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3301312月4日 晴 稍重 （28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）

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 アメイズミー 牡2鹿 55
53 △木幡 巧也�G1レーシング 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 41：12．3 2．0�
714 プリティマックス 牝2栗 54 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 424－ 21：12．51� 8．5�
24 コマノレジェンド 牝2黒鹿54 吉田 隼人長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 472＋ 61：12．92� 10．6�
11 メ リ ー ク ン 牡2鹿 55 吉田 豊ケンレーシング組合 田村 康仁 新ひだか ムーンシェル・インベストメンツ 460－ 41：13．11 6．6�
612 ケイティクエスト 牡2鹿 55 江田 照男瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 448－ 21：13．2� 7．1�
12 トラストエンジェル 牝2黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 416－101：13．41� 127．9	
36 バナナボート 牡2栗 55 武士沢友治田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 406＋ 2 〃 ハナ 61．8

815 チ ェ ス 牝2黒鹿 54

52 △木幡 初也諸岡 慶氏 久保田貴士 日高 北田 剛 448＋ 21：13．5� 18．7�
47 アイフィルプリティ 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹吉田 照哉氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 474－ 61：13．6� 110．2�
59 ヤマタケシンバ 牡2鹿 55 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 414＋ 41：14．02� 158．6
23 フォーティプリンス 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 476＋ 41：14．1� 19．6�
611 サ ン タ ン パ 牡2黒鹿 55

54 ☆長岡 禎仁 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 斉藤 正男 498＋161：14．2� 295．8�
816 アドバンスクライ 牡2鹿 55

53 △伴 啓太髙橋 貴士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 446＋ 21：14．94 11．9�
35 セブンハーバー 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子 IHR 根本 康広 浦河 ガーベラパー
クスタツド 482＋12 〃 ハナ 115．4�

713 フェアリーウイング 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 畠山牧場 434± 01：16．07 134．4�
510 スターゴスフォード 牡2青鹿55 丹内 祐次田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 岡田牧場 478＋ 61：16．31� 239．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，819，700円 複勝： 36，164，300円 枠連： 16，406，700円
馬連： 55，019，500円 馬単： 28，730，900円 ワイド： 34，723，400円
3連複： 79，530，400円 3連単： 98，240，800円 計： 370，635，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 210円 � 240円 枠 連（4－7） 860円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 490円 �� 460円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 10，270円

票 数

単勝票数 計 218197 的中 � 86892（1番人気）
複勝票数 計 361643 的中 � 116055（1番人気）� 36178（4番人気）� 29205（5番人気）
枠連票数 計 164067 的中 （4－7） 14690（5番人気）
馬連票数 計 550195 的中 �� 38969（4番人気）
馬単票数 計 287309 的中 �� 13140（5番人気）
ワイド票数 計 347234 的中 �� 18567（4番人気）�� 19987（3番人気）�� 6434（17番人気）
3連複票数 計 795304 的中 ��� 21652（9番人気）
3連単票数 計 982408 的中 ��� 6931（19番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．6―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―46．6―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アメイズミー �
�
父 タートルボウル �

�
母父 End Sweep デビュー 2016．7．2 福島3着

2014．4．28生 牡2鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ 6戦1勝 賞金 11，350，000円
〔制裁〕 チェス号の騎手木幡初也は，4コーナー手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：9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 マイネルファート号

3301412月4日 晴 稍重 （28中山5）第2日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時15分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

48 デ ジ ャ ブ 牡2黒鹿55 吉田 豊平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 508＋ 81：56．8 8．7�
510 ジェイケイライジン 牡2栗 55 勝浦 正樹小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 482＋14 〃 クビ 6．7�
815 トーホウカンタール 牡2鹿 55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 山際牧場 514＋ 61：57．75 5．1�
24 ウインコーラル 牡2栗 55 V．シュミノー�ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 482＋181：58．23 19．3�

（仏）

11 ゴールドコーナー 牡2栗 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 高昭牧場 490－ 41：58．3� 127．7�
12 コスモポラリス 牡2青鹿55 村田 一誠岡田 繁幸氏 鈴木 伸尋 むかわ 真壁 信一 466＋ 41：58．51 110．1	
714 ニシノリヒト 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 442＋12 〃 クビ 64．9

816 リパーカッション 牡2鹿 55

53 △木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 516＋221：58．6クビ 1．7�
47 マグニフィセント 牡2鹿 55

52 ▲菊沢 一樹長谷川清英氏 菊沢 隆徳 新ひだか 武 牧場 502＋101：59．55 240．5�
713 カルペディエム 牡2鹿 55 石橋 脩 シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：59．71� 28．5�
23 サンボストン 牝2鹿 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 484＋161：59．91� 49．7�
611 ウィズザウインド 牡2鹿 55 北村 宏司街風 �雄氏 国枝 栄 安平 追分ファーム 506± 02：00．21� 56．0�
35 サイモンガオ 牡2鹿 55 松岡 正海澤田 昭紀氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 42：00．62� 34．0�
612 トウキョウコール 牡2鹿 55 柴山 雄一西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 440＋162：01．34 162．2�
36 ルチアーノカフェ 牡2黒鹿55 武 幸四郎西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 476＋ 42：01．61� 28．8�
59 レヴリミット 牡2鹿 55

53 △伴 啓太 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 514＋122：02．98 397．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，254，300円 複勝： 29，333，600円 枠連： 15，820，600円
馬連： 47，174，900円 馬単： 25，705，400円 ワイド： 28，487，000円
3連複： 64，593，200円 3連単： 87，889，400円 計： 321，258，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 190円 � 170円 � 180円 枠 連（4－5） 1，630円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 510円 �� 660円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 19，800円

票 数

単勝票数 計 222543 的中 � 20359（4番人気）
複勝票数 計 293336 的中 � 37708（4番人気）� 46879（2番人気）� 40893（3番人気）
枠連票数 計 158206 的中 （4－5） 7495（7番人気）
馬連票数 計 471749 的中 �� 20545（5番人気）
馬単票数 計 257054 的中 �� 5079（15番人気）
ワイド票数 計 284870 的中 �� 14511（5番人気）�� 10797（6番人気）�� 15707（4番人気）
3連複票数 計 645932 的中 ��� 16528（7番人気）
3連単票数 計 878894 的中 ��� 3217（53番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―13．0―13．3―12．5―12．5―12．9―13．5―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．1―51．4―1：03．9―1：16．4―1：29．3―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デ ジ ャ ブ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．7．10 福島7着

2014．3．9生 牡2黒鹿 母 ヤサカシーズン 母母 ビーマイコンキスタドール 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レヴリミット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月4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 テレグライド号・マイネルルミノーソ号
※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4日 晴 良 （28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

59 ラッシュハート 牝2鹿 54 柴山 雄一小林 哲之氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 418－ 21：09．6 8．3�
611 ショウナンアエラ 牡2黒鹿55 北村 宏司国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 474＋10 〃 クビ 9．0�
612 ガッテンパートナー 牡2栗 55 吉田 豊大島 芳子氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 448＋ 21：09．7� 4．9�
815� セイウンチャーム 牝2鹿 54

53 ☆石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 米 H. Allen
Poindexter 472－ 41：09．8クビ 3．2�

35 ブ ラ ー ゼ ン 牝2鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 420－ 41：09．9	 49．9�
12 メガポリゴン 牡2鹿 55 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞
湖 レイクヴィラファーム 528－ 41：10．0クビ 5．4	
36 キ ョ ッ コ ウ 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 434＋ 81：10．32 31．3

11 ニシノアラモード 牝2黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 466＋ 41：10．4	 6．7�
714 サンニューオリンズ 牝2栗 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 冨岡 博一 434－ 61：10．61	 125．6
510 ポ ッ ド ガ ビ 牝2鹿 54 吉田 隼人小川眞査雄氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 444± 01：10．91	 24．3�
24 ビクトリーソング 牝2栗 54 武士沢友治西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 408＋ 41：11．0	 20．8�
47 グ ラ マ シ ー 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 田中 裕之 418－ 61：11．1� 322．1�
713 コロンコロンカフェ 牝2鹿 54 武 幸四郎西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 416－ 41：11．31� 74．2�
48 シャンパンゴールド 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 438－ 2 〃 ハナ 215．7�
816 ラブパッション 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 原田 久司 380－ 21：11．51� 173．0�
23 ピ オ ニ エ 牝2鹿 54

52 △伴 啓太田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 412－ 2 （競走中止） 238．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，516，100円 複勝： 34，442，800円 枠連： 20，785，400円
馬連： 58，870，500円 馬単： 27，098，500円 ワイド： 31，808，600円
3連複： 74，176，800円 3連単： 90，068，900円 計： 360，767，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 250円 � 250円 � 180円 枠 連（5－6） 710円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 900円 �� 630円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 26，360円

票 数

単勝票数 計 235161 的中 � 22435（5番人気）
複勝票数 計 344428 的中 � 33641（5番人気）� 33422（6番人気）� 57664（2番人気）
枠連票数 計 207854 的中 （5－6） 22402（4番人気）
馬連票数 計 588705 的中 �� 16444（15番人気）
馬単票数 計 270985 的中 �� 3867（29番人気）
ワイド票数 計 318086 的中 �� 8873（13番人気）�� 13092（7番人気）�� 12171（8番人気）
3連複票数 計 741768 的中 ��� 12740（17番人気）
3連単票数 計 900689 的中 ��� 2477（103番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．6―45．4―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．0
3 ・（1，2）15，6（10，11）－（8，9）－12，4（5，16）－7－14－13＝3 4 ・（1，2）（6，15，11）10，9（8，12）（4，5）－7，16，14－13＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラッシュハート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monarchos デビュー 2016．11．5 東京4着

2014．5．7生 牝2鹿 母 マネーペニー 母母 My White Corvette 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走中止〕 ピオニエ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。

3301612月4日 晴 良 （28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）
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

22 サンティール 牝2鹿 54 V．シュミノー 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 452－ 41：49．5 6．1�
（仏）

815 エスティーム 牡2黒鹿55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 518－ 81：49．82 7．2�
23 スペリオルシチー 牡2鹿 55

54 ☆石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 446－101：50．01� 7．6�

610 アルーフクライ 牡2鹿 55
53 △木幡 巧也 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 460－ 21：50．1クビ 1．9�

35 ウインクバック 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 434± 0 〃 クビ 11．1	
59 ワインアンドダイン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 41：50．2クビ 85．0

814 グロースアルティヒ 牡2鹿 55 北村 宏司白井 岳氏 黒岩 陽一 浦河 絵笛牧場 478± 01：50．52 25．1�
11 セイユウルビー 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎松岡 正二氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 434－ 61：50．6クビ 272．3�
34 ベ ッ キ ー 牝2青鹿54 柴山 雄一由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 438± 0 〃 クビ 9．8
712 マイネルフォーマル 牡2鹿 55

53 △木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 見上牧場 452＋ 21：50．7� 257．7�

47 ベストベット 牝2鹿 54 松岡 正海下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 428－ 61：50．8クビ 31．5�
58 ル ド ベ キ ア 牝2栗 54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 武市 康男 浦河 中村 雅明 B444± 01：51．12 51．2�
46 モンキーキック 牡2黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹落合 幸弘氏 田中 剛 新冠 新冠橋本牧場 476＋ 61：51．41	 372．5�
611 ボウソウノカゼ 牡2青鹿55 嶋田 純次江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 日高 門別 敏朗 B470± 01：51．5	 454．9�
713 ナムラノール 牡2鹿 55 柴田 善臣奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 426－ 41：52．88 171．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，192，400円 複勝： 35，384，700円 枠連： 16，522，100円
馬連： 54，465，700円 馬単： 28，974，500円 ワイド： 31，835，800円
3連複： 71，487，700円 3連単： 101，387，300円 計： 365，250，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 220円 � 200円 枠 連（2－8） 1，130円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 820円 �� 810円 �� 910円

3 連 複 ��� 5，860円 3 連 単 ��� 36，860円

票 数

単勝票数 計 251924 的中 � 32518（2番人気）
複勝票数 計 353847 的中 � 45892（3番人気）� 40598（4番人気）� 46342（2番人気）
枠連票数 計 165221 的中 （2－8） 11326（5番人気）
馬連票数 計 544657 的中 �� 15912（8番人気）
馬単票数 計 289745 的中 �� 4333（15番人気）
ワイド票数 計 318358 的中 �� 10041（7番人気）�� 10117（6番人気）�� 8873（13番人気）
3連複票数 計 714877 的中 ��� 9138（22番人気）
3連単票数 計1013873 的中 ��� 1994（122番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―36．9―49．3―1：01．3―1：13．4―1：25．5―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンティール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．17 中山3着

2014．3．29生 牝2鹿 母 サンヴィクトワール 母母 ヴィクトリーバンク 2戦1勝 賞金 6，800，000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。



3301712月4日 晴 稍重 （28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

77 サーストンウィナー 牡2黒鹿55 蛯名 正義齊藤 宣勝氏 武井 亮 浦河 高岸 順一 476 ―1：58．5 14．2�
（サーストンエンド）

55 ジュブリーユ 牝2芦 54
52 △木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 490 ―1：58．6� 9．5�

78 エーアガイツ 牡2鹿 55 柴田 善臣藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 450 ―1：58．7� 15．0�
89 ヤクマンブルース 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎�向別牧場 根本 康広 新冠 川上牧場 462 ―1：59．23 40．7�
11 	 ユ ウ ジ 牡2鹿 55 吉田 隼人稻井田安史氏 森 秀行 米 River Bend

Farm, Inc. 508 ―1：59．62� 1．4�
33 トーアアテナ 牝2芦 54 村田 一誠高山ランド	 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 482 ―2：00．45 141．9

66 ピティヴィエ 
2栗 55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 454 ―2：01．25 23．7�
44 レ ウ ィ シ ア 牝2芦 54 北村 宏司吉田 安惠氏 奥村 武 安平 追分ファーム 460 ―2：01．62� 5．0�
810 テンクウマリー 牝2青鹿54 菅原 隆一島川 哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 470 ―2：02．87 197．9�
22 	 マイネルナスル 牡2鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 米 Woodford
Thoroughbreds 496 ―2：02．9クビ 15．9�
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売 得 金
単勝： 27，291，800円 複勝： 45，136，500円 枠連： 11，565，300円
馬連： 45，528，000円 馬単： 33，621，200円 ワイド： 25，712，800円
3連複： 56，393，300円 3連単： 118，972，300円 計： 364，221，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 550円 � 400円 � 610円 枠 連（5－7） 2，370円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 11，230円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 860円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 11，870円 3 連 単 ��� 106，750円

票 数

単勝票数 計 272918 的中 � 15326（4番人気）
複勝票数 計 451365 的中 � 21295（4番人気）� 31596（3番人気）� 18936（5番人気）
枠連票数 計 115653 的中 （5－7） 3771（9番人気）
馬連票数 計 455280 的中 �� 7983（14番人気）
馬単票数 計 336212 的中 �� 2245（30番人気）
ワイド票数 計 257128 的中 �� 5890（15番人気）�� 7833（11番人気）�� 5551（16番人気）
3連複票数 計 563933 的中 ��� 3562（35番人気）
3連単票数 計1189723 的中 ��� 808（229番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―13．8―14．1―13．2―13．2―13．2―13．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．9―53．0―1：06．2―1：19．4―1：32．6―1：45．7

コーナー
通過順位

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

2
4

・（1，4，5）（2，7，6）9，3，8＝10・（1，5）4（7，6）（9，8）3，2＝10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サーストンウィナー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2014．3．8生 牡2黒鹿 母 サウスエンピリカル 母母 エンピリカル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ジュブリーユ号の騎手木幡巧也は，4コーナー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・6番）

3301812月4日 晴 良 （28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

55 ビートマッチ 牝2鹿 54 V．シュミノー �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 536 ―2：05．9 3．5�
（仏）

66 コスモノーズプレス 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 444 ―2：06．64 36．5�
88 アダマンティン 牡2鹿 55 北村 宏司�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 534 ―2：06．81 2．4�
33 ロイヤルアイザック 牡2栗 55 蛯名 正義保坂 義貞氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 466 ― 〃 クビ 6．7�
22 ブルーリゲル 牡2黒鹿55 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 504 ―2：06．9� 4．2	
11 ケイツールピー 牝2鹿 54 柴山 雄一楠本 勝美氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 426 ―2：07．43 63．3

77 クライオブジョイ 牝2黒鹿54 松岡 正海吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 470 ―2：07．61� 7．8�
44 ミルトプレスト 牡2鹿 55 嶋田 純次永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 496 ―2：08．77 101．5�
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売 得 金
単勝： 24，933，400円 複勝： 22，745，400円 枠連： 発売なし
馬連： 46，114，000円 馬単： 28，479，500円 ワイド： 21，044，200円
3連複： 48，714，600円 3連単： 111，831，400円 計： 303，862，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 400円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，830円 馬 単 �� 8，750円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 240円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 33，440円

票 数

単勝票数 計 249334 的中 � 55920（2番人気）
複勝票数 計 227454 的中 � 43155（2番人気）� 9090（6番人気）� 63244（1番人気）
馬連票数 計 461140 的中 �� 6129（13番人気）
馬単票数 計 284795 的中 �� 2440（23番人気）
ワイド票数 計 210442 的中 �� 3390（13番人気）�� 27559（2番人気）�� 4559（11番人気）
3連複票数 計 487146 的中 ��� 10847（11番人気）
3連単票数 計1118314 的中 ��� 2424（85番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―13．5―14．1―13．7―13．2―12．7―11．7―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．2―37．7―51．8―1：05．5―1：18．7―1：31．4―1：43．1―1：54．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．5
1
3
5－2，6（1，7，8）3，4
5，2（6，8）（7，3）1，4

2
4
5－2（6，8）（1，7）－3－4
5（2，8）（6，3）－7，1－4

勝馬の
紹 介

ビートマッチ 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2014．2．6生 牝2鹿 母 パーフェクトマッチ 母母 マッチザピース 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ミルトプレスト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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4日 晴 稍重 （28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

56 キンシノクリーン 牡2鹿 55 柴田 善臣若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 土田農場 442－ 61：12．3 4．8�
45 ポッドジーニー 牝2黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁小川眞査雄氏 伊藤 伸一 新ひだか 下屋敷牧場 450－ 41：12．51 17．0�
68 グッドヒューマー 牡2栗 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 460－ 41：12．81� 2．1�
33 フジマサクイーン 牝2鹿 54 蛯名 正義藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 430－ 41：13．86 22．4�
710 キタノリツメイ 牝2栗 54 伊藤 工真�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 440－ 8 〃 アタマ 284．9	
22 � リンノアモーレ 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎本田 恒雄氏 武市 康男 新ひだか 元道牧場 B504－ 5 〃 アタマ 58．8

69 ハシルキセキ 牡2鹿 55 吉田 隼人�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 468＋ 21：14．65 6．1�
44 ジェニエニドッツ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 472－ 41：14．81	 478．7�
812 キャラメルフレンチ 牝2栗 54

53 ☆石川裕紀人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 惣田 英幸 454± 01：14．9クビ 14．9

813� ビービーアングラー 牝2黒鹿54 松岡 正海�坂東牧場 中舘 英二 平取 坂東牧場 428－14 〃 ハナ 36．1�
711� レイナデレイナス 牝2鹿 54

52 △木幡 初也坂田 行夫氏 天間 昭一 新冠 小泉 学 432－ 61：15．96 179．0�
11 ブルーヘヴン 牝2黒鹿 54

52 △木幡 巧也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478－ 61：18．0大差 5．2�

57 セイプレジール 牡2鹿 55 柴山 雄一金田 成基氏 小西 一男 新ひだか へいはた牧場 468－ 61：19．7大差 118．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，878，900円 複勝： 40，282，100円 枠連： 19，973，200円
馬連： 78，025，700円 馬単： 40，725，600円 ワイド： 39，655，900円
3連複： 96，381，900円 3連単： 146，780，800円 計： 492，704，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 320円 � 120円 枠 連（4－5） 3，240円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 230円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 18，650円

票 数

単勝票数 計 308789 的中 � 50515（2番人気）
複勝票数 計 402821 的中 � 71357（2番人気）� 21174（7番人気）� 116389（1番人気）
枠連票数 計 199732 的中 （4－5） 4769（10番人気）
馬連票数 計 780257 的中 �� 17618（10番人気）
馬単票数 計 407256 的中 �� 5069（20番人気）
ワイド票数 計 396559 的中 �� 8456（12番人気）�� 51932（1番人気）�� 15189（7番人気）
3連複票数 計 963819 的中 ��� 37755（4番人気）
3連単票数 計1467808 的中 ��� 5705（59番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．6―12．6―13．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．1―46．7―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンシノクリーン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．9．25 中山2着

2014．4．6生 牡2鹿 母 スイートカフェ 母母 オレンジカラー 4戦2勝 賞金 15，750，000円
〔制裁〕 ポッドジーニー号の騎手長岡禎仁は，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70，000円。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーヘヴン号・セイプレジール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月

4日まで平地競走に出走できない。

3302012月4日 晴 稍重 （28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

35 ブレイジングサン 牡3黒鹿56 吉田 豊�Basic 尾形 充弘 新冠 佐藤牧場 572＋141：11．8 58．5�
611 サクラエルカミーノ 牡5鹿 57

55 △木幡 巧也�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 474＋ 21：11．9� 10．4�
11 テンプルツリー 牝3鹿 54 V．シュミノー 山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 454＋ 4 〃 クビ 18．3�

（仏）

48 タケルラグーン 牡4鹿 57 石橋 脩森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 480± 01：12．32� 2．2�
24 パーソナルブルー 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎 �ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 474＋10 〃 アタマ 26．1�

12 メリートーン 牝3鹿 54 蛯名 正義水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 444－ 21：12．4	 6．7	
510 レアファインド 牝3鹿 54 勝浦 正樹�G1レーシング 田村 康仁 千歳 社台ファーム 464＋101：12．5� 53．0

36 
 スワーヴラーシド 牡3黒鹿56 柴山 雄一�NICKS 大竹 正博 仏 Az.Ag. Valdirone

Lualdi Lucia 506＋ 61：12．6クビ 5．9�
23 トウショウデュエル 牡4栗 57

55 △木幡 初也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508＋ 2 〃 ハナ 6．9�
816 ラスカルグレイ �3芦 56 北村 宏司岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 482－ 61：12．91	 16．4
47 アルマクレヨン �4栗 57 大庭 和弥コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 静内酒井牧場 500＋ 61：13．0	 43．8�
815 コットンパール 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 456＋181：13．21� 266．0�
713
 ヘニースウィフト 牡4栗 57 柴田 善臣窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 米 Clear Creek

Stud LLC 510＋201：13．41� 212．4�
714 ゴールドキセキ 牡5黒鹿57 江田 勇亮ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 524－ 41：13．61 334．3�
59 ロードインスパイア 牡3青鹿 56

54 △伴 啓太 �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 B458＋ 21：14．77 39．4�
612 プリンシアラッテオ 牝3青鹿54 嶋田 純次芳川 貴行氏 高橋 文雅 浦河 高村牧場 464＋101：15．23 164．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，722，000円 複勝： 44，798，800円 枠連： 24，107，500円
馬連： 93，060，900円 馬単： 40，775，900円 ワイド： 47，130，400円
3連複： 113，095，400円 3連単： 158，488，100円 計： 554，179，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，850円 複 勝 � 1，510円 � 280円 � 420円 枠 連（3－6） 3，380円

馬 連 �� 31，840円 馬 単 �� 92，390円

ワ イ ド �� 6，510円 �� 9，760円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 131，090円 3 連 単 ��� 1，320，730円

票 数

単勝票数 計 327220 的中 � 4472（12番人気）
複勝票数 計 447988 的中 � 6787（12番人気）� 48445（4番人気）� 28507（6番人気）
枠連票数 計 241075 的中 （3－6） 5524（13番人気）
馬連票数 計 930609 的中 �� 2265（53番人気）
馬単票数 計 407759 的中 �� 331（123番人気）
ワイド票数 計 471304 的中 �� 1852（51番人気）�� 1232（60番人気）�� 6376（19番人気）
3連複票数 計1130954 的中 ��� 647（194番人気）
3連単票数 計1584881 的中 ��� 87（1389番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．5―12．3―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．0―46．3―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレイジングサン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2015．6．6 東京8着

2013．3．13生 牡3黒鹿 母 ベストフューチャー 母母 オリミツキネン 8戦2勝 賞金 15，050，000円
※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 オレオールカフェ号・ゴールドエッグ号
※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4日 晴 稍重 （28中山5）第2日 第9競走 ��
��1，800�チ バ テ レ 杯

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

チバテレ杯（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 1，900，000
1，900，000

円
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

1：48．5
1：47．8

重
重

35 ケンベストカフェ 牡4黒鹿57 松岡 正海中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 474－ 21：54．2 3．3�
59 アルセナーレ 牝3鹿 54 吉田 豊 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 8 〃 ハナ 8．2�
47 ダンディーレイ 牡6栗 57 田中 勝春 �高木競走馬育成牧場 菅原 泰夫 新ひだか 藤原牧場 488＋ 61：54．41� 93．1�
612 ス ピ ナ ッ チ 牝5黒鹿55 V．シュミノー 橋元 勇氣氏 池上 昌和 浦河 谷川牧場 482－ 61：54．5	 24．2�

（仏）

714 ノーブルサンズ 牝3栗 54 木幡 巧也吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー
クスタツド 444＋ 2 〃 同着 88．0	

713 メリーウィドウ 牝5鹿 55 石橋 脩 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 514＋ 21：54．71� 10．7

11 ブレスアロット 牡3栗 56 吉田 隼人吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 ハナ 15．1�
36 クラーロデルナ 牡7鹿 57 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 502＋ 6 〃 クビ 30．5�
816 コスモラヴモア 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 502＋ 21：54．91� 112．6
510 マ ル マ ロ ス 牡6芦 57 柴山 雄一ディアレストクラブ� 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B536＋ 61：55．43 258．6�
815 レッツゴースター 牡4栗 57 嘉藤 貴行�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 468＋ 61：55．5
 26．7�
48 ラテールプロミーズ 牡3青鹿56 江田 照男ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 514＋ 61：55．6	 7．3�
24 マイネルバサラ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 476＋141：55．7
 3．7�
23 レッドエンブレム 牡6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 508－ 21：56．01
 152．2�
12 モルゲンロート 牡3鹿 56 長岡 禎仁武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 472± 01：56．21� 12．9�
611� ゴ ド リ ー 牡6栗 57 蛯名 正義林 正道氏 武井 亮 米 Sanford R.

Robertson 518＋ 21：56．83	 25．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，300，200円 複勝： 50，148，700円 枠連： 27，696，600円
馬連： 113，151，200円 馬単： 47，299，300円 ワイド： 54，358，400円
3連複： 142，126，800円 3連単： 190，203，300円 計： 657，284，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 240円 � 2，490円 枠 連（3－5） 1，330円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 580円 �� 7，420円 �� 13，300円

3 連 複 ��� 62，260円 3 連 単 ��� 229，440円

票 数

単勝票数 計 323002 的中 � 77291（1番人気）
複勝票数 計 501487 的中 � 97124（1番人気）� 56751（3番人気）� 3803（15番人気）
枠連票数 計 276966 的中 （3－5） 16056（4番人気）
馬連票数 計1131512 的中 �� 59297（4番人気）
馬単票数 計 472993 的中 �� 15608（4番人気）
ワイド票数 計 543584 的中 �� 26246（2番人気）�� 1808（58番人気）�� 1005（76番人気）
3連複票数 計1421268 的中 ��� 1712（150番人気）
3連単票数 計1902033 的中 ��� 601（627番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．8―13．1―12．5―12．3―12．4―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．6―50．7―1：03．2―1：15．5―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．7
1
3
9，5（3，10）15（8，16）（1，12）（2，11）（4，7，13）（6，14）
9（5，10）（15，13）（3，16）（8，2，12）1（4，7，11）14，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケンベストカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 End Sweep デビュー 2014．9．28 新潟7着

2012．5．24生 牡4黒鹿 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne 18戦4勝 賞金 57，097，000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。

3302212月4日 晴 良 （28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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

55 ミッキージョイ 牡4鹿 57 北村 宏司野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 506－ 21：34．0 2．0�
89 オコレマルーナ 牡7青鹿57 V．シュミノー 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 460＋ 61：34．53 7．9�

（仏）

66 ショウナンライズ 牡3栗 56 勝浦 正樹国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 468＋ 41：34．6� 10．6�
11 チャンピオンルパン 牡5鹿 57 石川裕紀人坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 486－ 41：34．7	 6．1�
77 ペルソナリテ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 2 〃 ハナ 5．1�
88 マ カ ハ 牡7鹿 57 吉田 豊広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B470－ 21：34．8クビ 25．3	
44 チェリーヒロイン 牝7栗 55 藤田菜七子伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 クビ 43．5

33 アンブリッジ 牡6鹿 57 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：34．9	 28．4�
22 ゴットフリート 牡6栗 57 石橋 脩 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：35．32� 10．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 39，820，800円 複勝： 41，670，100円 枠連： 17，631，300円
馬連： 104，017，900円 馬単： 54，008，800円 ワイド： 48，322，000円
3連複： 109，582，700円 3連単： 218，463，100円 計： 633，516，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 190円 � 230円 枠 連（5－8） 530円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 300円 �� 360円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 6，800円

票 数

単勝票数 計 398208 的中 � 153952（1番人気）
複勝票数 計 416701 的中 � 108551（1番人気）� 51880（4番人気）� 38493（6番人気）
枠連票数 計 176313 的中 （5－8） 25394（1番人気）
馬連票数 計1040179 的中 �� 106930（3番人気）
馬単票数 計 540088 的中 �� 40376（3番人気）
ワイド票数 計 483220 的中 �� 44402（2番人気）�� 34943（3番人気）�� 9902（17番人気）
3連複票数 計1095827 的中 ��� 36605（9番人気）
3連単票数 計2184631 的中 ��� 23267（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．9―47．5―59．2―1：11．0―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．8

3 3（2，6，7）－（1，5）（9，4）8
2
4

・（2，3）1（4，6）7，5－（9，8）・（3，6，7）（2，5）（9，1）（4，8）
勝馬の
紹 介

ミッキージョイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cape Cross デビュー 2015．1．31 東京2着

2012．3．26生 牡4鹿 母 ル ド ラ 母母 Remote Romance 10戦5勝 賞金 69，985，000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。



3302312月4日 晴 稍重 （28中山5）第2日 第11競走 ��
��1，800�

ほくそう

北総ステークス
発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．12．5以降28．11．27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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

812 センチュリオン 牡4黒鹿57 柴山 雄一窪田 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 530－ 21：53．1 3．1�

33 リーゼントロック 牡5黒鹿56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 520－ 61：53．52� 2．7�
44 ゴールドリーガル 牡5鹿 51 木幡 初也居城 寿与氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 478＋ 21：54．03 118．4�
68 コアレスキング 牡6鹿 55 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 542± 0 〃 クビ 7．5�
811 ク ロ ス ボ ウ 牡6黒鹿55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 528＋ 6 〃 ハナ 26．4�
710 ベルウッドケルン 牡4栗 54 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 476＋ 2 〃 ハナ 6．9	
55 イントロダクション 牝5栗 53 柴田 大知 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 440－ 61：54．21 21．1

56 キングノヨアケ 牡4黒鹿57 石川裕紀人平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 502＋ 41：54．3� 37．6�
11 シャドウチェイサー �4黒鹿54 北村 宏司飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474± 01：54．4クビ 14．4�
79 シ ッ プ ウ �5黒鹿53 田中 勝春 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 502－ 21：54．61	 68．8�
67 リアライズブラザー 牡6鹿 53 勝浦 正樹工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 488－141：54．81	 144．9�
22 ダイワレジェンド 牝5栗 53 蛯名 正義大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 クビ 12．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，414，500円 複勝： 51，660，900円 枠連： 43，720，700円
馬連： 215，453，700円 馬単： 95，508，600円 ワイド： 76，056，600円
3連複： 268，032，600円 3連単： 475，494，000円 計： 1，275，341，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 140円 � 1，240円 枠 連（3－8） 390円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 210円 �� 3，280円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 9，190円 3 連 単 ��� 29，810円

票 数

単勝票数 計 494145 的中 � 125720（2番人気）
複勝票数 計 516609 的中 � 116197（1番人気）� 113250（2番人気）� 6426（11番人気）
枠連票数 計 437207 的中 （3－8） 85117（1番人気）
馬連票数 計2154537 的中 �� 414134（1番人気）
馬単票数 計 955086 的中 �� 87784（1番人気）
ワイド票数 計 760566 的中 �� 117486（1番人気）�� 5093（33番人気）�� 5429（31番人気）
3連複票数 計2680326 的中 ��� 21858（30番人気）
3連単票数 計4754940 的中 ��� 11563（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．4―51．0―1：04．1―1：16．3―1：28．8―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
2，1（3，6）（4，12）－11，8（10，5）7＝9
9－（2，1，3）（4，12，6）（8，11，10）5，7

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

勝馬の
紹 介

センチュリオン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．3．14 中山1着

2012．1．31生 牡4黒鹿 母 ハンドレッドスコア 母母 サンデーエイコーン 14戦5勝 賞金 86，750，000円
〔発走状況〕 シップウ号は，発進不良〔出遅れ〕。

3302412月4日 晴 良 （28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

89 ハ ツ ガ ツ オ 牝5鹿 55 柴田 善臣江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 516＋ 42：36．3 40．8�
11 フジマサエンペラー �7黒鹿57 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 クビ 22．6�
78 メ ゾ ン リ ー 牡3黒鹿55 蛯名 正義西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋142：36．4	 3．8�
77 タケルラムセス 牡4鹿 57 柴山 雄一森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 474± 02：36．5クビ 7．6�
44 プライムセラー 牡3栗 55 V．シュミノー �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 526＋24 〃 ハナ 4．8�

（仏）

33 ベストセラーアスク 牝5鹿 55
53 △木幡 初也廣崎利洋HD	 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 422－ 62：36．6	 60．3


810 ウインヴォラーレ 牡3黒鹿55 松岡 正海	ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 2 〃 クビ 12．0�
66 マイネルカレッツァ 牡4黒鹿57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 522＋ 4 〃 ハナ 10．8�
22 エクストレミティー 牡5鹿 57 吉田 隼人 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 506＋ 2 〃 アタマ 22．5
55 サブライムカイザー 牡4鹿 57 北村 宏司 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 500± 02：36．7クビ 2．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 53，188，700円 複勝： 65，270，300円 枠連： 32，662，000円
馬連： 144，932，000円 馬単： 67，051，900円 ワイド： 68，952，300円
3連複： 176，530，200円 3連単： 314，434，100円 計： 923，021，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，080円 複 勝 � 890円 � 500円 � 190円 枠 連（1－8） 6，420円

馬 連 �� 19，970円 馬 単 �� 50，080円

ワ イ ド �� 4，390円 �� 2，380円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 26，520円 3 連 単 ��� 253，570円

票 数

単勝票数 計 531887 的中 � 10409（9番人気）
複勝票数 計 652703 的中 � 16087（9番人気）� 30887（8番人気）� 115512（2番人気）
枠連票数 計 326620 的中 （1－8） 3937（17番人気）
馬連票数 計1449320 的中 �� 5624（38番人気）
馬単票数 計 670519 的中 �� 1004（76番人気）
ワイド票数 計 689523 的中 �� 3971（37番人気）�� 7430（27番人気）�� 14467（16番人気）
3連複票数 計1765302 的中 ��� 4991（75番人気）
3連単票数 計3144341 的中 ��� 899（482番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．3―12．3―13．0―13．6―13．6―13．1―12．3―12．2―12．0―11．5―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�
7．0―18．6―30．9―43．2―56．2―1：09．8―1：23．4―1：36．5―1：48．8―2：01．0―2：13．0―2：24．5

コーナー
通過順位

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

2
�

・（10，6）5，4，8（2，7）9，3，1・（10，7）（5，6，8）（2，4，1）（9，3）
勝馬の
紹 介

ハ ツ ガ ツ オ �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 Nureyev デビュー 2013．7．7 福島1着

2011．3．2生 牝5鹿 母 グラントアウィッシュ 母母 Wendy’s Daughter 40戦4勝 賞金 63，835，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３レース目



（28中山5）第2日 12月4日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 157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
2，530，000円
16，950，000円
1，210，000円
21，460，000円
62，514，000円
4，082，000円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
383，332，800円
497，038，200円
246，891，400円
1，055，814，000円
517，980，100円
508，087，400円
1，300，645，600円
2，112，253，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，622，043，000円

総入場人員 26，513名 （有料入場人員 23，149名）
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