154607 的中 ��� 980（304番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．6―13．3―13．9―13．4―12．5―12．2―12．7―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．6―35．7―48．3―1：01．6―1：15．5―1：28．9―1：41．4―1：53．6―2：06．3―2：19．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイカアヴァンサ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．10．11 東京7着

2012．2．25生 牡3鹿 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス 18戦3勝 賞金 31，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネコメオスター号・マトリョーシカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月

13日まで平地競走に出走できない。


