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3303712月11日 晴 良 （28中山5）第4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

612 レイテストバード 牝2栗 54
52 △井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 浦河 山下 恭茂 458＋ 61：13．1 3．8�

815 アポロモンスター 牡2栗 55 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 小屋畑 和久 488－ 21：13．31� 1．9�
714 ガレットショコラ 牝2黒鹿54 柴山 雄一吉田 勝己氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 416＋ 21：13．4� 19．5�
47 ピ リ ナ 牝2鹿 54 勝浦 正樹 �フジワラ・ファーム 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 81：13．82� 11．2�
36 ヤマノブロンコ 牡2栗 55 丸田 恭介澤村 敏雄氏 田中 清隆 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 474＋ 61：13．9クビ 58．5	
510 ノボミリオンヌ 牝2鹿 54

52 △木幡 巧也
LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 454± 01：14．32� 9．8�
816 キャンディハート 牝2栗 54 田中 勝春田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 438＋ 41：14．4� 51．5�
35 ニシノマッハ 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 458＋ 21：14．6� 16．3
11 レ イ バ ッ ク 牡2鹿 55 北村 宏司
Basic 池上 昌和 平取 赤石牧場 B450＋ 6 〃 クビ 38．4�
24 フェスティヴドレス 牝2栗 54 笹川 翼臼井義太郎氏 本間 忍 新冠 細川農場 422－ 41：14．7クビ 192．2�

（大井）

713 リボンナイト 牡2鹿 55 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 ハクツ牧場 436－ 2 〃 アタマ 17．0�
12 ミハテヌユメ 牝2栗 54 横山 和生國分 純氏 田中 剛 日高 スマイルファーム 448－ 21：14．8� 25．4�
59 マイネルファート 牡2鹿 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 若林牧場 464＋ 41：15．01 168．4�
48 イチネンイチクミ 牡2栗 55 二本柳 壮藤本 彰氏 武市 康男 浦河 小島牧場 428± 01：15．21� 208．7�
23 ミ コ ダ マ シ 牝2鹿 54 岩部 純二古賀 慎一氏 萱野 浩二 青森 太田ファーム 396－ 21：15．94 364．0�
611 ビ マ ジ ョ 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム B450－ 61：16．11� 216．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，156，700円 複勝： 27，428，200円 枠連： 13，474，100円
馬連： 52，306，600円 馬単： 29，511，500円 ワイド： 31，796，500円
3連複： 77，390，700円 3連単： 102，573，200円 計： 353，637，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 110円 � 330円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，170円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 7，670円

票 数

単勝票数 計 191567 的中 � 40032（2番人気）
複勝票数 計 274282 的中 � 48445（2番人気）� 109971（1番人気）� 10817（7番人気）
枠連票数 計 134741 的中 （6－8） 30675（1番人気）
馬連票数 計 523066 的中 �� 109820（1番人気）
馬単票数 計 295115 的中 �� 29046（2番人気）
ワイド票数 計 317965 的中 �� 53870（1番人気）�� 5790（14番人気）�� 12188（8番人気）
3連複票数 計 773907 的中 ��� 30136（4番人気）
3連単票数 計1025732 的中 ��� 9695（15番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―12．0―12．6―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―34．4―47．0―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイテストバード �
�
父 サマーバード �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2016．8．7 新潟10着

2014．5．31生 牝2栗 母 ホームウォード 母母 Halo River 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔騎手変更〕 リボンナイト号の騎手西田雄一郎は，第3日第8競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。
※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 ショウブノセック号
※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。

3303812月11日 晴 良 （28中山5）第4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

713 コットンボウル 牡2鹿 55 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高木 登 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476± 01：57．8 7．7�

59 ニーマルサンデー 牡2青鹿55 吉田 豊板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 468± 0 〃 クビ 5．3�
12 ショウナンハドル 牡2黒鹿 55

53 △木幡 巧也国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 松本牧場 468－ 61：58．01 4．1�
24 マイネルルミノーソ 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 別海 野付ライディ
ングファーム B478＋121：58．32 23．0�

612 ショットザバニティ 牡2鹿 55 内田 博幸坂本 万夫氏 武市 康男 新冠 村上 欽哉 520＋ 61：58．4� 7．9	
11 ポッドティノ 牡2栗 55

54 ☆長岡 禎仁小川眞査雄氏 大竹 正博 日高 沖田牧場 408＋ 61：58．6� 30．6

47 コスモオペラ 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新ひだか 岡田 猛 470＋ 4 〃 ハナ 51．2�
510 ペイシャリル 牡2鹿 55

53 △井上 敏樹北所 直人氏 菅原 泰夫 様似 清水スタッド 462± 01：59．34 504．5�
48 グッドフェローズ 牡2栗 55 武士沢友治石川 眞実氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 506＋ 6 〃 アタマ 3．2
815 トゥザキングダム 牡2青鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田島 俊明 安平 追分ファーム 468＋ 61：59．4� 13．1�
23 パ ム ッ カ レ 牡2栗 55 早田 功駿 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 41：59．6� 20．5�

（大井）

816 クリノヒミコ 牝2鹿 54 真島 大輔栗本 博晴氏 高市 圭二 釧路 横山 宏 456－ 22：01．3大差 391．6�
（大井）

35 クーリールレーヴ 牡2鹿 55 左海 誠二齋藤 實氏 和田 雄二 日高 株式会社カ
ネツ牧場 460＋ 82：01．93� 179．7�

（船橋）

611 ド ゥ ー ブ ル �2芦 55 笹川 翼�ヒダカファーム竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム B486± 02：02．0� 127．9�
（大井）

714 シゲルゴリラ 牡2黒鹿 55
54 ☆石川裕紀人森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 470＋182：04．0大差 62．1�
36 カシノジャック 牡2黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 馬道 隆 488± 02：04．21� 317．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，562，200円 複勝： 32，132，300円 枠連： 13，132，600円
馬連： 53，622，800円 馬単： 26，729，500円 ワイド： 30，039，000円
3連複： 71，260，500円 3連単： 85，693，100円 計： 333，172，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 200円 � 220円 � 150円 枠 連（5－7） 1，720円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 630円 �� 480円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 16，400円

票 数

単勝票数 計 205622 的中 � 21264（4番人気）
複勝票数 計 321323 的中 � 38917（3番人気）� 34089（5番人気）� 63512（1番人気）
枠連票数 計 131326 的中 （5－7） 5897（10番人気）
馬連票数 計 536228 的中 �� 21274（9番人気）
馬単票数 計 267295 的中 �� 5292（17番人気）
ワイド票数 計 300390 的中 �� 12073（7番人気）�� 16527（2番人気）�� 13027（6番人気）
3連複票数 計 712605 的中 ��� 20284（6番人気）
3連単票数 計 856931 的中 ��� 3787（40番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．0―13．2―12．9―12．8―12．8―13．8―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．9―51．1―1：04．0―1：16．8―1：29．6―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F41．0
1
3
4，13－9（2，12）14（8，10，16）（7，11）6，3（5，15）－1・（4，13，9）12（2，11）（7，16）－（3，14，8）15（1，6）（10，5）

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

勝馬の
紹 介

コットンボウル �
�
父 タートルボウル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．9．24 中山9着

2014．2．17生 牡2鹿 母 コンコルディア 母母 コンクラーベ 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔騎手変更〕 シゲルゴリラ号の騎手西田雄一郎は，第3日第8競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。
〔制裁〕 パムッカレ号の騎手早田功駿は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）

ショットザバニティ号の騎手内田博幸は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番）
ニーマルサンデー号の騎手吉田豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルゴリラ号・カシノジャック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月
11日まで平地競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イーゼル号
※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。

第５回 中山競馬 第４日



3303912月11日 晴 良 （28中山5）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時45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

47 ジュリエットベール 牝2鹿 54 勝浦 正樹吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 428－ 61：49．4 7．6�
714 エレクトリイオネ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 21：49．61� 66．6�
815 メイスンブルーム 牝2黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 本巣 一敏 462＋ 6 〃 クビ 18．5�
611 オーシャンティ 牝2黒鹿54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：49．81� 5．1�
23 ミッキークロス 牝2青鹿54 横山 典弘野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 426± 01：49．9� 12．2	
510 ディアラビーニア 牝2黒鹿54 丸田 恭介ディアレストクラブ
 宗像 義忠 日高 千葉飯田牧場 414＋ 4 〃 ハナ 81．7�
59 キューンハイト 牝2鹿 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 8 〃 アタマ 15．5�
12 ドリームマジック 牝2鹿 54 大野 拓弥堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 462± 0 〃 アタマ 4．9
612 ヴェルデミーティア 牝2栗 54 北村 宏司小濱 忠一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 412－ 4 〃 同着 4．2�
48 コスモエアターン 牝2鹿 54

52 △木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 21：50．32� 36．7�
816 パラディラタン 牝2栗 54 柴山 雄一堀 祥子氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 21：50．4� 109．8�
35 ショウナンアルマー 牝2青鹿54 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 466－ 21：50．5クビ 5．2�
36 リールボヌール 牝2栗 54 横山 和生島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 434－ 21：51．99 277．4�
11 トゥザイオン 牝2鹿 54 柴田 善臣�酒井牧場 金成 貴史 浦河 酒井牧場 458＋ 41：52．11� 48．1�
713 バードウィーク 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎
バード商事 杉浦 宏昭 新ひだか 静内山田牧場 478＋ 6 〃 アタマ 245．0�
24 ウインブリアン 牝2青鹿54 松岡 正海
ウイン 大和田 成 新冠 コスモヴューファーム 400－ 61：53．05 134．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，456，900円 複勝： 45，911，400円 枠連： 16，978，000円
馬連： 62，252，200円 馬単： 29，546，500円 ワイド： 37，041，500円
3連複： 81，297，500円 3連単： 99，669，600円 計： 398，153，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 260円 � 1，080円 � 420円 枠 連（4－7） 13，170円

馬 連 �� 21，830円 馬 単 �� 37，300円

ワ イ ド �� 5，710円 �� 1，910円 �� 5，520円

3 連 複 ��� 68，430円 3 連 単 ��� 412，910円

票 数

単勝票数 計 254569 的中 � 26503（5番人気）
複勝票数 計 459114 的中 � 52132（5番人気）� 9754（9番人気）� 28564（7番人気）
枠連票数 計 169780 的中 （4－7） 999（28番人気）
馬連票数 計 622522 的中 �� 2210（44番人気）
馬単票数 計 295465 的中 �� 594（84番人気）
ワイド票数 計 370415 的中 �� 1658（46番人気）�� 5094（24番人気）�� 1718（45番人気）
3連複票数 計 812975 的中 ��� 891（146番人気）
3連単票数 計 996696 的中 ��� 175（845番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．6―47．5―59．6―1：12．3―1：24．7―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジュリエットベール �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Montjeu デビュー 2016．11．20 東京4着

2014．3．9生 牝2鹿 母 マリアロワイヤル 母母 Notable 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔騎手変更〕 ドリームマジック号の騎手吉田隼人は，第3日第12競走での入線後の落馬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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ウインラヴィベル号

3304012月11日 晴 良 （28中山5）第4日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11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

612 オンリゲットベター 牝2青鹿 54
53 ☆長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 406－ 61：35．9 20．3�

35 パイルーチェ 牝2栗 54 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 454＋ 21：36．0� 2．6�
47 コスモディライト 牡2青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 2 〃 クビ 7．1�
510 ミステキサス 牝2鹿 54 勝浦 正樹窪田 康志氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 412－161：36．1クビ 252．8�
59 フィールザサンダー 牡2鹿 55 大野 拓弥櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 442＋141：36．2� 5．5�
816 テ ィ ラ ー ル 牝2鹿 54 石橋 脩 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 アラキフアーム 440± 0 〃 クビ 54．7

713 アルチレイロ 牡2青鹿 55

54 ☆石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 454＋ 21：36．3� 25．6�
815 クラウニングラック 牡2鹿 55 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 472± 01：36．51	 44．6
12 スグスキシッパイ 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 442＋ 61：36．6� 147．2�
714 ティナカヌメ 牝2黒鹿54 嶋田 純次澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 456± 0 〃 クビ 18．6�
23 シュウチョウ 牡2鹿 55 吉田 豊ケンレーシング組合 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 476＋ 2 〃 ハナ 9．3�
36 アキサミヨー 牝2芦 54 松岡 正海瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 416－ 61：36．7� 175．0�
48 ヤマニンルサリー 牝2鹿 54 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 438＋ 4 〃 アタマ 34．8�
24 ヴィアグローリアス 牝2青鹿 54

52 △木幡 巧也日下部勝德氏 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 456＋141：36．8� 13．8�

11 タックボーイ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 21：37．01	 7．0�
611 エクレアダムール 牝2青鹿54 松山 弘平�橋本牧場 金成 貴史 新ひだか 橋本牧場 464－ 81：37．63� 160．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，947，700円 複勝： 46，790，600円 枠連： 18，760，100円
馬連： 64，956，900円 馬単： 32，105，400円 ワイド： 41，414，700円
3連複： 88，597，800円 3連単： 107，041，300円 計： 428，614，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 450円 � 140円 � 200円 枠 連（3－6） 2，580円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 920円 �� 2，160円 �� 410円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 42，190円

票 数

単勝票数 計 289477 的中 � 11380（8番人気）
複勝票数 計 467906 的中 � 19432（8番人気）� 114209（1番人気）� 59277（3番人気）
枠連票数 計 187601 的中 （3－6） 5618（11番人気）
馬連票数 計 649569 的中 �� 21109（7番人気）
馬単票数 計 321054 的中 �� 3912（20番人気）
ワイド票数 計 414147 的中 �� 11243（9番人気）�� 4587（24番人気）�� 28090（3番人気）
3連複票数 計 885978 的中 ��� 11400（16番人気）
3連単票数 計1070413 的中 ��� 1839（128番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―11．9―12．1―12．2―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．0―46．9―59．0―1：11．2―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．9

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

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

勝馬の
紹 介

オンリゲットベター �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．11．19 福島2着

2014．3．29生 牝2青鹿 母 センスオブアート 母母 Bishop’s Mate 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※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 コントロヴェント号・サンアンカレッジ号・シュクヴァル号・ジュンキタフーレン号



3304112月11日 晴 良 （28中山5）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時05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
1：46．4
1：45．9

良
良

33 ゴールドスミス 牡2黒鹿55 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 528 ―1：52．9 1．8�

811 スカーレットラバー 牡2鹿 55 笹川 翼村島 昭男氏 大和田 成 新冠 カミイスタット 482 ― 〃 クビ 16．7�
（大井）

55 ホッコーライデン 牡2黒鹿55 北村 宏司北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 510 ―1：53．0� 5．4�
56 ヒドゥンパラメータ 牡2鹿 55 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 482 ―1：53．21� 8．3�
11 リードアゲン 牡2栗 55

53 △木幡 巧也浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 468 ―1：53．62� 13．0�
812 グリュックアウフ 牡2鹿 55 佐藤 友則 �グリーンファーム伊藤 大士 千歳 社台ファーム 496 ― 〃 クビ 57．8	

（笠松）

22 エンジェルナンバー 牝2黒鹿54 柴田 大知岡田 牧雄氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 446 ―1：53．7クビ 9．6

67 ワイルドマックス 牡2黒鹿55 吉田 豊有馬 博文氏 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 476 ―1：54．02 36．3�
68 ブラウンスビト 牡2黒鹿 55

54 ☆石川裕紀人キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 元茂 義一 462 ― 〃 クビ 12．9�
710 ソルオリーヴァ 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎 �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 マークリ牧場 498 ―1：54．21� 29．4

79 デルマアマギゴエ 牝2栗 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 462 ―1：54．73 133．2�
44 シャルムポワント 牝2芦 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 434 ―1：56．7大差 84．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，602，200円 複勝： 31，176，300円 枠連： 15，112，700円
馬連： 52，302，700円 馬単： 32，577，900円 ワイド： 30，128，200円
3連複： 65，154，900円 3連単： 100，988，000円 計： 356，042，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 300円 � 160円 枠 連（3－8） 1，250円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 690円 �� 290円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 13，950円

票 数

単勝票数 計 286022 的中 � 121833（1番人気）
複勝票数 計 311763 的中 � 89491（1番人気）� 18400（7番人気）� 47559（2番人気）
枠連票数 計 151127 的中 （3－8） 9350（6番人気）
馬連票数 計 523027 的中 �� 20113（6番人気）
馬単票数 計 325779 的中 �� 9399（8番人気）
ワイド票数 計 301282 的中 �� 10668（6番人気）�� 30587（1番人気）�� 5725（17番人気）
3連複票数 計 651549 的中 ��� 18122（8番人気）
3連単票数 計1009880 的中 ��� 5246（41番人気）

ハロンタイム 13．0―12．5―12．7―13．4―12．8―12．4―12．3―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．5―38．2―51．6―1：04．4―1：16．8―1：29．1―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドスミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cape Cross 初出走

2014．5．13生 牡2黒鹿 母 ザ ミ リ ア 母母 Angelic Sounds 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 リードアゲン号の騎手西田雄一郎は，第3日第8競走での落馬負傷のため木幡巧也に変更。

エンジェルナンバー号の騎手吉田隼人は，第3日第12競走での入線後の落馬負傷のため柴田大知に変更。
〔制裁〕 スカーレットラバー号の騎手笹川翼は，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：9番）
※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。

3304212月11日 晴 良 （28中山5）第4日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時35分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

22 エ ル ヴ ス 牝2栗 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 村上牧場 462 ―1：13．8 35．0�
611 ディアヴイーバル 牡2栗 55 田中 勝春ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 桑田 正己 452 ―1：14．11� 27．1�
58 アベストルース 牡2鹿 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 470 ―1：14．41� 7．2�
23 ノリノリコユキ 牝2鹿 54 横山 和生大久保和夫氏 勢司 和浩 日高 厚賀古川牧場 438 ― 〃 クビ 15．9�
47 � ジュンアイルランド 牡2黒鹿 55

53 △木幡 巧也河合 純二氏 尾関 知人 愛 Sarah
McNicholas 462 ―1：15．35 2．4�

11 クイーンズポケット 牝2鹿 54
51 ▲野中悠太郎山科 統氏 大竹 正博 登別 ユートピア牧場 466 ―1：15．72	 80．2	

815 エ ニ グ マ 牡2鹿 55 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 512 ― 〃 ハナ 5．9

610� アースミステリー 牡2栗 55

54 ☆石川裕紀人 �グリーンファーム和田 正道 米 Best A Luck
Farm LLC 476 ―1：15．8クビ 4．8�

46 ハッピーサンディー 牝2栗 54 大野 拓弥 �高木競走馬育成牧場 小笠 倫弘 洞
湖 レイクヴィラファーム 474 ―1：15．9� 13．3
713 サンマルホマレ 牝2黒鹿54 内田 博幸相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 木戸口牧場 452 ―1：16．21� 23．8�
59 イエスマイハニー 牝2黒鹿54 横山 典弘浅田 次郎氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 450 ―1：16．73 23．8�
712 グレームーン 牝2栗 54 石橋 脩平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 456 ―1：17．87 267．0�
35 トキメキスワロー 牡2青鹿55 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 404 ―1：17．9� 131．9�
34 タマモパレード �2栗 55 真島 大輔タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 440 ―1：18．11� 112．7�

（大井）

814 スウィートラブミー 牝2栗 54 佐藤 友則�槇本牧場 武井 亮 日高 槇本牧場 404 ―1：18．31 159．9�
（笠松）

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，935，400円 複勝： 29，666，000円 枠連： 16，281，900円
馬連： 53，612，600円 馬単： 29，147，000円 ワイド： 30，242，700円
3連複： 65，493，400円 3連単： 90，442，600円 計： 339，821，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，500円 複 勝 � 890円 � 770円 � 210円 枠 連（2－6） 2，240円

馬 連 �� 33，450円 馬 単 �� 95，870円

ワ イ ド �� 7，550円 �� 2，970円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 64，200円 3 連 単 ��� 762，450円

票 数

単勝票数 計 249354 的中 � 5689（10番人気）
複勝票数 計 296660 的中 � 7665（10番人気）� 8894（9番人気）� 46987（3番人気）
枠連票数 計 162819 的中 （2－6） 5625（11番人気）
馬連票数 計 536126 的中 �� 1242（52番人気）
馬単票数 計 291470 的中 �� 228（117番人気）
ワイド票数 計 302427 的中 �� 1020（54番人気）�� 2633（34番人気）�� 3455（25番人気）
3連複票数 計 654934 的中 ��� 765（129番人気）
3連単票数 計 904426 的中 ��� 86（996番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．3―12．9―12．4―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ル ヴ ス �
�
父 トランセンド �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2014．3．27生 牝2栗 母 サンダークラップ 母母 ピールオブサンダー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ジュンアイルランド号の騎手吉田隼人は，第3日第12競走での入線後の落馬負傷のため木幡巧也に変更。
〔発走状況〕 スウィートラブミー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 アースミステリー号の調教師和田正道は，馬場入場後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
〔調教再審査〕 スウィートラブミー号は，発走調教再審査。
※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。



3304312月11日 晴 良 （28中山5）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時05分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713� ヌ ー ナ 牝4黒鹿 55
54 ☆長岡 禎仁岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

528＋ 21：55．6 17．2�
714 クインズプルート 牡3栗 56 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 510± 0 〃 アタマ 4．0�
612 クロノスタシス 牡3芦 56

55 ☆石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 522＋ 61：55．81	 18．5�
816 グラスレグナム 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 492＋ 2 〃 アタマ 14．0�
24 ワイルドダンサー 牡4鹿 57 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 496＋ 81：56．01	 24．6	
48 ピアシングステア 牡4栗 57 柴田 大知水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 492＋ 21：56．1クビ 4．4

12 ギンザマトリックス 牡3栗 56 吉田 豊有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 444＋ 21：56．31
 18．3�
47 ディアクーシー 牡3鹿 56 丸田 恭介ディアレストクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504＋ 41：56．4クビ 12．2�
35 トミケンシェルフ 牡4栗 57

55 △木幡 巧也冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 B492－ 21：56．5� 3．5
36 アオイプリンス 牡3鹿 56 石橋 脩新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか 下屋敷牧場 532＋ 81：56．71	 16．6�
510 タンサンドール �3栗 56 北村 宏司 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 494＋141：57．76 51．8�
23 � ペガサスジュニア 牡5栗 57 武士沢友治鶴見 芳子氏 高橋 文雅 米 Dr. Masa-

take Iida B532＋141：58．01� 232．1�
11 スズハヤトウー 牡3鹿 56 柴山 雄一宮原 廣伸氏 松永 康利 新冠 長浜牧場 466－ 41：58．1
 140．8�
815� アポロリベリオン 牡3鹿 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 米 Rabbah Blood-

stock LLC 500＋201：59．16 31．9�
611 タルトオポム 牡5黒鹿57 早田 功駿亀山 敬司氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 454± 01：59．2
 135．3�

（大井）

59  フィールドシャルム 牡3鹿 56 横山 和生岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ
ファーム 496＋141：59．94 144．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，584，800円 複勝： 47，209，300円 枠連： 23，231，000円
馬連： 81，100，300円 馬単： 35，653，800円 ワイド： 48，168，200円
3連複： 105，541，400円 3連単： 125，601，700円 計： 495，090，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 410円 � 210円 � 530円 枠 連（7－7） 2，600円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 7，230円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 3，430円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 15，350円 3 連 単 ��� 98，440円

票 数

単勝票数 計 285848 的中 � 13224（7番人気）
複勝票数 計 472093 的中 � 28349（7番人気）� 69230（3番人気）� 20751（9番人気）
枠連票数 計 232310 的中 （7－7） 6908（13番人気）
馬連票数 計 811003 的中 �� 23005（5番人気）
馬単票数 計 356538 的中 �� 3698（27番人気）
ワイド票数 計 481682 的中 �� 11726（12番人気）�� 3528（40番人気）�� 7576（21番人気）
3連複票数 計1055414 的中 ��� 5156（59番人気）
3連単票数 計1256017 的中 ��� 925（337番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．8―13．0―12．6―12．3―13．2―13．2―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．3―50．3―1：02．9―1：15．2―1：28．4―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヌ ー ナ �
�
父 Congrats �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2015．4．25 東京4着

2012．3．12生 牝4黒鹿 母 Howaya Lily 母母 Lillybuster 16戦3勝 賞金 26，400，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 トミケンシェルフ号の騎手吉田隼人は，第3日第12競走での入線後の落馬負傷のため木幡巧也に変更。
※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。
（非当選馬） 3頭 ウィズレヴェランス号・スイートメロディー号・ミュートロギア号
※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11日 晴 良 （28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

24 グランセブルス 牡3鹿 55 吉田 豊飯田 訓大氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 482＋ 82：36．3 3．1�
611 カフェブリッツ 牡3鹿 55 松山 弘平西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 546＋ 22：36．61� 8．2�
714 トーセンアーネスト 牡4鹿 57 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 536＋122：36．81	 11．2�
48 ケイブルグラム 牡3鹿 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B516＋ 62：37．54 4．1�
23 エ ル ゼ ロ 牡3鹿 55

53 △木幡 巧也磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 B498＋ 82：37．6クビ 24．5	
59 アンヴェイルド 牡5鹿 57 田中 勝春窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 500± 02：37．81
 66．6

11 ロックキャンディ 牝4黒鹿55 横山 和生�Basic 根本 康広 新冠 佐藤 信広 510＋ 82：38．22	 32．9�
12 ベルフィオーレ 牝5黒鹿 55

54 ☆石川裕紀人 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 446－ 2 〃 クビ 15．8
713 ガ ヤ ル ド 牡5鹿 57 北村 宏司佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 456－ 4 〃 ハナ 44．4�
510 ナ ス カ ザ ン 牝4鹿 55 内田 博幸小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B480－ 42：38．3クビ 12．7�
35 サトノバリアント 牡5鹿 57 松岡 正海里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 452＋ 22：39．04 78．4�
816 セイカアヴァンサ 牡4鹿 57 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 460＋122：39．21 22．0�
612 ケイツートール 牡3青鹿 55

52 ▲野中悠太郎楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 500＋ 4 〃 ハナ 175．1�
36 マイネルビクトリー 牡3鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 478＋ 42：39．3	 14．9�
47 � レオナビゲート 牡5黒鹿57 左海 誠二�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 B496＋ 82：40．36 179．2�

（船橋）

815 キングルアウ 牡4鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム B500－122：40．93	 10．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，909，100円 複勝： 48，836，100円 枠連： 23，406，800円
馬連： 87，943，800円 馬単： 37，624，300円 ワイド： 50，105，200円
3連複： 111，876，400円 3連単： 136，075，800円 計： 528，777，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 240円 � 310円 枠 連（2－6） 1，290円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 610円 �� 690円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 17，090円

票 数

単勝票数 計 329091 的中 � 83038（1番人気）
複勝票数 計 488361 的中 � 110749（1番人気）� 48800（3番人気）� 33839（5番人気）
枠連票数 計 234068 的中 （2－6） 14034（4番人気）
馬連票数 計 879438 的中 �� 48387（2番人気）
馬単票数 計 376243 的中 �� 11849（4番人気）
ワイド票数 計 501052 的中 �� 21532（2番人気）�� 18774（4番人気）�� 8929（15番人気）
3連複票数 計1118764 的中 ��� 18441（7番人気）
3連単票数 計1360758 的中 ��� 5770（22番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．0―13．1―12．8―14．1―13．8―12．4―12．3―13．0―13．0―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．8―37．8―50．9―1：03．7―1：17．8―1：31．6―1：44．0―1：56．3―2：09．3―2：22．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランセブルス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．7 東京6着

2013．5．13生 牡3鹿 母 ピュアパッション 母母 ピュアオブハート 9戦3勝 賞金 25，550，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ベルフィオーレ号の騎手吉田隼人は，第3日第12競走での入線後の落馬負傷のため石川裕紀人に変更。
ケイツートール号の騎手西田雄一郎は，第3日第8競走での落馬負傷のため野中悠太郎に変更。

〔制裁〕 レオナビゲート号の騎手左海誠二は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ドライバーズハイ号・パイロキシン号
（非抽選馬） 1頭 ペイシャゴンジセ号
※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。



3304512月11日 晴 良 （28中山5）第4日 第9競走 ��
��1，200�

く ろ ま つ

黒 松 賞
発走14時05分 （芝・右・外）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

510 ラッシュアウト 牡2黒鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 438＋ 81：10．2 71．2�
59 フクノクオリア 牡2黒鹿55 木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 506－101：10．3� 14．6�
611 ナリノメジャー 牝2栗 54 柴山 雄一成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 41：10．4� 6．8�
12 ウ ラ ン ゲ ル 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 412± 0 〃 クビ 14．5�
47 パ ス ト ラ ル 牝2黒鹿54 横山 典弘岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 462－ 2 〃 ハナ 7．2�
11 マイネルバールマン 牡2芦 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 500± 01：10．5クビ 2．4

23 ワイナルダム 牡2青鹿55 津村 明秀 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 446－ 2 〃 クビ 138．0�
36 ヴァルツァー 牝2栗 54 長岡 禎仁中村 祐子氏 小島 茂之 様似 様似堀牧場 402＋10 〃 ハナ 24．3�
713 ドゥモワゼル 牝2鹿 54 柴田 善臣小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 438± 01：10．6� 4．5
815 ファンタジーボール 牝2鹿 54 田中 勝春田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 いとう牧場 424－ 21：10．7� 43．1�
35 ザベストエバー 牡2黒鹿55 北村 宏司古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 446＋ 41：10．8� 34．1�
24 ル ミ ノ ー ザ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹河村 祥史氏 天間 昭一 浦河 吉田 又治 454± 01：10．9� 109．0�
714 サンバダンサー 牝2栗 54 佐藤 友則グリーンスウォード和田 正道 浦河 カナイシスタッド 442＋ 21：11．0� 220．2�

（笠松）

612 ワールドツアラー 牝2鹿 54 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 398＋ 41：11．31� 290．3�
816	 ランニングマン 牡2芦 55 松岡 正海尾崎 智大氏 田中 淳司 新ひだか 小野 秀治 486＋10 〃 クビ 153．9�

（北海道）

48 アポロミッション 牡2鹿 55 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 458± 01：11．51
 16．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，124，300円 複勝： 51，963，800円 枠連： 27，499，500円
馬連： 108，249，100円 馬単： 50，650，400円 ワイド： 54，542，300円
3連複： 131，929，300円 3連単： 184，404，500円 計： 648，363，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，120円 複 勝 � 1，450円 � 380円 � 250円 枠 連（5－5） 31，240円

馬 連 �� 33，740円 馬 単 �� 90，010円

ワ イ ド �� 6，670円 �� 6，400円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 67，540円 3 連 単 ��� 682，100円

票 数

単勝票数 計 391243 的中 � 4392（11番人気）
複勝票数 計 519638 的中 � 8017（11番人気）� 35689（6番人気）� 62814（3番人気）
枠連票数 計 274995 的中 （5－5） 682（32番人気）
馬連票数 計1082491 的中 �� 2486（55番人気）
馬単票数 計 506504 的中 �� 422（126番人気）
ワイド票数 計 545423 的中 �� 2072（48番人気）�� 2159（47番人気）�� 12202（13番人気）
3連複票数 計1319293 的中 ��� 1465（141番人気）
3連単票数 計1844045 的中 ��� 196（1025番人気）

ハロンタイム 11．7―10．9―11．6―12．0―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．6―34．2―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラッシュアウト �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．6．19 函館4着

2014．3．17生 牡2黒鹿 母 シルクアンフィニ 母母 ブラッシングインザレイン 5戦2勝 賞金 18，464，000円
〔騎手変更〕 アポロミッション号の騎手吉田隼人は，第3日第12競走での入線後の落馬負傷のため松山弘平に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 タケショウベスト号
（非抽選馬） 2頭 コチ号・バナナボート号
※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。

3304612月11日 晴 良 （28中山5）第4日 第10競走 ��
��1，800�

み ほ

美浦ステークス
発走14時40分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．12．12以降28．12．4まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

美浦村長賞（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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

48 � サクラアンプルール 牡5栗 55 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 470＋ 81：47．4 5．2�
816 カレンリスベット 牝5黒鹿53 松山 弘平鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496＋ 6 〃 クビ 39．7�
611 マイネオーラム 牝5鹿 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 21：47．61� 23．3�
815 フェルメッツァ 牡5鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 41：47．7クビ 11．2�
47 マローブルー 牝5鹿 55 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 460－ 61：47．8� 2．2	
713 ウインフェニックス 牡5鹿 55 津村 明秀�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 466－10 〃 クビ 10．0

23 アンジェリック 牝5鹿 54 吉田 豊 �シルクレーシング 大和田 成 浦河 杵臼牧場 480－ 41：47．9� 12．3�
612 キャットコイン 牝4栗 55 笹川 翼 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444± 01：48．11	 39．7�
（大井）

11 トミケンスラーヴァ 牡6鹿 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 508＋16 〃 クビ 25．0
510 ロジメジャー 牡7黒鹿52 野中悠太郎久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B508＋ 21：48．2� 150．6�
59 パリカラノテガミ 牡5鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 452－ 21：48．3クビ 9．6�
24 ロングシャドウ 牡6青鹿54 江田 照男飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 514＋ 21：48．51� 52．8�
12 マシェリガール 牝3黒鹿50 井上 敏樹島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B496－ 4 〃 アタマ 201．7�
714 シンボリジャズ 牡6鹿 54 木幡 巧也シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 494± 01：48．6クビ 150．2�
36 ディアマイダーリン 牝4鹿 55．5 横山 和生窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 494± 01：48．7� 35．9�
35 ウエスタンレベッカ 牝6鹿 51 丸田 恭介西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 458－ 21：49．23 19．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，015，400円 複勝： 71，068，300円 枠連： 36，734，400円
馬連： 147，722，900円 馬単： 69，559，900円 ワイド： 79，817，400円
3連複： 202，233，300円 3連単： 292，304，700円 計： 948，456，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 230円 � 1，020円 � 540円 枠 連（4－8） 670円

馬 連 �� 11，360円 馬 単 �� 17，150円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 1，770円 �� 7，350円

3 連 複 ��� 52，030円 3 連 単 ��� 220，750円

票 数

単勝票数 計 490154 的中 � 74897（2番人気）
複勝票数 計 710683 的中 � 96584（2番人気）� 16034（12番人気）� 32598（7番人気）
枠連票数 計 367344 的中 （4－8） 42349（2番人気）
馬連票数 計1477229 的中 �� 10073（34番人気）
馬単票数 計 695599 的中 �� 3041（50番人気）
ワイド票数 計 798174 的中 �� 6064（36番人気）�� 11813（18番人気）�� 2761（63番人気）
3連複票数 計2022333 的中 ��� 2915（131番人気）
3連単票数 計2923047 的中 ��� 960（590番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．2―47．5―59．4―1：11．3―1：23．1―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1
1
3
・（1，4）5，2（11，14）8（6，12，15）（7，10，13）（3，16）－9
4（1，5，11）14（2，8，12）（6，15）（9，7）（10，13）3，16

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

勝馬の
紹 介

�サクラアンプルール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．3．4生 牡5栗 母 サ ク ラ メ ガ 母母 サクラクレアー 13戦3勝 賞金 52，579，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ディアマイダーリン号の騎手吉田隼人は，第3日第12競走での入線後の落馬負傷のため横山和生に変更。
※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。
（非当選馬） 3頭 ゲッカコウ号・サンライズタイセイ号・ダイヤモンドダンス号
※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。



3304712月11日 晴 良 （28中山5）第4日 第11競走 ��
��1，200�第9回カペラステークス（ＧⅢ）

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，27．12．12以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，27．12．11以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ノ ボ バ カ ラ 牡4栗 57 内田 博幸�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 512－ 21：10．2 4．9�
611� ニシケンモノノフ 牡5栗 56 横山 典弘西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 512＋ 91：10．51	 4．9�
714 コーリンベリー 牝5栗 56 松山 弘平伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 502＋ 51：10．71
 3．2�
36 ゴーイングパワー 牡7鹿 56 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 500－ 8 〃 アタマ 26．2�
59 � タ ー ル タ ン 牡8芦 56 北村 宏司グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 506＋ 21：10．91
 7．0�
35 スウィープアウェイ 牡5芦 56 柴山 雄一藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 478± 01：11．0	 196．9	
24 グレープブランデー 牡8黒鹿58 柴田 善臣 
社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B524 1：11．21
 27．5�
815� エイシンブルズアイ 牡5栗 57 石橋 脩�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 478＋ 41：11．3� 8．2�
713 キタサンミカヅキ 牡6鹿 56 武士沢友治
大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 532± 01：11．51� 15．3
47 ダノングッド 牡4栗 56 丸田 恭介�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B504－12 〃 ハナ 18．3�
510 マキャヴィティ 牡5栗 56 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 516＋ 21：11．6クビ 38．2�
12  サトノタイガー 牡8黒鹿56 真島 大輔里見 治氏 小久保 智 千歳 社台ファーム 470＋101：11．7� 182．5�

（浦和） （大井）

612 カ ジ キ 牡7鹿 56 松岡 正海幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 500－ 41：12．01	 50．5�
48  テ ム ジ ン 牡7鹿 56 笹川 翼前田 諭志氏 小久保 智 千歳 社台ファーム 486＋12 〃 ハナ 75．8�

（浦和） （大井）

816 フラットライナーズ 牡4栗 56 左海 誠二
太盛 林 正人 様似 澤井 義一 498＋ 41：12．32 122．4�
（船橋） （船橋）

23 � ルックスザットキル 牡4鹿 56 早田 功駿田記 正規氏 米田 英世 米 Carol Maggio 522＋ 51：13．36 137．2�
（大井） （大井）

（16頭）

売 得 金
単勝： 102，683，600円 複勝： 132，024，500円 枠連： 70，705，800円
馬連： 398，581，000円 馬単： 170，229，400円 ワイド： 174，710，600円
3連複： 607，525，700円 3連単： 864，899，400円 計： 2，521，360，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 160円 � 140円 枠 連（1－6） 1，120円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 490円 �� 450円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 7，320円

票 数

単勝票数 計1026836 的中 � 165002（3番人気）
複勝票数 計1320245 的中 � 169826（3番人気）� 211481（2番人気）� 284700（1番人気）
枠連票数 計 707058 的中 （1－6） 48610（4番人気）
馬連票数 計3985810 的中 �� 263058（3番人気）
馬単票数 計1702294 的中 �� 58782（5番人気）
ワイド票数 計1747106 的中 �� 89327（3番人気）�� 97927（2番人気）�� 127457（1番人気）
3連複票数 計6075257 的中 ��� 307996（1番人気）
3連単票数 計8648994 的中 ��� 85591（6番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．1―11．9―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．3―45．2―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．9
3 1，3，12（6，14）（5，11）2（8，15）16（7，9）10（4，13） 4 1（6，3，12）（5，14）（2，11）（8，15）9（7，4，10）（16，13）

勝馬の
紹 介

ノ ボ バ カ ラ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．11 東京4着

2012．4．8生 牡4栗 母 ノ ボ キ ッ ス 母母 ライズキッス 20戦6勝 賞金 167，731，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔騎手変更〕 マキャヴィティ号の騎手吉田隼人は，第3日第12競走での入線後の落馬負傷のため津村明秀に変更。
※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。

3304812月11日 晴 良 （28中山5）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

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

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

816 ワンスインナムーン 牝3鹿 54 石橋 脩諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 41：08．7 3．5�
815 グレイトチャーター 牡4鹿 57 北村 宏司�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 41：08．8	 3．0�
36 
 エリシェヴァ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills
Co. Limited B476－ 21：09．01� 5．6�

59 � フジノパンサー 牡3鹿 56 横山 和生久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 21：09．1 20．5�
23 � リバティーホール 牝7鹿 55 江田 照男吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B454＋ 2 〃 ハナ 87．0�
47 カービングパス 牝4鹿 55 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 478± 01：09．2	 7．6

713 ナムラバイオレット 牝3栗 54 松岡 正海奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 484± 01：09．41 21．3�
11 ブラウンカイ 牡5鹿 57 勝浦 正樹キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 474＋ 8 〃 アタマ 71．7�
12 フクノグローリア 牝4黒鹿 55

53 △木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 458－ 61：09．5 77．2
48 リターンラルク 牡5鹿 57 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B472＋ 41：09．71 35．3�
24 タケデンタイガー 牡4栗 57 横山 典弘武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 490＋14 〃 ハナ 10．9�
714 トロピカルガーデン 牝4鹿 55 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 484－ 2 〃 クビ 21．8�
35 ペイシャオブロー 牡4鹿 57 大野 拓弥北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 510＋101：09．8 42．7�
611 レヴァンタール �7鹿 57 笹川 翼岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 458＋ 41：10．01� 237．3�

（大井）

612 ラインロバート 牡7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＋ 81：10．1 150．0�
510� ハ イ ジ ャ 牡3鹿 56 佐藤 友則合同会社JPN技研 井上 孝彦 様似 小田牧場 468－ 11：12．7大差 402．8�

（笠松） （笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，310，000円 複勝： 74，617，200円 枠連： 48，888，900円
馬連： 169，270，800円 馬単： 72，580，500円 ワイド： 79，859，700円
3連複： 215，839，700円 3連単： 323，989，100円 計： 1，043，355，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 120円 � 150円 枠 連（8－8） 610円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 260円 �� 430円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 4，360円

票 数

単勝票数 計 583100 的中 � 131833（2番人気）
複勝票数 計 746172 的中 � 112733（3番人気）� 181720（1番人気）� 113447（2番人気）
枠連票数 計 488889 的中 （8－8） 62057（3番人気）
馬連票数 計1692708 的中 �� 238427（1番人気）
馬単票数 計 725805 的中 �� 54941（2番人気）
ワイド票数 計 798597 的中 �� 85240（1番人気）�� 43515（4番人気）�� 63251（2番人気）
3連複票数 計2158397 的中 ��� 149652（1番人気）
3連単票数 計3239891 的中 ��� 53789（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．7―45．2―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 13，16，14，6（1，9）（3，15）7（2，12）（5，11）4，8－10 4 13，16，14（6，9，15）（1，3）7（2，12）5，11（4，8）＝10

勝馬の
紹 介

ワンスインナムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．10．25 新潟1着

2013．2．1生 牝3鹿 母 ツーデイズノーチス 母母 ユ ニ バ ー ス 10戦3勝 賞金 37，522，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ブラウンカイ号の騎手西田雄一郎は，第3日第8競走での落馬負傷のため勝浦正樹に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイジャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月11日まで平地競走に出

走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タカラジャンヌ号
※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。

３レース目



（28中山5）第4日 12月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187頭 本 賞
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

240，770，000円
2，530，000円
16，640，000円
1，880，000円
26，560，000円
73，661，500円
5，134，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
458，288，300円
638，824，000円
324，205，800円
1，331，921，700円
615，916，100円
687，866，000円
1，824，140，600円
2，513，683，000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 8，394，845，500円

総入場人員 28，388名 （有料入場人員 24，646名）
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