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3304912月17日 晴 稍重 （28中山5）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

815 ゴールドアピール 牝2鹿 54 田辺 裕信居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 462－ 81：13．4 3．9�
48 アイアムキャツアイ 牝2黒鹿54 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 450＋ 61：13．5� 14．7�
59 デルマキミノナハ 牝2黒鹿 54

52 △木幡 巧也浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 日高 ファニーヒルファーム 444－ 21：13．82 5．1�
24 アントレーン 牝2栗 54 内田 博幸鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 432＋ 21：14．11� 3．3�
510 プレシャスジュエル 牝2鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 466＋18 〃 クビ 14．6�
23 ヘ ル デ ィ ン 牝2青鹿54 岩田 康誠金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 430－ 41：14．42 8．3	
47 コンプレアンノ 牝2鹿 54 丹内 祐次柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 430＋ 2 〃 ハナ 266．3

36 アペリラルビー 牝2黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 81：14．5クビ 70．3�
816 コパカバーナ 牝2栗 54 伊藤 工真�ミルファーム 武市 康男 浦河 室田 千秋 490＋ 21：15．03 24．5
714 アミーコドーロ 牝2栗 54 松岡 正海山口 正行氏 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 462－ 41：16．17 26．6�
12 アルポアドール 牝2青鹿54 岩部 純二清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 藤春 修二 428＋ 61：16．84 19．3�
611 スイーティパイ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 大江原 哲 日高 天羽牧場 476＋121：16．9� 114．3�
713 ガ ー リ ー 牝2栗 54 柴田 大知佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 坂本牧場 436± 01：17．0� 84．5�
11 スカイプリンセス 牝2黒鹿54 石橋 脩�高橋ファーム 伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 430－121：17．21� 191．6�
35 ユウギリジョウ 牝2黒鹿54 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 436＋ 41：18．26 13．1�

（15頭）
612 フ ク ハ ウ チ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 中田 浩美 426± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，175，800円 複勝： 34，688，400円 枠連： 13，275，400円
馬連： 50，801，700円 馬単： 25，830，900円 ワイド： 31，048，000円
3連複： 73，606，100円 3連単： 81，170，000円 計： 331，596，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 340円 � 150円 枠 連（4－8） 2，480円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 420円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 19，510円

票 数

単勝票数 差引計 211758（返還計 980） 的中 � 43242（2番人気）
複勝票数 差引計 346884（返還計 2574） 的中 � 71624（1番人気）� 19273（6番人気）� 67866（3番人気）
枠連票数 差引計 132754（返還計 72） 的中 （4－8） 4137（12番人気）
馬連票数 差引計 508017（返還計 5951） 的中 �� 14007（12番人気）
馬単票数 差引計 258309（返還計 3072） 的中 �� 4394（15番人気）
ワイド票数 差引計 310480（返還計 5745） 的中 �� 6671（12番人気）�� 20366（3番人気）�� 8656（11番人気）
3連複票数 差引計 736061（返還計 17607） 的中 ��� 15162（10番人気）
3連単票数 差引計 811700（返還計 17912） 的中 ��� 3015（45番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．6―12．6―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．2―46．8―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F39．2
3 8（5，9）（4，15）（3，10）16－7，13（6，14）2＝1＝11 4 8（9，15）4（5，3，10）－（7，16）14（13，6）＝2，1＝11

勝馬の
紹 介

ゴールドアピール �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2016．11．26 東京3着

2014．4．8生 牝2鹿 母 ゴールドジャパン 母母 ロンドリーナ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走除外〕 フクハウチ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウギリジョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月17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。
（非抽選馬） 1頭 クララフトゥーラ号

3305012月17日 晴 稍重 （28中山5）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時20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

36 キャリアベスト 牡2栗 55 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 492± 01：56．7 79．9�
713 スペルマロン 牡2栗 55 武士沢友治西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 510－ 41：56．91� 4．0�
816 コトブキファルコン 牡2栗 55 田中 勝春尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 516＋ 41：57．43 13．5�
48 マイネルストラトス 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 谷川牧場 464－ 41：57．5クビ 101．1�
611 マサキノテソーロ 牡2栗 55 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 山岡牧場 522＋12 〃 クビ 13．9�
815 ジンバイッタイ 牡2青鹿55 松岡 正海西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 484＋161：57．82 520．9	
59 フェールデクール 牡2栗 55 戸崎 圭太 
キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：57．9� 4．5�
11 サーデューク 牡2黒鹿55 C．ルメール 吉田 和美氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 488＋ 21：58．0クビ 2．2�
714 ショウナンアイガー 牡2黒鹿55 吉田 豊国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか フジワラフアーム 526＋ 61：58．1� 37．0
47 クレッシェンドラヴ 牡2鹿 55 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 新ひだか 木村 秀則 498＋ 41：59．37 13．3�
510 グローリアスセラン 牝2栗 54

52 △木幡 巧也日下部勝德氏 小野 次郎 浦河 室田 千秋 504＋ 81：59．4クビ 26．0�
12 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 494＋ 41：59．5� 159．2�
35 ミヤコギムレット 牡2鹿 55 森 泰斗吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 496＋142：00．45 477．6�
（船橋）

23 アポロフレンズ 牝2栗 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 海馬沢 明 448＋202：01．14 178．5�
612 アポロロータス 牝2栗 54

53 ☆石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 尾形 和幸 新冠 佐藤 静子 412－ 22：01．52� 463．9�
24 ウインロード 牡2鹿 55 柴田 善臣上田 忠男氏 浅野洋一郎 浦河 江谷牧場 484－ 22：01．71� 69．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，214，100円 複勝： 42，668，200円 枠連： 13，449，700円
馬連： 57，629，800円 馬単： 32，589，200円 ワイド： 34，196，400円
3連複： 76，670，500円 3連単： 97，812，700円 計： 385，230，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，990円 複 勝 � 2，140円 � 150円 � 350円 枠 連（3－7） 12，360円

馬 連 �� 17，920円 馬 単 �� 29，270円

ワ イ ド �� 4，020円 �� 13，110円 �� 590円

3 連 複 ��� 33，230円 3 連 単 ��� 328，300円

票 数

単勝票数 計 302141 的中 � 3024（10番人気）
複勝票数 計 426682 的中 � 3759（12番人気）� 102958（2番人気）� 28355（4番人気）
枠連票数 計 134497 的中 （3－7） 843（24番人気）
馬連票数 計 576298 的中 �� 2492（34番人気）
馬単票数 計 325892 的中 �� 835（64番人気）
ワイド票数 計 341964 的中 �� 2111（33番人気）�� 640（59番人気）�� 16253（4番人気）
3連複票数 計 766705 的中 ��� 1730（69番人気）
3連単票数 計 978127 的中 ��� 216（564番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．9―13．6―13．1―13．2―13．1―13．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．3―50．9―1：04．0―1：17．2―1：30．3―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．5
1
3

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

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

キャリアベスト �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．10．29 東京8着

2014．6．10生 牡2栗 母 ケ リ ー メ イ 母母 ルシールシーダー 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※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５日

追 加 記 事（第 5回中山競馬第 3日第 2競走）
〔その他〕　　シゲルカニクイザル号は，競走中に疾病〔右第 3中手骨罅裂骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

追 加 記 事（第 5回中山競馬第 3日第 7競走）
〔その他〕　　リコーソッピース号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3305112月17日 晴 良 （28中山5）第5日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時50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

36 ミッキーワイン 牡2鹿 55 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 486＋ 41：09．6 3．8�
816 ロ ジ ベ ス ト 牡2黒鹿55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 490＋ 4 〃 クビ 2．2�
24 ベニノシリウス 牡2鹿 55 田中 勝春�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上牧場 432＋ 41：10．55 146．0�
35 カシノロマンス 牝2黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 430＋ 61：10．6クビ 9．7�
48 メイショウユーコン 牝2黒鹿54 岩田 康誠松本 好雄氏 小島 太 様似 猿倉牧場 440－ 81：10．81 155．8�
815 エ マ ー ブ ル 牝2栗 54 嘉藤 貴行	ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 402＋ 2 〃 クビ 13．8

47 カラーアゲン 牝2栗 54 丹内 祐次浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B478－ 2 〃 アタマ 108．0�
59 グリッタードリーム 牝2鹿 54 石橋 脩 	社台レースホース武藤 善則 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 01：10．9� 13．8�
510 デ カ 牡2栗 55

53 △木幡 巧也小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 456＋ 81：11．22 13．3
12 ニシノルーツ 牡2黒鹿55 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 本桐牧場 442＋ 81：11．41� 37．4�
11 グッバイサマー 牝2栗 54 木幡 初広澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 小河 豊水 422± 01：11．61� 58．7�
612 サノノジャングル 牡2栗 55 大野 拓弥佐野 信幸氏 中野 栄治 平取 川向高橋育

成牧場 406＋ 6 〃 ハナ 147．3�
23 ミコマッシグラ 牝2栗 54 松岡 正海古賀 慎一氏 池上 昌和 新冠 飛渡牧場 414＋ 41：11．81� 271．1�
714 フ ァ ヌ エ ル 牝2黒鹿54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 山際牧場 420＋ 81：12．01� 99．3�
611 ア ン ゲ ル ス 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎金山 敏也氏 黒岩 陽一 日高 日高大洋牧場 386＋ 4 〃 アタマ 158．0�
713	 ジュンアイルランド 牡2黒鹿55 戸崎 圭太河合 純二氏 尾関 知人 愛 Sarah

McNicholas 464＋ 21：12．95 7．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，893，100円 複勝： 40，911，500円 枠連： 20，214，900円
馬連： 57，001，400円 馬単： 31，668，800円 ワイド： 35，238，800円
3連複： 74，738，400円 3連単： 94，984，300円 計： 380，651，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 120円 � 1，740円 枠 連（3－8） 280円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 220円 �� 7，640円 �� 4，940円

3 連 複 ��� 18，720円 3 連 単 ��� 74，040円

票 数

単勝票数 計 258931 的中 � 53658（2番人気）
複勝票数 計 409115 的中 � 70521（2番人気）� 126619（1番人気）� 3344（12番人気）
枠連票数 計 202149 的中 （3－8） 54553（1番人気）
馬連票数 計 570014 的中 �� 95375（1番人気）
馬単票数 計 316688 的中 �� 24026（2番人気）
ワイド票数 計 352388 的中 �� 52712（1番人気）�� 1014（45番人気）�� 1577（37番人気）
3連複票数 計 747384 的中 ��� 2993（46番人気）
3連単票数 計 949843 的中 ��� 930（212番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―45．9―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 1，6（2，9）（5，14）（10，15，16）（3，4，11）－（7，8）－12＝13 4 1（6，9，16）（2，5，15）（4，10）（3，14，11）（7，8，12）＝13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーワイン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．11．20 東京4着

2014．4．20生 牡2鹿 母 ウエスタンダンサー 母母 ウエスタンローズ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンアイルランド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月17日まで平地

競走に出走できない。

3305212月17日 晴 稍重 （28中山5）第5日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時20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

713 アースオブフェイム 牡2栗 55 戸崎 圭太 �グリーンファーム和田 正道 新冠 ハシモトフアーム 496± 01：13．7 1．2�
816 ノアブリジット 牝2栗 54 江田 照男佐山 公男氏 天間 昭一 日高 千葉飯田牧場 458± 01：13．91� 194．9�
611 ユメチョキン 牝2栗 54 石橋 脩上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 444－ 41：14．0� 18．7�
510 タキオンレイ 牝2栗 54 勝浦 正樹小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 456－ 81：14．1	 97．0�
612 シークレットプラン 牡2栗 55

53 △木幡 巧也林 正道氏 牧 光二 浦河 駿河牧場 492＋101：14．2クビ 31．1�
59 タイセイモーション 牝2鹿 54 田辺 裕信田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 小島牧場 440± 01：14．73 8．6	
36 フラッグアドミラル 牡2黒鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 450＋121：14．8クビ 41．2

47 ブ ラ ン シ ュ 牝2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 448＋141：15．01� 12．2�
24 サーカディアン 牝2鹿 54 武士沢友治加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 440－ 61：15．53 170．6�
714 クードゥシャポー 牡2栗 55 森 泰斗栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 490－ 21：15．6� 30．3

（船橋）

48 デ リ ツ ィ エ 牝2栗 54 内田 博幸 �二風谷ファーム 田島 俊明 平取 びらとり牧場 424＋101：15．81� 17．2�
815 タケルブラック 牡2鹿 55

54 ☆石川裕紀人森 保彦氏 池上 昌和 新冠 五丸農場 472＋10 〃 ハナ 81．1�
35 サーストンヒーロー 牡2鹿 55 岩田 康誠齊藤 宣勝氏 勢司 和浩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498± 01：15．9� 40．3�
23 エ ズ 牝2鹿 54 吉田 豊畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 神垣 道弘 444＋ 2 〃 クビ 75．3�
11 コスモシフティ 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 日高 賀張三浦牧場 476± 01：17．28 282．9�
12 ジェムリリー 牡2鹿 55 村田 一誠島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 61：18．810 254．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，682，300円 複勝： 118，385，300円 枠連： 15，664，300円
馬連： 50，957，000円 馬単： 41，235，600円 ワイド： 32，046，100円
3連複： 67，730，000円 3連単： 129，261，300円 計： 483，961，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 2，430円 � 290円 枠 連（7－8） 1，550円

馬 連 �� 9，320円 馬 単 �� 11，770円

ワ イ ド �� 3，860円 �� 470円 �� 30，700円

3 連 複 ��� 42，150円 3 連 単 ��� 145，970円

票 数

単勝票数 計 286823 的中 � 177414（1番人気）
複勝票数 計1183853 的中 � 954410（1番人気）� 2294（13番人気）� 24708（5番人気）
枠連票数 計 156643 的中 （7－8） 7806（5番人気）
馬連票数 計 509570 的中 �� 4234（17番人気）
馬単票数 計 412356 的中 �� 2627（24番人気）
ワイド票数 計 320461 的中 �� 2036（30番人気）�� 19383（4番人気）�� 252（83番人気）
3連複票数 計 677300 的中 ��� 1205（71番人気）
3連単票数 計1292613 的中 ��� 642（264番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．9―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．3―48．2―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アースオブフェイム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2016．11．6 東京2着

2014．2．20生 牡2栗 母 アースサウンド 母母 Leilani’s Song 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェムリリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月17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。
（非当選馬） 2頭 オールイン号・サウンドストリート号
※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。



3305312月17日 晴 良 （28中山5）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時10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

714 カ リ ン バ 牝2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 410 ―1：52．5 7．1�
713 アオイシンゴ 牡2芦 55

53 △木幡 巧也新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 484 ―1：52．71� 28．9�
612 ホウオウジャンプ 牡2鹿 55 内田 博幸小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 514 ―1：52．91� 46．2�
816 ヒラボクビューン 牡2鹿 55 吉田 豊�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 470 ― 〃 クビ 15．8�
611 ストロベリーハーツ 牝2栗 54 岩田 康誠田島 政光氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 452 ―1：53．0クビ 16．2	
24 ディーグランデ 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 456 ― 〃 クビ 2．2

12 サンチャールストン 牡2栗 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 藤沢 和雄 日高 有限会社

ケイズ 470 ―1：53．1� 25．3�
815 エ ナ ホ ー プ 牝2黒鹿54 柴田 善臣宮原 廣伸氏 松永 康利 日高 沖田牧場 480 ―1：53．2クビ 9．9�
35 チャロネグロ 牡2黒鹿55 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510 ― 〃 アタマ 6．9

47 スカイライト 牡2鹿 55 横山 典弘下河�美智子氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 476 ― 〃 クビ 141．6�
23 ハ ウ エ バ ー 牡2栗 55 津村 明秀古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 414 ―1：53．3クビ 184．4�
510 レッドボヌール 牝2鹿 54 伊藤 工真 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 クビ 122．0�
59 ジョリーラブ 牡2栗 55 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 486 ― 〃 ハナ 45．4�
36 サーレンブラント 牡2鹿 55 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 460 ―1：53．4	 6．5�
48 ナスヤマブキ 牡2鹿 55 横山 和生小山田兼敏氏 小野 次郎 浦河 山田牧場 470 ―1：57．0大差 302．7�

（15頭）
11 
 オ ー パ ー ツ 牝2芦 54 石橋 脩岡田 牧雄氏 萩原 清 米 Charles

H. Deters ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，941，700円 複勝： 42，539，000円 枠連： 22，820，600円
馬連： 59，654，200円 馬単： 33，539，900円 ワイド： 36，063，300円
3連複： 72，184，100円 3連単： 96，861，200円 計： 397，604，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 290円 � 810円 � 1，340円 枠 連（7－7） 10，580円

馬 連 �� 10，680円 馬 単 �� 19，240円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 3，520円 �� 6，170円

3 連 複 ��� 57，530円 3 連 単 ��� 286，630円

票 数

単勝票数 計 339417 的中 � 38174（4番人気）
複勝票数 計 425390 的中 � 44847（4番人気）� 13091（9番人気）� 7606（11番人気）
枠連票数 計 228206 的中 （7－7） 1671（24番人気）
馬連票数 計 596542 的中 �� 4325（31番人気）
馬単票数 計 335399 的中 �� 1307（59番人気）
ワイド票数 計 360633 的中 �� 3577（29番人気）�� 2646（38番人気）�� 1494（51番人気）
3連複票数 計 721841 的中 ��� 941（137番人気）
3連単票数 計 968612 的中 ��� 245（698番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．6―38．3―51．5―1：04．6―1：17．6―1：29．6―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F34．9
1
3
8，10（4，11，14）（13，16）（5，15）（2，12）（9，7）3，6・（8，10，11）（4，14，12）（13，16）（5，2，15）（9，7）（3，6）

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

勝馬の
紹 介

カ リ ン バ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2014．4．21生 牝2鹿 母 アフリカンピアノ 母母 マ ン デ ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 オーパーツ号は，疾病〔左後挫跖〕のため出走取消。
※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 ダイワエトワール号

3305412月17日 晴 稍重 （28中山5）第5日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時40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

810 ダイワドノヴァン 牡2黒鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 534 ―1：57．5 4．4�
33 オ ル ト ロ ス 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502 ―1：58．35 3．1�
66 ロ ジ キ セ キ 牡2黒鹿55 横山 典弘久米田正明氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ―1：58．62 9．2�
11 オノリシャス 牝2鹿 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 456 ―1：59．23� 6．4�
22 エオスフォス 牝2鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新冠 小泉 学 490 ―1：59．51� 4．3	
44 レ オ ネ ル 牡2黒鹿55 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 浦河 中脇 満 486 ―1：59．6� 63．8

78 ルールアゲン 	2鹿 55 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 丸幸小林牧場 480 ―2：00．55 12．4�
811 ウェルカムキッス 牝2青鹿 54

52 △木幡 巧也石川 貴久氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 478 ―2：00．82 24．4�
79 ロバリーゴー 牡2黒鹿55 丹内 祐次木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 482 ―2：02．8大差 17．6
55 エスピエーグル 牡2青鹿55 江田 照男ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 元道牧場 B482 ―2：04．6大差 111．6�
67 デザインカプチーノ 牡2鹿 55 松岡 正海スリースターズレーシング 伊藤 伸一 新ひだか 酒井 秀紀 532 ―2：05．13 135．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，621，300円 複勝： 30，111，900円 枠連： 13，339，200円
馬連： 51，123，900円 馬単： 28，126，600円 ワイド： 27，157，900円
3連複： 58，540，200円 3連単： 88，792，200円 計： 324，813，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 140円 � 220円 枠 連（3－8） 580円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 350円 �� 630円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 9，280円

票 数

単勝票数 計 276213 的中 � 49562（3番人気）
複勝票数 計 301119 的中 � 53479（2番人気）� 64191（1番人気）� 28417（6番人気）
枠連票数 計 133392 的中 （3－8） 17718（1番人気）
馬連票数 計 511239 的中 �� 49203（2番人気）
馬単票数 計 281266 的中 �� 12736（3番人気）
ワイド票数 計 271579 的中 �� 21148（3番人気）�� 10505（8番人気）�� 12398（5番人気）
3連複票数 計 585402 的中 ��� 20557（5番人気）
3連単票数 計 887922 的中 ��� 6931（18番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．7―13．6―13．1―12．7―13．3―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―38．5―52．1―1：05．2―1：17．9―1：31．2―1：44．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワドノヴァン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2014．5．17生 牡2黒鹿 母 エールスタンス 母母 エリンバード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスピエーグル号・デザインカプチーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年1月17日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 サウンディングベル号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）



3305512月17日 晴 稍重 （28中山5）第5日 第7競走 ��2，500�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：38．6
2：38．6

不良
不良

55 バイオンディップス 牡4黒鹿57 田中 勝春丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B530＋122：44．4 2．6�
11 � サトノギャラクシー 牡4青鹿 57

55 △木幡 巧也里見 治氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 542＋ 82：45．89 35．2�
79 パッショネイトラン 牡4鹿 57 丹内 祐次米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 長谷部牧場 544＋ 82：45．9� 6．0�
68 ディリゲント 牡3黒鹿 55

54 ☆石川裕紀人ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新ひだか 静内フアーム 512＋ 62：46．0� 22．4�
33 アドマイヤガスト 牡4鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 530＋ 42：46．1� 26．3�
44 ダノンアローダ 牡3鹿 55 戸崎 圭太�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 524－ 22：46．63 4．1	
67 アンジュリンブレス 牡4青鹿57 大野 拓弥塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 B498－ 22：47．55 7．3

811� ララクードゥリオン 牡4青鹿57 江田 照男フジイ興産� 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 514＋ 42：47．82 214．1�
710� モ シ モ シ 牝6黒鹿55 内田 博幸小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 426＋ 42：48．33 41．4�
56 � ハヤブサライデン 牡4鹿 57 松岡 正海吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 492± 02：48．4クビ 6．2�
812 クリミアタイガー 牡3鹿 55 津村 明秀吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B538＋122：49．04 51．8�
22 � メ イ ジ ン 牡5栗 57

54 ▲野中悠太郎國分 純氏 蛯名 利弘 日高 スマイルファーム 478＋ 62：52．5大差 84．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，852，800円 複勝： 43，458，300円 枠連： 17，266，000円
馬連： 68，442，000円 馬単： 33，876，400円 ワイド： 36，682，400円
3連複： 84，580，600円 3連単： 120，128，300円 計： 434，286，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 570円 � 180円 枠 連（1－5） 2，760円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 350円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 20，870円

票 数

単勝票数 計 298528 的中 � 89479（1番人気）
複勝票数 計 434583 的中 � 100854（1番人気）� 13728（8番人気）� 65910（3番人気）
枠連票数 計 172660 的中 （1－5） 4847（9番人気）
馬連票数 計 684420 的中 �� 14503（11番人気）
馬単票数 計 338764 的中 �� 4718（21番人気）
ワイド票数 計 366824 的中 �� 7362（12番人気）�� 30256（2番人気）�� 5112（19番人気）
3連複票数 計 845806 的中 ��� 16396（12番人気）
3連単票数 計1201283 的中 ��� 4173（69番人気）

ハロンタイム 7．1―11．7―11．9―12．9―13．5―14．0―14．4―14．0―12．7―12．7―13．1―12．9―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―18．8―30．7―43．6―57．1―1：11．1―1：25．5―1：39．5―1：52．2―2：04．9―2：18．0―2：30．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイオンディップス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 アグネスワールド デビュー 2014．7．12 函館6着

2012．3．26生 牡4黒鹿 母 リトルディッパー 母母 マンデーデライト 19戦3勝 賞金 33，574，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイジン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月17日まで平地競走に出

走できない。

3305612月17日 晴 稍重 （28中山5）第5日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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

714 シ ェ ア ー ド 牡3鹿 56
54 △木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 478＋121：11．4 13．5�

612 ヒカリブランデー 牡5鹿 57 北村 宏司�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 496＋12 〃 ハナ 4．8�
36 シアーライン 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 522＋101：11．61� 2．4�
47 	 チェリーサマー 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 526＋161：11．92 37．6�
510 クワドループル 牡4黒鹿57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 8 〃 ハナ 12．6�
815 ビービーサレンダー 牡3鹿 56 伊藤 工真	坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 496＋101：12．0
 9．3

816 リュクサンブール �5鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466－ 21：12．1クビ 21．8�
59 	 キングカーティス 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 456＋ 21：12．31� 19．8�
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 576＋ 4 〃 クビ 36．1
611 デピュティプライム 牡3栗 56 岩田 康誠丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 490＋ 41：12．4� 18．5�
11 	 サントノーレ 牝4栗 55 内田 博幸吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 492＋ 41：12．5クビ 178．9�
12  セ ト ア ロ ー 牡5鹿 57 森 泰斗難波 澄子氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

532± 01：12．6� 52．2�
（船橋）

24 スマートプラネット 牝4鹿 55 柴田 大知田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム B468＋ 21：12．7� 112．9�
713 トミケンキルカス 牡4栗 57 田辺 裕信冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 512± 01：12．8クビ 11．2�
23 シゲルテングダイ 牡3栗 56 大野 拓弥森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 大林ファーム 492＋ 41：13．54 26．9�
48 ラスパジャサーダス 牝4芦 55 松岡 正海佐々木雄二氏 中舘 英二 伊達 高橋農場 454＋ 41：13．71
 75．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，864，900円 複勝： 53，007，400円 枠連： 25，820，600円
馬連： 88，455，500円 馬単： 42，205，000円 ワイド： 52，017，500円
3連複： 112，251，600円 3連単： 140，492，600円 計： 551，115，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 360円 � 160円 � 140円 枠 連（6－7） 1，120円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 7，010円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 990円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 31，160円

票 数

単勝票数 計 368649 的中 � 21843（6番人気）
複勝票数 計 530074 的中 � 26917（6番人気）� 95083（2番人気）� 120993（1番人気）
枠連票数 計 258206 的中 （6－7） 17806（5番人気）
馬連票数 計 884555 的中 �� 21847（11番人気）
馬単票数 計 422050 的中 �� 4511（23番人気）
ワイド票数 計 520175 的中 �� 11897（10番人気）�� 12523（8番人気）�� 51110（1番人気）
3連複票数 計1122516 的中 ��� 22129（4番人気）
3連単票数 計1404926 的中 ��� 3268（65番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―12．0―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．4―46．4―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 16－8（7，15，12，14）10（2，9，6）（3，5，13）11，1，4 4 16－（7，8，12，14）－15（2，10，6）9（3，5）11（1，13）－4

勝馬の
紹 介

シ ェ ア ー ド �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．6 東京7着

2013．4．8生 牡3鹿 母 シルクシルエット 母母 ビワナタシュカ 14戦3勝 賞金 31，940，000円
〔制裁〕 ラスパジャサーダス号の騎手松岡正海は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・6番・5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。



3305712月17日 晴 良 （28中山5）第5日 第9競走 ��
��1，600�ひ い ら ぎ 賞

発走14時15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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

710 アウトライアーズ 牡2鹿 55 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 482± 01：34．8 1．6�
69 ウインブライト 牡2芦 55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 41：35．01� 13．4�
45 ナイトバナレット 牡2芦 55 岩田 康誠 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 61：35．21� 14．1�
812 エトルディーニュ 牡2青鹿55 戸崎 圭太柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 488＋ 8 〃 アタマ 5．3�
711 ジュニエーブル 牡2鹿 55 吉田 豊柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 444± 0 〃 ハナ 118．5	
68 イノバティブ 牡2鹿 55 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 446＋ 21：35．3	 43．1

33 グ リ ト ニ ル 牡2鹿 55 北村 宏司杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 424＋ 21：35．62 36．6�
57 ブライトンロック 牡2黒鹿55 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 21：35．7クビ 79．6�
56 サクレエクスプレス 牝2鹿 54 C．ルメール K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 476± 01：35．91� 4．8
44 マテラレックス 牡2鹿 55 内田 博幸大野 剛嗣氏 森 秀行 浦河 高村牧場 452＋ 81：36．22 67．1�
11 マイネルベレーロ 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 484± 0 〃 ハナ 93．5�
813
 ビーザライト 牡2鹿 55 森 泰斗坂本 浩一氏 的場 直之 安平 追分ファーム 518± 01：37．05 218．2�

（大井） （船橋）

22 マイネルエパティカ 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 41：37．1� 61．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，866，500円 複勝： 143，772，400円 枠連： 24，520，400円
馬連： 122，036，200円 馬単： 65，696，300円 ワイド： 64，108，400円
3連複： 148，826，100円 3連単： 258，881，000円 計： 883，707，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 240円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 390円 �� 410円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 7，160円

票 数

単勝票数 計 558665 的中 � 265623（1番人気）
複勝票数 計1437724 的中 � 963403（1番人気）� 55355（5番人気）� 57466（4番人気）
枠連票数 計 245204 的中 （6－7） 26497（3番人気）
馬連票数 計1220362 的中 �� 110652（3番人気）
馬単票数 計 656963 的中 �� 39933（4番人気）
ワイド票数 計 641084 的中 �� 44887（3番人気）�� 41360（4番人気）�� 10260（14番人気）
3連複票数 計1488261 的中 ��� 41114（7番人気）
3連単票数 計2588810 的中 ��� 26178（20番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．4―11．7―12．3―12．2―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．1―46．8―59．1―1：11．3―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アウトライアーズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．8．6 新潟2着

2014．3．24生 牡2鹿 母 ウィストラム 母母 リュドゥパーム 4戦2勝 賞金 20，666，000円
※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。

3305812月17日 晴 稍重 （28中山5）第5日 第10競走 ��
��1，800�

ちゅうとう

仲冬ステークス
発走14時50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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

610 リーゼントロック 牡5黒鹿57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 524＋ 41：52．6 3．1�
34 クロフネビームス 牝4芦 55 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 488＋ 81：52．81 4．7�
815 コスモカナディアン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 480＋ 61：53．22� 8．9�
46 クラシックメタル 	5鹿 57 石橋 脩吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 116．5�
713 マウントハレアカラ 牡4鹿 57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 474＋ 21：53．3クビ 4．6	
611 パワーポケット 牡4黒鹿57 田中 勝春柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 546＋ 61：53．4� 26．4

22 ディアドムス 牡4鹿 57 田辺 裕信ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B506＋ 41：53．71
 50．4�
59 イントロダクション 牝5栗 55 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 444＋ 41：53．8� 98．7�
35 クラウンシャイン 牡4栗 57 石川裕紀人�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 484＋10 〃 クビ 15．9
47 ルールソヴァール 	4栗 57 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 2 〃 アタマ 7．2�
814 シ ッ プ ウ 	5黒鹿57 勝浦 正樹 �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 508＋ 61：54．33 225．4�
23 キングノヨアケ 牡4黒鹿57 内田 博幸平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 504＋ 21：54．4
 66．9�
58 サクラエンパイア 牡3鹿 56 戸崎 圭太�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 B466＋ 41：54．5
 12．3�
11 トミケンシャルゴー 牡4鹿 57 岩田 康誠冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 豊洋牧場 526＋121：54．6クビ 75．6�
712 タマモマズルカ 牡5黒鹿57 江田 照男タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 530± 01：57．2大差 177．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，323，500円 複勝： 88，513，700円 枠連： 33，770，500円
馬連： 162，543，000円 馬単： 67，677，400円 ワイド： 80，844，900円
3連複： 197，478，100円 3連単： 272，551，400円 計： 955，702，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 140円 � 210円 枠 連（3－6） 470円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 240円 �� 490円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 6，720円

票 数

単勝票数 計 523235 的中 � 131218（1番人気）
複勝票数 計 885137 的中 � 219968（1番人気）� 169682（2番人気）� 84250（5番人気）
枠連票数 計 337705 的中 （3－6） 54798（1番人気）
馬連票数 計1625430 的中 �� 196210（1番人気）
馬単票数 計 676774 的中 �� 41212（1番人気）
ワイド票数 計 808449 的中 �� 99188（1番人気）�� 39352（5番人気）�� 39217（6番人気）
3連複票数 計1974781 的中 ��� 87061（3番人気）
3連単票数 計2725514 的中 ��� 29362（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．2―50．2―1：02．6―1：15．1―1：27．5―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3
8，10，15（1，6）（4，13）（3，7，11）－（2，5）（9，14）－12
8，10，15（1，6，13，11）（3，4）7（9，2，5）14－12

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

勝馬の
紹 介

リーゼントロック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2013．12．7 阪神2着

2011．3．2生 牡5黒鹿 母 レディインディ 母母 Fiji 22戦5勝 賞金 95，401，000円



3305912月17日 晴 良 （28中山5）第5日 第11競走 ��
��1，600�第2回ターコイズステークス

発走15時25分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，27．12．19以降28．12．11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 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

510 マジックタイム 牝5黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：33．6 2．9�
713 レッツゴードンキ 牝4栗 56．5 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 492＋111：33．81� 11．1�
11 カフェブリリアント 牝6栗 55 戸崎 圭太西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 8 〃 アタマ 7．4�
12 ウキヨノカゼ 牝6黒鹿56 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 484± 01：33．9クビ 29．3�
59 ウインファビラス 牝3芦 53 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 6 〃 クビ 17．1	
611 アットザシーサイド 牝3鹿 54 柴田 善臣吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 ハナ 5．9

815 エテルナミノル 牝3黒鹿53 蛯名 正義吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 41：34．11 14．6�
48 アルマディヴァン 牝6栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 498＋ 41：34．2� 106．8�
714 ウ リ ウ リ 牝6青 56 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474＋ 6 〃 クビ 34．5
24 � サンソヴール 牝5黒鹿52 津村 明秀�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 462＋111：34．3� 57．1�
612 ペイシャフェリス 牝5鹿 54 森 泰斗北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 466＋ 61：34．4クビ 72．3�

（船橋）

816 マイネグレヴィル 牝5鹿 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 470± 01：34．61� 119．1�

35 エンジェルフェイス 牝3黒鹿54 北村 宏司 �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 498－ 61：34．7クビ 30．9�
47 クロコスミア 牝3黒鹿54 田辺 裕信大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 412± 01：35．01	 7．5�
36 ビービーバーレル 牝3栗 54 石橋 脩坂東 勝彦氏 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 494＋ 61：35．1	 46．1�
23 ダイワドレッサー 牝3鹿 54 石川裕紀人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468＋ 21：36．05 10．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 130，118，400円 複勝： 197，805，400円 枠連： 85，522，000円
馬連： 483，413，200円 馬単： 192，889，900円 ワイド： 242，539，400円
3連複： 840，455，300円 3連単： 1，063，123，200円 計： 3，235，866，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 320円 � 220円 枠 連（5－7） 1，180円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 740円 �� 460円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 17，140円

票 数

単勝票数 計1301184 的中 � 350509（1番人気）
複勝票数 計1978054 的中 � 515910（1番人気）� 124571（6番人気）� 208931（3番人気）
枠連票数 計 855220 的中 （5－7） 56137（4番人気）
馬連票数 計4834132 的中 �� 195743（5番人気）
馬単票数 計1928899 的中 �� 49737（7番人気）
ワイド票数 計2425394 的中 �� 83451（5番人気）�� 144241（2番人気）�� 34168（19番人気）
3連複票数 計8404553 的中 ��� 155580（8番人気）
3連単票数 計10631232 的中 ��� 44952（25番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．8―11．9―11．7―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．6―46．4―58．3―1：10．0―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3

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

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

マジックタイム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．14 福島2着

2011．2．15生 牝5黒鹿 母 タイムウィルテル 母母 フサイチカツラ 22戦6勝 賞金 205，373，000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 オーヴィレール号・ゴールデンナンバー号・マラムデール号・ヤサカオディール号
※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。

3306012月17日 晴 良 （28中山5）第5日 第12競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走16時00分 （芝・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 スマートルビー 牝3栗 54 戸崎 圭太大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 442＋ 82：02．3 5．1�
22 ベアインマインド 牝3鹿 54 C．ルメール 宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 428－ 42：02．4� 2．6�
79 スターファセット 牝4鹿 55 森 泰斗吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 460＋ 22：02．5� 19．6�

（船橋）

67 ティックルゴールド 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋142：02．6� 19．4�

810 ウインマハロ 牝4鹿 55 柴田 大知�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 432－ 2 〃 ハナ 26．0	
811 アースプレイ 牝5青鹿 55

54 ☆石川裕紀人松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 460－ 2 〃 クビ 7．0


44 レッドシルヴィ 牝3鹿 54 吉田 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446＋ 82：02．7クビ 11．0�
78 ライトファンタジア 牝4栗 55 石橋 脩吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 446－10 〃 ハナ 3．5�
33 スマートルピナス 牝6鹿 55

52 ▲野中悠太郎大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 482＋ 82：02．91� 128．4
55 ヴァンデミエール 牝5鹿 55 伊藤 工真�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 22：03．11� 79．3�
66 コスモメリー 牝5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 446－ 42：03．52� 176．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，466，300円 複勝： 65，950，300円 枠連： 25，373，700円
馬連： 123，406，000円 馬単： 64，597，500円 ワイド： 62，880，200円
3連複： 150，850，500円 3連単： 276，511，100円 計： 825，035，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 130円 � 290円 枠 連（1－2） 660円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，300円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 15，400円

票 数

単勝票数 計 554663 的中 � 86457（3番人気）
複勝票数 計 659503 的中 � 98717（3番人気）� 161690（1番人気）� 43272（6番人気）
枠連票数 計 253737 的中 （1－2） 29502（2番人気）
馬連票数 計1234060 的中 �� 137576（2番人気）
馬単票数 計 645975 的中 �� 32779（4番人気）
ワイド票数 計 628802 的中 �� 59822（2番人気）�� 11356（17番人気）�� 19826（9番人気）
3連複票数 計1508505 的中 ��� 30267（12番人気）
3連単票数 計2765111 的中 ��� 13011（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―37．3―49．8―1：02．5―1：14．9―1：27．4―1：39．3―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．9
1
3
7，10（1，6）（4，8）（3，9，11）2－5・（7，10）（1，6）（4，8）3（9，11）－2，5

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

勝馬の
紹 介

スマートルビー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2016．2．14 東京3着

2013．5．3生 牝3栗 母 ビーウインド 母母 ビクトリーマッハ 7戦3勝 賞金 27，806，000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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

ターコイズステークス（重賞）
（芝・右・外）



（28中山5）第5日 12月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 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 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

240，770，000円
2，530，000円
15，380，000円
1，810，000円
26，560，000円
67，975，500円
4，744，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
528，020，700円
901，811，800円
311，037，300円
1，375，463，900円
659，933，500円
734，823，300円
1，957，911，500円
2，720，569，300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 9，189，571，300円

総入場人員 22，282名 （有料入場人員 19，577名）
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