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3306112月18日 晴 稍重 （28中山5）第6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

815 ミ ス パ イ ロ 牝2黒鹿54 柴山 雄一村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 戸川牧場 468＋ 41：12．9 5．6�
712 ショウブノセック 牡2栗 55 丹内 祐次古賀 慎一氏 尾形 和幸 むかわ 上水牧場 462－ 21：13．0� 126．4�
46 バングルバングル 牡2栗 55

53 △木幡 巧也手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 484± 0 〃 ハナ 3．8�
59 ネ コ ビ ッ チ 牡2鹿 55 田辺 裕信桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 476± 01：13．21� 4．9�
47 キ ッ プ ヨ シ 牡2鹿 55 大野 拓弥北所 直人氏 高木 登 新ひだか 坂本牧場 468－ 21：13．62� 42．3�
22 ア リ ス カ ン 牡2黒鹿55 吉田 豊髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 506－ 41：13．81 21．3�
814 ビバジャンティ 牝2芦 54 柴田 善臣田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 482＋121：14．01� 34．8	
610 ワイルドグラス 牡2鹿 55 田中 勝春長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 480± 01：14．21� 57．0

611 ハヤブサザムライ 牡2栗 55 黛 弘人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 496＋ 21：14．3� 212．6�
34 ペイシャリサ 牝2栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 460－ 2 〃 ハナ 141．7�
713 ミステリーモリオン 牡2鹿 55 戸崎 圭太田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 正 464＋ 21：14．61� 2．7
23 ダイメイピット 牡2鹿 55 江田 照男宮本 昇氏 菅原 泰夫 日高 横井 哲 420＋101：14．7� 58．0�
11 デルマオフクロサン 牝2黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 438－ 41：14．8� 12．5�
58 バルバスバウ �2鹿 55 北村 宏司岡田 牧雄氏 池上 昌和 青森 織笠 時男 422－ 61：15．65 113．0�
35 ミューチュアリティ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 462＋ 21：16．34 150．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，746，600円 複勝： 41，820，100円 枠連： 13，288，400円
馬連： 63，872，200円 馬単： 33，706，800円 ワイド： 36，442，600円
3連複： 88，554，500円 3連単： 119，496，700円 計： 421，927，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 2，370円 � 150円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 44，790円 馬 単 �� 112，850円

ワ イ ド �� 8，790円 �� 470円 �� 6，050円

3 連 複 ��� 46，090円 3 連 単 ��� 512，630円

票 数

単勝票数 計 247466 的中 � 35210（4番人気）
複勝票数 計 418201 的中 � 58052（4番人気）� 3054（12番人気）� 94563（2番人気）
枠連票数 計 132884 的中 （7－8） 16526（2番人気）
馬連票数 計 638722 的中 �� 1105（48番人気）
馬単票数 計 337068 的中 �� 224（105番人気）
ワイド票数 計 364426 的中 �� 1007（52番人気）�� 22184（6番人気）�� 1469（37番人気）
3連複票数 計 885545 的中 ��� 1441（86番人気）
3連単票数 計1194967 的中 ��� 169（649番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．4―12．2―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．5―46．7―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ス パ イ ロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤドン デビュー 2016．7．23 福島3着

2014．4．13生 牝2黒鹿 母 ブ イ ア ス カ 母母 アシヤマダム 5戦1勝 賞金 7，300，000円
※出走取消馬 ゲンパチキララ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。
（非当選馬） 1頭 ツウフラワーズ号
（非抽選馬） 3頭 サンニューオリンズ号・シゲルパンダ号・デルマアンコツバキ号

3306212月18日 晴 稍重 （28中山5）第6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

12 ヤマトワイルド 牡2鹿 55 柴山 雄一醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 464± 01：58．1 6．2�
35 ショウブニデル 牡2青鹿55 戸崎 圭太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 494＋ 81：58．31� 1．5�
24 ヒトノワドリーム 牡2鹿 55 吉田 豊西村 静子氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432± 01：59．25 78．2�
815 ルーナデラセーラー 牝2黒鹿54 大野 拓弥加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 478＋ 61：59．41 10．1�
816 ニシノリヒト 牡2鹿 55 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 438－ 4 〃 アタマ 158．3�
612 マッジョネラ �2黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 492－ 61：59．5� 21．8�
714 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 412＋ 61：59．6� 47．8	
23 マイネルアクスト �2鹿 55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 浦河 三枝牧場 506＋ 62：00．23� 74．5�
59 ワイルドスマッシュ 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 480＋ 2 〃 クビ 218．9�
611 イ ー ゼ ル �2栗 55 松岡 正海水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 484＋ 42：01．05 115．4
36 ブルーベック 牡2栗 55

53 △木幡 巧也田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 482－ 4 〃 クビ 9．0�
713 ナムラアヴィ 牝2栗 54 田中 勝春奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 470＋ 42：01．1クビ 191．6�
47 ヤマタケナゴミ 牝2鹿 54 横山 和生山中 和子氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 458＋ 42：02．16 408．8�
510 ショウナンカグヤ 牡2鹿 55 蛯名 正義国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 佐藤 陽一 B494－ 22：02．95 76．8�
48 バトルエニシ 牝2鹿 54 柴田 善臣宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 466± 02：03．11� 12．1�

（15頭）
11 マ ス ラ オ 牡2栗 55 勝浦 正樹森岡 幸人氏 金成 貴史 日高 白井牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，526，000円 複勝： 64，183，900円 枠連： 13，872，000円
馬連： 53，890，000円 馬単： 34，809，700円 ワイド： 30，499，500円
3連複： 71，590，100円 3連単： 113，415，900円 計： 408，787，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 150円 � 110円 � 1，000円 枠 連（1－3） 400円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 210円 �� 3，790円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 6，380円 3 連 単 ��� 38，290円

票 数

単勝票数 差引計 265260（返還計 204） 的中 � 34073（2番人気）
複勝票数 差引計 641839（返還計 99） 的中 � 62514（2番人気）� 402321（1番人気）� 4944（11番人気）
枠連票数 差引計 138720（返還計 7 ） 的中 （1－3） 26449（1番人気）
馬連票数 差引計 538900（返還計 508） 的中 �� 87168（1番人気）
馬単票数 差引計 348097（返還計 297） 的中 �� 16624（6番人気）
ワイド票数 差引計 304995（返還計 326） 的中 �� 45883（1番人気）�� 1759（31番人気）�� 4271（18番人気）
3連複票数 差引計 715901（返還計 1662） 的中 ��� 8407（19番人気）
3連単票数 差引計1134159（返還計 2347） 的中 ��� 2147（117番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．3―13．4―13．2―13．2―13．6―13．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．1―51．5―1：04．7―1：17．9―1：31．5―1：44．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．2
1
3
5（12，14）－（6，8，16）10（3，9）（11，13）（2，15）－4－7・（5，14）（12，16）（6，2）10（3，8，9，15，13）11，4，7

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

勝馬の
紹 介

ヤマトワイルド �
�
父 トランセンド �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．11．26 東京4着

2014．4．4生 牡2鹿 母 シャインレジーナ 母母 タイムフェアレディ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔出走取消〕 マスラオ号は，疾病〔感冒〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 デルマネライウチ号・ミコダマシ号

第５回 中山競馬 第６日



3306312月18日 晴 良 （28中山5）第6日 第3競走 ��1，600�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
1：33．4
1：32．3

良
良

816 サレンティーナ 牡2栗 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 61：35．7 2．9�

48 サクラサクコロ 牡2鹿 55 柴山 雄一田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 中地 義次 446－ 81：35．91� 7．2�
36 ル ネ デ ィ 牡2栗 55 蛯名 正義森 保彦氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 494＋ 61：36．0� 8．1�
11 オ ー ル デ ン 牡2鹿 55

53 △木幡 巧也金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 452－ 61：36．21� 16．9�
24 ニシノストーリー 牝2黒鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 400－ 4 〃 アタマ 4．1�
713 ファンシーアモン 牝2鹿 54 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 476＋ 4 〃 クビ 9．7	
35 スペランツァ 牝2青 54 吉田 豊伴 仁氏 小笠 倫弘 新ひだか 前谷 武志 488＋ 2 〃 ハナ 31．9

612 ウォルプタス 牝2青鹿54 松岡 正海本間 充氏 和田正一郎 日高 本間牧場 432＋ 41：36．41� 58．5�
815 ヒッシノパッチ 牡2鹿 55 横山 和生中西 功氏 土田 稔 日高 渋谷 健作 452－101：36．61� 246．8�
611 クモノカヨイジ 牡2栗 55

52 ▲菊沢 一樹江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 442＋ 41：37．23� 315．5
510 ア モ ー レ 牝2鹿 54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B452± 01：37．73 144．1�
23 セイウンハニー 牝2栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 468＋101：38．01� 66．6�
47 マ ラ デ ボ ワ 牝2青鹿54 吉田 隼人大野 富生氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 412± 01：38．1� 164．2�
12 コスモマツカゼ 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 4 〃 ハナ 360．7�
714 ケイティクロス 牝2栗 54

53 ☆石川裕紀人�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 440± 01：39．48 6．8�
59 エイブルメモリー 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 472＋321：40．46 96．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，634，200円 複勝： 42，843，000円 枠連： 17，321，400円
馬連： 65，201，700円 馬単： 33，681，200円 ワイド： 38，606，400円
3連複： 86，821，300円 3連単： 110，417，100円 計： 423，526，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 200円 � 220円 枠 連（4－8） 1，270円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 410円 �� 530円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 9，080円

票 数

単勝票数 計 286342 的中 � 78656（1番人気）
複勝票数 計 428430 的中 � 98392（1番人気）� 49378（4番人気）� 44835（5番人気）
枠連票数 計 173214 的中 （4－8） 10520（7番人気）
馬連票数 計 652017 的中 �� 45768（3番人気）
馬単票数 計 336812 的中 �� 13712（4番人気）
ワイド票数 計 386064 的中 �� 25045（2番人気）�� 18578（5番人気）�� 16928（7番人気）
3連複票数 計 868213 的中 ��� 28836（4番人気）
3連単票数 計1104171 的中 ��� 8813（8番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―11．8―12．1―12．3―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．4―47．2―59．3―1：11．6―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

サレンティーナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2016．9．10 中山4着

2014．1．19生 牡2栗 母 サルヴェジェルマニア 母母 Salve Regina 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイブルメモリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月18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 グラスセレーネ号

3306412月18日 晴 良 （28中山5）第6日 第4競走 ��
��2，000�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
1：59．9
1：59．8

良
良

35 アンネリース 牝2鹿 54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 62：01．9 2．8�

510 コ ン ボ ル ド 牡2芦 55 吉田 隼人金山 敏也氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 458＋ 82：02．11� 4．8�
713 ウインイクシード 牡2黒鹿55 津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 62：02．52� 39．2�
714 グラブザゴールド 牡2鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 434± 02：02．6� 10．7�
59 コントロヴェント 牝2鹿 54 柴田 善臣�G1レーシング 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 62：02．81� 104．4	
715 アンジェーヌ 牡2黒鹿55 松岡 正海落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 イワミ牧場 442± 02：03．01� 47．0

816 ゲンパチマサムネ 牡2鹿 55 吉田 豊平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 502± 0 〃 ハナ 13．6�
817 インペリアルフィズ 牡2栗 55 江田 照男 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 466± 02：03．21� 58．0�
23 チェリートリトン 牡2芦 55 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 492＋12 〃 クビ 21．6
36 ミツカネマジック 牝2黒鹿54 黛 弘人小山田 満氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 470＋ 2 〃 同着 145．4�
612 ローリングタワー 牡2黒鹿 55

53 △木幡 巧也本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 434＋102：03．3クビ 26．1�
818 ク リ シ ュ ナ 牡2栗 55 嘉藤 貴行清水 敏氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 474＋ 62：03．72� 490．1�
611 ベストダンス 牡2黒鹿55 柴山 雄一平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488－ 22：03．91� 46．7�
12 マイネルヴィレ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 的場牧場 480＋14 〃 クビ 281．8�
24 ダンスウィズユー 牝2黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �シルクレーシング 木村 哲也 洞	湖 レイクヴィラファーム 560＋ 82：04．53� 37．1�
47 オウケンスターダム 牡2鹿 55 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 484＋142：04．6
 50．7�
11 フルオブライフ 牡2青鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 532± 02：05．02� 3．5�
48 ウィズリスペクト 牝2鹿 54 武士沢友治新木 鈴子氏 成島 英春 日高 ナカノファーム 426－ 62：05．1クビ 336．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，268，400円 複勝： 46，982，000円 枠連： 18，432，900円
馬連： 67，969，800円 馬単： 34，131，300円 ワイド： 42，372，300円
3連複： 89，694，200円 3連単： 112，371，100円 計： 442，222，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 160円 � 550円 枠 連（3－5） 770円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，710円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 5，710円 3 連 単 ��� 20，340円

票 数

単勝票数 計 302684 的中 � 85547（1番人気）
複勝票数 計 469820 的中 � 119804（1番人気）� 79879（3番人気）� 14271（8番人気）
枠連票数 計 184329 的中 （3－5） 18388（2番人気）
馬連票数 計 679698 的中 �� 84835（2番人気）
馬単票数 計 341313 的中 �� 21501（3番人気）
ワイド票数 計 423723 的中 �� 40982（2番人気）�� 5869（16番人気）�� 4825（20番人気）
3連複票数 計 896942 的中 ��� 11771（14番人気）
3連単票数 計1123711 的中 ��� 4004（48番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．5―12．6―12．8―12．2―12．0―12．0―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．6―36．1―48．7―1：01．5―1：13．7―1：25．7―1：37．7―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．2
1
3

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

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

アンネリース �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Linamix デビュー 2016．7．23 福島2着

2014．5．31生 牝2鹿 母 マ ン バ ラ 母母 Do the Mambo 6戦1勝 賞金 13，850，000円



3306512月18日 晴 稍重 （28中山5）第6日 第5競走 ��1，200�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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

44 サ ノ ラ ブ 牝2青鹿54 勝浦 正樹佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 沖田牧場 452 ―1：13．3 3．6�
33 アンチャーテッド 牡2鹿 55

54 ☆石川裕紀人吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 池添 安雄 438 ―1：13．4� 7．7�
22 キウイチャン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482 ―1：13．82� 46．5�
813 ユイノルフィ 牡2栗 55 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 若林牧場 462 ―1：14．01� 2．6�
11 ペイシャモンタナ 牝2黒鹿54 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 様似 髙村 伸一 422 ―1：15．06 79．9�
69 ミスターボースン 牡2栗 55 柴山 雄一吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 千葉飯田牧場 488 ―1：15．42� 27．0�
57 ベルファムレディ 牝2栗 54 菅原 隆一島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 430 ― 〃 ハナ 101．1

710 ジョワモンテ 牝2黒鹿54 吉田 隼人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 446 ―1：15．82� 12．5�
711 モリヲカエセ 牝2栗 54 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 436 ―1：16．01� 83．1�
68 スカイベリー 牝2鹿 54 岩部 純二 ダイヤモンドファーム 南田美知雄 浦河 ダイヤモンドファーム 428 ―1：16．21� 183．7�
812 タイキワンダー 牡2鹿 55 戸崎 圭太大樹ファーム 小崎 憲 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 460 ― 〃 ハナ 4．6�
45 モーノリノリ 牡2鹿 55 大庭 和弥小田切有一氏 粕谷 昌央 様似 小田牧場 416 ―1：16．3クビ 61．5�
56 ファンラヴィング 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎宮川 保氏 奥村 武 日高 菊地牧場 474 ―1：16．51� 16．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，562，900円 複勝： 31，832，200円 枠連： 17，496，800円
馬連： 55，220，900円 馬単： 33，021，400円 ワイド： 31，962，700円
3連複： 67，248，900円 3連単： 104，588，100円 計： 366，933，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 230円 � 850円 枠 連（3－4） 1，420円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，940円 �� 3，930円

3 連 複 ��� 9，990円 3 連 単 ��� 34，140円

票 数

単勝票数 計 255629 的中 � 56773（2番人気）
複勝票数 計 318322 的中 � 66933（2番人気）� 36745（4番人気）� 7105（8番人気）
枠連票数 計 174968 的中 （3－4） 9492（6番人気）
馬連票数 計 552209 的中 �� 34796（5番人気）
馬単票数 計 330214 的中 �� 10767（8番人気）
ワイド票数 計 319627 的中 �� 16585（5番人気）�� 4101（19番人気）�� 1988（29番人気）
3連複票数 計 672489 的中 ��� 5047（29番人気）
3連単票数 計1045881 的中 ��� 2221（110番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．9―12．6―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―35．1―47．7―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ノ ラ ブ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マイネルラヴ 初出走

2014．4．30生 牝2青鹿 母 カミヒコーキ 母母 オ リ ガ ミ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 タイキワンダー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

3306612月18日 晴 良 （28中山5）第6日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時35分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

816 コマノレジーナ 牝2黒鹿54 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 414 ―1：37．7 6．5�
47 ヴァントネール 牝2栗 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河トラストスリーファーム 442 ―1：38．23 17．6�
23 バーミーブリーズ 牝2鹿 54 柴山 雄一吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 470 ―1：38．3� 6．8�
11 ネオヴェルモット 牝2青鹿54 大野 拓弥小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 424 ― 〃 ハナ 81．9�
24 レッドエルソル 牝2鹿 54 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 438 ― 〃 クビ 11．8�
815 ブライトエンジェル 牝2黒鹿54 松岡 正海下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 438 ―1：38．51 25．8	
12 アポロセシル 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 406 ― 〃 クビ 58．3

59 ラグナアズーラ 牝2黒鹿54 吉田 隼人 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 430 ― 〃 アタマ 3．9�
713 ハ ナ エ ミ 牝2黒鹿54 柴田 善臣�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 422 ―1：38．6� 23．6
36 エアセリーナ 牝2栗 54

53 ☆石川裕紀人 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 468 ―1：38．7� 17．4�
714 プリンプリンカフェ 牝2芦 54 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 460 ―1：38．8クビ 53．8�
612 メヘンディラート 牝2栗 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 日高 中前牧場 442 ―1：38．9� 124．6�
510 ク ロ ン ヌ 牝2栗 54 北村 宏司 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 466 ― 〃 ハナ 3．5�
48 ルビーティアラ 牝2黒鹿54 武士沢友治下河邉行信氏 小野 次郎 新ひだか 三石橋本牧場 436 ―1：39．0� 98．2�
611 アリスパイレーツ 牝2鹿 54 蛯名 正義�NICKS 鹿戸 雄一 日高 スマイルファーム 456 ― 〃 ハナ 53．3�
35 フェザーリング 牝2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 450 ―1：39．21� 21．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，591，000円 複勝： 35，062，900円 枠連： 25，117，600円
馬連： 60，396，500円 馬単： 30，202，800円 ワイド： 35，202，300円
3連複： 76，747，700円 3連単： 95，890，100円 計： 385，210，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 360円 � 210円 枠 連（4－8） 3，520円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 820円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 10，060円 3 連 単 ��� 53，800円

票 数

単勝票数 計 265910 的中 � 32265（3番人気）
複勝票数 計 350629 的中 � 49391（3番人気）� 21881（6番人気）� 45215（4番人気）
枠連票数 計 251176 的中 （4－8） 5518（15番人気）
馬連票数 計 603965 的中 �� 10423（17番人気）
馬単票数 計 302028 的中 �� 3426（24番人気）
ワイド票数 計 352023 的中 �� 6205（15番人気）�� 11386（6番人気）�� 6698（13番人気）
3連複票数 計 767477 的中 ��� 5718（31番人気）
3連単票数 計 958901 的中 ��� 1292（164番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．6―49．1―1：01．7―1：13．9―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

コマノレジーナ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2014．5．3生 牝2黒鹿 母 コマノラミア 母母 リンデンジョオー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3306712月18日 晴 稍重 （28中山5）第6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

611 マイティーゴールド 牡3栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 552＋221：54．5 8．1�
47 ロードシャリオ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �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± 0 〃 ハナ 2．7�
35 シュナウザー 牡3黒鹿56 大野 拓弥村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480＋ 21：54．81� 2．8�
816 ワイドリーザワン 牡4黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B454＋ 21：55．11� 12．7�
59 ボーントゥレイン 牡3鹿 56 吉田 豊窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 522＋ 41：55．31� 63．1	
24 � アンリキャトル 	5黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 472± 01：55．4� 28．1

12 ムーンレンジャー 牡4黒鹿57 柴田 善臣大川 �史氏 本間 忍 新ひだか 岡田牧場 528－ 21：55．5
 5．3�
815 カシノカーム 牡5芦 57 黛 弘人柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B488－ 21：55．92
 69．9
36 シンボリラパス 牡3栗 56 勝浦 正樹シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 482＋ 2 〃 ハナ 175．0�
612 メイショウフェイク 牡4鹿 57 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B508＋ 21：56．0クビ 37．4�
714 レアルイモン 牡4栗 57 二本柳 壮井門 昭二氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 B502－ 61：56．32 49．0�
510 イルフォーコン 牡3黒鹿56 松岡 正海 H.F Association 尾形 和幸 浦河 福田牧場 452＋ 41：56．4
 76．8�
11 � ブレイクエース 牡4鹿 57 柴山 雄一 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514＋261：56．72 92．9�
48 ミラクルウィング 牡3栗 56 丹内 祐次星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 458－ 41：56．8クビ 177．2�
713� フラッシュカフェ 牡4黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 478＋121：57．01� 320．9�
23 エドノマツオー 牡3栗 56 田中 勝春遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 482－ 21：58．8大差 231．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，355，000円 複勝： 60，692，100円 枠連： 20，414，000円
馬連： 93，084，300円 馬単： 45，731，100円 ワイド： 53，411，800円
3連複： 131，359，700円 3連単： 170，074，700円 計： 612，122，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 210円 � 110円 � 130円 枠 連（4－6） 940円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 440円 �� 730円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 9，850円

票 数

単勝票数 計 373550 的中 � 36739（4番人気）
複勝票数 計 606921 的中 � 49647（4番人気）� 182553（1番人気）� 127980（2番人気）
枠連票数 計 204140 的中 （4－6） 16688（4番人気）
馬連票数 計 930843 的中 �� 56414（4番人気）
馬単票数 計 457311 的中 �� 11467（10番人気）
ワイド票数 計 534118 的中 �� 28366（4番人気）�� 15774（8番人気）�� 88153（1番人気）
3連複票数 計1313597 的中 ��� 77554（3番人気）
3連単票数 計1700747 的中 ��� 12512（25番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―13．1―13．0―12．5―12．4―12．4―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．5―50．5―1：03．0―1：15．4―1：27．8―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイティーゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．12．27 中山1着

2013．2．5生 牡3栗 母 マイティースルー 母母 スルーオール 5戦2勝 賞金 17，400，000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 ジュガンティーヤ号

3306812月18日 晴 稍重 （28中山5）第6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

713 テ ン キ セ キ 牝3鹿 54
52 △木幡 巧也天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B482＋ 21：11．9 11．5�

12 ヒカリトップメモリ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 470－ 41：12．11 1．8�
815 ラッキーペニー 牝3鹿 54 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 524－ 21：12．42 41．4�
714 ノーフェイト 牝4栗 55

52 ▲野中悠太郎ディアレストクラブ� 栗田 徹 浦河 小島牧場 470± 01：13．03� 48．5�
23 ドウカンヤマ 牡3栗 56 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 502＋22 〃 ハナ 14．0�
35 パ ブ ロ 牡3青鹿56 津村 明秀 	シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 アタマ 17．1

48 カシノアーニング 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 448＋ 61：13．1	 239．5�
36 タイガーヴォーグ 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 496± 01：13．2クビ 5．1�
816
 シ ン ガ ン 牡5青鹿57 柴田 善臣林 正道氏 的場 均 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 492＋ 41：13．41� 11．6
47 � ベルベットムーブ 牝3鹿 54 勝浦 正樹伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 メイプルファーム 422－ 21：13．5クビ 84．8�
612 ファーストオーサー 牡5黒鹿57 武士沢友治石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 484± 01：13．71� 56．7�
611 ゴールドエッグ 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 500＋ 21：14．01	 23．3�
24 
 ウィズレヴェランス 牡4黒鹿57 柴山 雄一 	シルクレーシング 池上 昌和 米 Sierra Farm 494－16 〃 クビ 24．2�
510 サンアルパイン 4鹿 57 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B510＋ 41：14．53 38．3�
59 � ビッグオーラ 牡3鹿 56 江田 照男西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 490－ 51：14．6クビ 207．4�
11 フジワンエンジェル 牝3鹿 54 松岡 正海�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 456＋101：14．81� 52．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，698，800円 複勝： 58，333，800円 枠連： 26，019，000円
馬連： 86，737，400円 馬単： 51，421，600円 ワイド： 52，608，900円
3連複： 120，739，700円 3連単： 171，977，400円 計： 607，536，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 290円 � 110円 � 590円 枠 連（1－7） 980円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 550円 �� 3，840円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 10，410円 3 連 単 ��� 74，520円

票 数

単勝票数 計 396988 的中 � 27540（3番人気）
複勝票数 計 583338 的中 � 34721（4番人気）� 248039（1番人気）� 14760（10番人気）
枠連票数 計 260190 的中 （1－7） 20427（3番人気）
馬連票数 計 867374 的中 �� 49414（3番人気）
馬単票数 計 514216 的中 �� 9441（12番人気）
ワイド票数 計 526089 的中 �� 26307（2番人気）�� 3343（39番人気）�� 9053（15番人気）
3連複票数 計1207397 的中 ��� 8696（33番人気）
3連単票数 計1719774 的中 ��� 1673（218番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―12．5―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―46．6―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 ・（3，10）（2，11，13）4（5，15）（1，6，12）（8，14）（7，16）9 4 3（10，11，13）（2，15）（4，5）（1，6，12）（7，8，14）－16，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テ ン キ セ キ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2015．7．25 福島16着

2013．4．24生 牝3鹿 母 ホシノキンカ 母母 スターマイライフ 10戦2勝 賞金 14，250，000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 エビスリアン号・ケンブリッジリニア号



3306912月18日 晴 稍重 （28中山5）第6日 第9競走 ��
��1，800�

か と り

香 取 特 別
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

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 アサクサスターズ 牡5栗 57 大野 拓弥田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 498＋ 61：54．6 35．6�
48 エ ネ ス ク 牡3鹿 56 勝浦 正樹桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 504＋ 4 〃 クビ 15．9�
714 ア ル カ サ ル 牡3青鹿56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 520± 01：54．81� 6．0�
510 トウカイエントリー 牡5栗 57 北村 宏司内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 508＋ 21：54．9クビ 5．0�
23 ドライバーズハイ 牡3鹿 56 柴田 善臣藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 454－ 21：55．11� 16．8�
713 パイロキシン 牡4栗 57 吉田 豊加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B498－ 21：55．31� 249．1	
815 エンクエントロス 牡4鹿 57 木幡 巧也スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B514＋121：55．4クビ 88．5

816 インザバブル 牡3鹿 56 蛯名 正義�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 21：55．61	 3．8�
47 フジゴウカイ 牡4黒鹿57 野中悠太郎荒木 誠氏 高市 圭二 新冠 対馬 正 500± 01：55．7	 24．2
59 スモーダリング 牝4黒鹿55 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 41：56．33	 169．0�
36 
 メジャーシップ 牡5鹿 57 江田 照男阿部榮乃進氏 星野 忍 厚真 阿部 栄乃進 498＋201：56．51	 154．7�
612
 フレンドスイート 牝5鹿 55 柴山 雄一横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 462± 01：56．6	 194．6�
24 フォワードカフェ 牡4黒鹿57 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 538－ 4 〃 クビ 7．4�
611 ネクストムーブ 牡3栗 56 戸崎 圭太林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 504－ 21：57．55 3．9�
35 スワンボート 牡6鹿 57 岩部 純二田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 472＋101：58．13	 481．7�
12 ニシノオタケビ 牡4鹿 57 石川裕紀人西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 492＋ 61：58．31 93．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，095，100円 複勝： 60，664，500円 枠連： 30，342，500円
馬連： 132，345，600円 馬単： 57，734，200円 ワイド： 59，092，000円
3連複： 158，729，200円 3連単： 215，517，500円 計： 761，520，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，560円 複 勝 � 560円 � 420円 � 280円 枠 連（1－4） 6，260円

馬 連 �� 21，620円 馬 単 �� 47，630円

ワ イ ド �� 5，140円 �� 3，120円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 36，180円 3 連 単 ��� 540，650円

票 数

単勝票数 計 470951 的中 � 10575（9番人気）
複勝票数 計 606645 的中 � 26410（9番人気）� 37182（6番人気）� 61544（5番人気）
枠連票数 計 303425 的中 （1－4） 3756（21番人気）
馬連票数 計1323456 的中 �� 4743（40番人気）
馬単票数 計 577342 的中 �� 909（86番人気）
ワイド票数 計 590920 的中 �� 2933（39番人気）�� 4868（32番人気）�� 8015（24番人気）
3連複票数 計1587292 的中 ��� 3290（93番人気）
3連単票数 計2155175 的中 ��� 289（829番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．5―51．0―1：03．7―1：15．9―1：28．7―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アサクサスターズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京10着

2011．3．13生 牡5栗 母 メディアウォーズ 母母 メインキャスター 21戦4勝 賞金 57，864，000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 クラーロデルナ号・メリーウィドウ号

3307012月18日 晴 良 （28中山5）第6日 第10競走 ��
��1，200�

なんそう

南総ステークス
発走14時40分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，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 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
1：06．7
1：06．5

良
良

815 トウカイセンス 牝5鹿 53 吉田 隼人内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 446＋ 21：08．9 42．2�
48 クリノタカラチャン 牝6黒鹿50 野中悠太郎栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 428＋ 21：09．0� 201．1�
12 アルマエルナト �5栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 472＋10 〃 ハナ 29．5�
59 ダイワダッチェス 牝3鹿 53 戸崎 圭太大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482＋ 21：09．1� 1．6�
510 クリノコマチ 牝5栗 51 伊藤 工真栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 8 〃 ハナ 92．0�
612 ユキノアイオロス �8鹿 54 北村 宏司井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 4 〃 ハナ 63．7�
47 カシノワルツ 牝6黒鹿51 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B454＋10 〃 ハナ 213．3	
714 デンコウウノ 牡5鹿 56 	島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 492－10 〃 ハナ 13．0

611 レーヴムーン 牡3黒鹿55 田辺 裕信ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 470－ 41：09．2
 5．9�
713 ヴァイサーリッター 牡5芦 53 黛 弘人 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 482± 01：09．3クビ 35．7
11 ファインニードル 牡3鹿 55 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 4 〃 クビ 10．6�
36 ゴールドペガサス 牡4鹿 57 丹内 祐次 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 476＋101：09．4クビ 15．7�
24 � クリノハッチャン 牝5鹿 52 柴田 善臣栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 460－10 〃 クビ 42．5�
816 ボ ー ダ レ ス 牝3栗 51 木幡 巧也 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 21：09．5
 51．8�
35 ウエスタンメルシー 牝5鹿 54 松岡 正海西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 462± 01：09．6クビ 12．4�
23 シャイニーガール 牝5鹿 50 江田 照男小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 B480－ 21：10．45 77．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，428，100円 複勝： 98，578，000円 枠連： 40，694，000円
馬連： 156，468，700円 馬単： 83，655，300円 ワイド： 82，135，700円
3連複： 211，198，400円 3連単： 318，054，600円 計： 1，054，212，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，220円 複 勝 � 1，080円 � 4，640円 � 850円 枠 連（4－8） 24，330円

馬 連 �� 251，060円 馬 単 �� 444，970円

ワ イ ド �� 45，860円 �� 7，780円 �� 20，310円

3 連 複 ��� 894，900円 3 連 単 ��� 4，906，160円

票 数

単勝票数 計 634281 的中 � 12008（9番人気）
複勝票数 計 985780 的中 � 24624（9番人気）� 5402（15番人気）� 31724（7番人気）
枠連票数 計 406940 的中 （4－8） 1296（33番人気）
馬連票数 計1564687 的中 �� 483（118番人気）
馬単票数 計 836553 的中 �� 141（220番人気）
ワイド票数 計 821357 的中 �� 461（117番人気）�� 2737（63番人気）�� 1043（92番人気）
3連複票数 計2111984 的中 ��� 177（487番人気）
3連単票数 計3180546 的中 ��� 47（2801番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．4―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．4―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．9
3 ・（7，10）（1，13，12，14）（4，5）（6，15）（3，8，9）（11，16）－2 4 ・（7，10）（1，13，12）（4，5，14）（6，15）（8，9）（3，11，16）2

勝馬の
紹 介

トウカイセンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．2．9 京都7着

2011．5．9生 牝5鹿 母 トウカイファイン 母母 トウカイステラ 27戦5勝 賞金 84，924，000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。
（非当選馬） 1頭 スリーカーニバル号



3307112月18日 晴 良 （28中山5）第6日 第11競走 ��
��2，000�ディセンバーステークス

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

46 ツクバアズマオー 牡5鹿 56 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 480＋ 82：00．9 3．3�
34 ルミナスウォリアー 牡5鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 482＋ 82：01．0	 7．4�
22 シャイニープリンス 牡6青鹿58 江田 照男小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 496－ 2 〃 ハナ 20．6�
69 マ デ イ ラ 牡7栗 56 勝浦 正樹 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 492± 02：01．21 133．9�
610 クラリティスカイ 牡4鹿 57 田辺 裕信杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム 504－ 4 〃 クビ 8．0�
11 バロンドゥフォール 
6鹿 56 木幡 巧也窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 484＋10 〃 クビ 145．8	
813 マイネルフロスト 牡5芦 57 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 490＋14 〃 ハナ 11．4�
712 スピリッツミノル 牡4栗 56 蛯名 正義吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 496－ 62：01．3クビ 13．5�
33 ヤマニンボワラクテ 
5鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 492± 0 〃 クビ 10．3
711 ライズトゥフェイム 牡6鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 62：01．4	 25．0�
45 ロンギングダンサー 牡7黒鹿56 大野 拓弥坂本 浩一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 496＋102：01．5クビ 8．9�
58 � シャドウパーティー 
7鹿 56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 506＋142：01．71� 7．0�
814 マイネルラフレシア 牡3栗 55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 460± 02：02．01	 18．7�
57 フェスティヴイェル 牡5黒鹿56 田中 勝春 �二風谷ファーム 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 498± 02：02．31	 46．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 75，571，300円 複勝： 103，311，100円 枠連： 75，221，400円
馬連： 310，905，100円 馬単： 123，117，300円 ワイド： 129，482，200円
3連複： 446，214，400円 3連単： 603，824，600円 計： 1，867，647，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 230円 � 380円 枠 連（3－4） 510円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，250円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 6，650円 3 連 単 ��� 25，870円

票 数

単勝票数 計 755713 的中 � 182783（1番人気）
複勝票数 計1033111 的中 � 262273（1番人気）� 108071（2番人気）� 53228（9番人気）
枠連票数 計 752214 的中 （3－4） 113732（1番人気）
馬連票数 計3109051 的中 �� 190776（1番人気）
馬単票数 計1231173 的中 �� 41529（1番人気）
ワイド票数 計1294822 的中 �� 75117（1番人気）�� 25944（12番人気）�� 15289（33番人気）
3連複票数 計4462144 的中 ��� 50291（20番人気）
3連単票数 計6038246 的中 ��� 16920（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．9―49．3―1：01．5―1：13．0―1：24．9―1：37．0―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツクバアズマオー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．7．28 函館2着

2011．1．30生 牡5鹿 母 ニューグランジ 母母 シアトルデライター 26戦6勝 賞金 143，979，000円
〔騎手変更〕 ライズトゥフェイム号の騎手吉田隼人は，負傷のため石川裕紀人に変更。

3307212月18日 晴 良 （28中山5）第6日 第12競走 ��
��1，600�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
1：30．7
1：30．7

良
良

34 オートクレール 牝5栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 440＋ 21：34．6 12．5�
22 エクラミレネール 牝3芦 54 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 41：34．81� 11．0�
69 ルグランパントル 	4鹿 57 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 21：35．01� 4．3�
11 ジャストフォーユー 牡4鹿 57

56 ☆石川裕紀人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 482－ 4 〃 ハナ 47．5�

33 エスユーハリケーン 	6鹿 57 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 494＋ 21：35．31
 52．7�
57 チョコレートバイン 牝5鹿 55 大野 拓弥 	社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452＋ 6 〃 アタマ 4．9

610 ストリートキャップ 牡4芦 57 田辺 裕信 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 494－ 41：35．4クビ 16．7�
814 ビヨンジオール 牡4鹿 57 勝浦 正樹林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 508＋ 21：35．5� 8．0�
46 メンデンホール 牝3黒鹿54 田中 勝春 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 486＋101：35．71� 38．4
45 ヨ イ ミ ヤ 牝3栗 54 嘉藤 貴行	ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 416＋ 41：35．8
 53．2�
58 ベストドリーム 牡5鹿 57 蛯名 正義堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 476± 0 〃 ハナ 53．6�
711 マダムジルウェット 牝5鹿 55

53 △木幡 巧也�ラ・メール 高木 登 日高 川端 正博 492－ 21：36．86 96．7�
813� サバンナロード 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 和美氏 木村 哲也 米 Michael

Sucher 552＋ 61：36．9クビ 3．2�
712 メイプルキング 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 466± 01：37．85 25．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 68，935，200円 複勝： 88，911，000円 枠連： 48，494，200円
馬連： 184，299，500円 馬単： 73，789，600円 ワイド： 90，397，500円
3連複： 223，184，000円 3連単： 331，316，300円 計： 1，109，327，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 320円 � 320円 � 170円 枠 連（2－3） 4，320円

馬 連 �� 5，400円 馬 単 �� 12，230円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 750円 �� 800円

3 連 複 ��� 7，400円 3 連 単 ��� 54，990円

票 数

単勝票数 計 689352 的中 � 43847（6番人気）
複勝票数 計 889110 的中 � 64890（5番人気）� 64691（6番人気）� 164167（1番人気）
枠連票数 計 484942 的中 （2－3） 8680（16番人気）
馬連票数 計1842995 的中 �� 26444（19番人気）
馬単票数 計 737896 的中 �� 4525（45番人気）
ワイド票数 計 903975 的中 �� 14909（17番人気）�� 31465（7番人気）�� 29551（8番人気）
3連複票数 計2231840 的中 ��� 22610（21番人気）
3連単票数 計3313163 的中 ��� 4368（169番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．3―11．5―11．6―11．9―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―35．6―47．1―58．7―1：10．6―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オートクレール �
�
父 デュランダル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．9．22 中山2着

2011．3．31生 牝5栗 母 ジョイアサーティン 母母 アサーテイン 38戦3勝 賞金 64，601，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（28中山5）第6日 12月18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 185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

222，270，000円
2，530，000円
16，620，000円
1，510，000円
22，750，000円
74，709，000円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
494，412，600円
733，214，600円
346，714，200円
1，330，391，700円
635，002，300円
682，213，900円
1，772，082，100円
2，466，944，100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 8，460，975，500円

総入場人員 27，196名 （有料入場人員 23，673名）
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