
3304912月16日 晴 良 （29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）

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

510 マイネルレヴリー 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 武田 修一 448－ 61：13．5 3．9�

815 ブラウローゼット 牡2青鹿55 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新ひだか 加野牧場 B478＋ 2 〃 クビ 76．0�
816 コ ケ ッ ト 牝2青鹿54 北村 宏司堀 祥子氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 508＋ 41：13．82 3．4�
35 メイクポーチ 牝2栗 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 434± 0 〃 アタマ 60．8�
713 アイアムヒメ 牝2栗 54 内田 博幸玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 460－ 21：14．0� 7．7	
48 セイマスカレード 牝2黒鹿54 吉田 隼人金田 成基氏 中川 公成 浦河 山春牧場 442－ 6 〃 クビ 8．3

12 カプリッチョ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 杵臼斉藤牧場 452＋ 61：14．21 58．3�
611 クオーレカルド 牝2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 萩澤 國男 424－ 2 〃 ハナ 10．0�
612 グラスレガシー 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 512± 01：14．41� 5．9
714 プリティロコガール 牝2芦 54

51 ▲野中悠太郎 �コロンバスサークル 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 81：14．61 119．5�
24 フクノヴァランス 牡2鹿 55 二本柳 壮福島 祐子氏 二本柳俊一 日高 松平牧場 478＋ 21：14．7� 52．3�
59 シャイニーカラーズ 牡2栗 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 494－ 21：15．55 44．2�
47 カシノリヤン 牝2栗 54 村田 一誠柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 464＋ 61：15．6� 201．4�
36 ソウシソウアイ 牝2鹿 54 大野 拓弥西村新一郎氏 天間 昭一 青森 織笠 時男 468± 01：16．23� 136．9�
23 グ ノ ー シ ス 牝2鹿 54 岩部 純二清水 敏氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B466＋ 41：16．73 277．7�
11 ヘルムスマン 牡2鹿 55 江田 照男�ノースヒルズ 黒岩 陽一 新冠 平山牧場 500＋ 81：19．6大差 128．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，122，000円 複勝： 34，176，800円 枠連： 14，662，100円
馬連： 52，888，300円 馬単： 24，528，700円 ワイド： 32，857，200円
3連複： 73，887，100円 3連単： 82，501，900円 計： 337，624，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 1，220円 � 150円 枠 連（5－8） 440円

馬 連 �� 14，200円 馬 単 �� 17，090円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 390円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 9，830円 3 連 単 ��� 74，210円

票 数

単勝票数 計 221220 的中 � 47674（2番人気）
複勝票数 計 341768 的中 � 60533（2番人気）� 4760（11番人気）� 72064（1番人気）
枠連票数 計 146621 的中 （5－8） 25626（1番人気）
馬連票数 計 528883 的中 �� 2885（28番人気）
馬単票数 計 245287 的中 �� 1076（42番人気）
ワイド票数 計 328572 的中 �� 2524（26番人気）�� 24356（2番人気）�� 2988（21番人気）
3連複票数 計 738871 的中 ��� 5636（25番人気）
3連単票数 計 825019 的中 ��� 806（185番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．6―12．7―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．2―46．9―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F39．3
3 ・（3，11，16）（5，12）15（9，13）（14，10）－（6，8）2＝7－4＝1 4 11（3，16）5，15，13（9，12，10，8）（14，2）6－4－7＝1

勝馬の
紹 介

マイネルレヴリー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Rubiano デビュー 2017．10．15 京都3着

2015．5．16生 牡2鹿 母 リナミクドリーム 母母 Darkest Star 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘルムスマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月16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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 コイバナ号・フィールグッド号・ペイシャオブライフ号

3305012月16日 晴 良 （29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）

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
1：52．7
1：50．9

良
不良

714 ミラクルブラッド 牝2鹿 54 津村 明秀芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B450－141：58．8 4．3�
59 イ ナ ン ナ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか 沖田 忠幸 462＋ 61：59．65 17．5�
36 カーネーション 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 日高 竹島 幸治 460－ 42：00．02� 98．2�
48 ジェイケイバスター 牝2鹿 54 三浦 皇成小谷野次郎氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 454＋ 62：00．1クビ 3．9�
35 レッドアマポーラ 牝2青鹿54 吉田 隼人�コオロ 萱野 浩二 新冠 細川農場 460－ 22：00．2� 12．6�
510 ジョリプリュネル 牝2栗 54 張田 昂井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 米田牧場 430－ 42：00．3� 276．3	

（船橋）

23 ル フ ィ ー ナ 牝2鹿 54 北村 宏司小川眞査雄氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 462＋ 22：00．4クビ 12．1

816 ディーズファクター 牝2青鹿 54

51 ▲武藤 雅秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 448± 02：00．72 2．9�
47 カシノクリス 牝2黒鹿54 黛 弘人柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか タイヘイ牧場 450± 0 〃 クビ 141．6�
11 ライトページェント 牝2青鹿54 武士沢友治 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 480－ 62：00．91� 109．8
815 ミ フ ラ ー ブ 牝2栗 54 大野 拓弥�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 486－ 22：01．0� 29．3�
24 ビッグジュジュ 牝2鹿 54 柴山 雄一�ビッグ 石栗 龍彦 新冠 五丸農場 412＋ 4 〃 クビ 177．5�
12 サバイバルオオオク 牝2黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 442＋ 82：01．21 96．7�
713 ガーネットムーン 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也西村 健氏 青木 孝文 浦河 笹地牧場 444－ 42：01．83� 117．8�
611 ピーチファービー 牝2鹿 54 田辺 裕信�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 460－102：02．43� 17．9�
612 コスモジェム 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 浦河 富田牧場 448± 02：02．61� 153．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，211，700円 複勝： 29，226，100円 枠連： 11，921，200円
馬連： 48，116，500円 馬単： 24，181，300円 ワイド： 28，987，800円
3連複： 64，719，500円 3連単： 74，839，500円 計： 304，203，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 500円 � 2，000円 枠 連（5－7） 4，020円

馬 連 �� 4，330円 馬 単 �� 6，290円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 5，140円 �� 10，670円

3 連 複 ��� 94，060円 3 連 単 ��� 376，790円

票 数

単勝票数 計 222117 的中 � 42934（3番人気）
複勝票数 計 292261 的中 � 48274（3番人気）� 14177（7番人気）� 3137（10番人気）
枠連票数 計 119212 的中 （5－7） 2296（17番人気）
馬連票数 計 481165 的中 �� 8601（16番人気）
馬単票数 計 241813 的中 �� 2883（27番人気）
ワイド票数 計 289878 的中 �� 5469（18番人気）�� 1438（36番人気）�� 688（59番人気）
3連複票数 計 647195 的中 ��� 516（149番人気）
3連単票数 計 748395 的中 ��� 144（587番人気）

ハロンタイム 13．4―12．7―14．1―14．1―13．4―12．9―12．8―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―26．1―40．2―54．3―1：07．7―1：20．6―1：33．4―1：45．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミラクルブラッド �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．9．30 中山6着

2015．2．20生 牝2鹿 母 ヴィーヴァブーケ 母母 ブルーリッジリバー 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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 中山競馬 第５日



3305112月16日 晴 良 （29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

59 イランカラプテ 牝2栗 54 田辺 裕信�ミルファーム 小野 次郎 日高 坂東ファーム 410－ 61：10．0 3．4�
12 ミヤビチーター 牡2鹿 55 松岡 正海村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 468＋ 41：10．1� 2．9�
714 サラドリーム 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 424－ 2 〃 ハナ 4．3�
611 アンポルタン 牝2鹿 54 吉田 隼人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 432＋ 41：10．31� 31．9�
510 イデアドーター 牝2黒鹿54 江田 照男益田 修一氏 岩戸 孝樹 新ひだか 西川富岡牧場 444－ 6 〃 クビ 104．4	
23 コ ル ニ ヨ ン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 434－ 41：10．4� 63．1

35 ラグナーズルート 牝2黒鹿54 宮崎 北斗スリースターズレーシング 松山 将樹 日高 株式会社カ

ネツ牧場 430＋ 2 〃 ハナ 221．4�
612 タイセイパルフェ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 442＋ 21：10．61 10．2�
24 グッドワークス 牝2黒鹿54 田中 勝春田中 春美氏 的場 均 新ひだか 田中 春美 440＋181：10．81� 42．0
815 ミ ス ジ ー ナ 牝2鹿 54 北村 宏司長塩 豊氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 394－ 81：10．9	 78．7�
713 ソ ン タ ク 牡2鹿 55 的場 勇人田頭 勇貴氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 448＋ 41：11．43 55．9�
36 トリニティハート 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �スピードファーム和田 正道 浦河 帰山 清貴 456－101：11．61 18．5�
48 セレブレーション 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 416－ 21：11．92 18．4�

816 スパークリング 牝2鹿 54 津村 明秀 �カナヤマホール
ディングス 竹内 正洋 新ひだか 酒井 秀紀 400＋ 21：12．0� 281．7�

47 ステラブリッラーレ 牝2鹿 54 松田 大作ホースアディクト田中 清隆 新ひだか 上村 清志 446± 01：12．31� 173．5�
11 サカショウレオ 牝2青鹿54 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 青森 太田ファーム 402± 01：12．51	 315．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，426，500円 複勝： 34，994，700円 枠連： 12，777，300円
馬連： 49，216，500円 馬単： 25，815，700円 ワイド： 31，445，600円
3連複： 65，370，300円 3連単： 80，868，800円 計： 325，915，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 120円 � 130円 枠 連（1－5） 520円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 210円 �� 340円 �� 300円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 3，710円

票 数

単勝票数 計 254265 的中 � 61752（2番人気）
複勝票数 計 349947 的中 � 82895（1番人気）� 81119（2番人気）� 58772（3番人気）
枠連票数 計 127773 的中 （1－5） 19022（1番人気）
馬連票数 計 492165 的中 �� 79081（1番人気）
馬単票数 計 258157 的中 �� 21202（1番人気）
ワイド票数 計 314456 的中 �� 41653（1番人気）�� 21884（4番人気）�� 25243（2番人気）
3連複票数 計 653703 的中 ��� 66205（1番人気）
3連単票数 計 808688 的中 ��� 15803（4番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．2―11．7―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．7―45．4―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イランカラプテ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 トワイニング デビュー 2017．9．18 中山2着

2015．3．27生 牝2栗 母 エムズガール 母母 ターフアミティエ 4戦1勝 賞金 8，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マウントレーニア号
（非抽選馬） 4頭 テルキーネス号・トーセンプルメリア号・ノーモアサイレンス号・フジワンタイフーン号

3305212月16日 晴 良 （29中山5）第5日 第4競走 ��1，800�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
1：52．7
1：50．9

良
不良

11 コスモロブロイ 牡2青鹿55 V．シュミノー 岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B522± 01：57．1 8．7�
（仏）

47 トーセンヴィータ 牡2青鹿55 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム 534＋ 41：57．31� 1．1�

611 ファイトアローン 牡2栗 55 松岡 正海�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 548＋ 41：57．62 14．5�
816 グ ラ ー ヌ ス 牡2黒鹿55 田辺 裕信永野 雄介氏 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 450± 01：58．02� 43．7�
59 プリズムレイン 牡2鹿 55 北村 宏司堀口 晴男氏 新開 幸一 日高 日西牧場 464± 01：58．21 163．4	
510 ペイシャエリート 牡2栗 55

54 ☆木幡 巧也北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット 474－ 41：58．62� 70．9

24 トーアスサノオー 牡2栗 55 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 460＋ 41：58．81� 249．7�
36 アポロカイオー 牡2黒鹿55 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 浦河 杵臼牧場 502－ 21：59．43� 25．5
713 マラビージャドラダ 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 436－ 61：59．5� 155．0�
35 ブラックコニャック 牡2鹿 55 大野 拓弥黒澤 尚氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 460± 01：59．71� 229．8�
23 オーネットヒーロー 牡2鹿 55 二本柳 壮醍醐 伸之氏 中舘 英二 日高 前川 義則 522－12 〃 ハナ 308．9�
12 テイエムフリーオー 牡2青鹿55 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 中地 義次 474＋ 41：59．8� 233．4�
714 シゲルタケノコ 牡2栗 55 勝浦 正樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 森永牧場 466－ 82：01．07 63．5�
815 ヒーロークライシス 牡2青鹿55 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 522± 02：01．42� 26．4�
48 ブルベアタカナ 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅 �ブルアンドベア 中野 栄治 日高 石原牧場 434± 02：01．93 51．7�
612 コスモハーデス 牡2黒鹿55 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 厚真 大川牧場 462＋ 22：02．0クビ 284．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，501，100円 複勝： 109，120，300円 枠連： 14，503，900円
馬連： 51，076，100円 馬単： 40，803，000円 ワイド： 37，857，500円
3連複： 70，615，000円 3連単： 146，432，700円 計： 506，909，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 130円 � 110円 � 200円 枠 連（1－4） 260円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 150円 �� 470円 �� 280円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 6，400円

票 数

単勝票数 計 365011 的中 � 35484（2番人気）
複勝票数 計1091203 的中 � 75828（2番人気）� 836700（1番人気）� 32331（4番人気）
枠連票数 計 145039 的中 （1－4） 42250（1番人気）
馬連票数 計 510761 的中 �� 151300（1番人気）
馬単票数 計 408030 的中 �� 22828（5番人気）
ワイド票数 計 378575 的中 �� 84184（1番人気）�� 15930（7番人気）�� 31501（3番人気）
3連複票数 計 706150 的中 ��� 98641（1番人気）
3連単票数 計1464327 的中 ��� 16564（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．6―52．1―1：05．1―1：17．8―1：30．5―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．3
1
3
・（4，5）7（1，6，10）（2，9，11，14）－（12，15）8，13（3，16）・（4，5，7）（1，10）（6，14，11）（2，9）16（12，13）（3，15）＝8

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

勝馬の
紹 介

コスモロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．9．3 新潟10着

2015．3．18生 牡2青鹿 母 ヴィクトリアルイゼ 母母 ア タ ラ マ 8戦1勝 賞金 9，600，000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 プローシブル号
※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。



3305312月16日 晴 良 （29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
1：45．6

良
良

36 イ ェ ッ ツ ト 牡2鹿 55 和田 竜二近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 466 ―1：51．7 26．6�
24 � ホリデーモード 牡2黒鹿55 田辺 裕信下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-

obe Farm 490 ―1：51．8� 5．8�
12 ブラックキングダム 牡2青鹿55 内田 博幸草間 庸文氏 尾形 和幸 日高 シンボリ牧場 470 ―1：52．54 20．9�
35 オーケストラ 牡2鹿 55 石橋 脩原 	子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 492 ― 〃 ハナ 4．2�
11 ウインリベロ 牡2栗 55 松岡 正海�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 422 ―1：52．71
 38．7�
59 ア ル キ ミ ア 牡2鹿 55 川田 将雅 	社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 428 ― 〃 クビ 28．5

23 リベラシオン 牝2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 442 ―1：52．91 300．6�
48 ベストインパクト 牝2黒鹿54 北村 宏司飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 464 ― 〃 クビ 53．9�
714 ムーランジュビリー 牝2黒鹿54 C．デムーロ 	キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 ハナ 1．9

（仏）

47 モンサルヴァート 牡2鹿 55 V．シュミノー 	サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 454 ―1：53．0クビ 19．7�
（仏）

815 キュイーヴル 牡2栗 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：53．21
 263．5�
611 ナ ナ ル テ ア 牝2黒鹿54 津村 明秀�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 430 ―1：53．3� 124．9�
816 ナイトレイド 牝2黒鹿54 三浦 皇成田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 502 ― 〃 クビ 123．4�
612 ケ ン ガ 牡2栗 55 柴山 雄一林 正道氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 508 ― 〃 ハナ 36．2�
713 テイエムチャレンジ 牡2栗 55 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 508 ―1：53．51 318．8�
510 ロマンレガシ 牡2芦 55 柴田 善臣菅 實氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 468 ―1：53．71
 203．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，808，600円 複勝： 39，219，900円 枠連： 16，622，300円
馬連： 55，385，000円 馬単： 32，207，100円 ワイド： 36，888，300円
3連複： 73，309，900円 3連単： 99，328，400円 計： 392，769，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，660円 複 勝 � 550円 � 210円 � 380円 枠 連（2－3） 820円

馬 連 �� 5，010円 馬 単 �� 12，070円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 2，380円 �� 890円

3 連 複 ��� 12，800円 3 連 単 ��� 93，640円

票 数

単勝票数 計 398086 的中 � 12674（6番人気）
複勝票数 計 392199 的中 � 16463（6番人気）� 59105（3番人気）� 25179（5番人気）
枠連票数 計 166223 的中 （2－3） 15657（3番人気）
馬連票数 計 553850 的中 �� 8558（15番人気）
馬単票数 計 322071 的中 �� 2000（37番人気）
ワイド票数 計 368883 的中 �� 6328（15番人気）�� 3899（24番人気）�� 10991（8番人気）
3連複票数 計 733099 的中 ��� 4295（35番人気）
3連単票数 計 993284 的中 ��� 769（227番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．5―38．2―51．4―1：04．0―1：16．6―1：29．0―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イ ェ ッ ツ ト �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2015．4．1生 牡2鹿 母 イスタンブール 母母 アレキサンドリア 1戦1勝 賞金 7，000，000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 アルスラーン号
※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。

3305412月16日 晴 良 （29中山5）第5日 第6競走 ��1，200�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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

23 スーパーアキラ 牡2栗 55 C．デムーロ 井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 506 ―1：13．3 1．7�
（仏）

11 メ ー プ ル 牝2黒鹿54 和田 竜二土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 504 ―1：13．83 4．7�
816 シセイタケル 牡2栗 55 吉田 隼人猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 474 ―1：14．22� 36．3�
12 トップフィリア 牡2黒鹿 55

54 ☆井上 敏樹金山 克己氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 458 ―1：14．62� 11．1�
714 サニージューク 牝2鹿 54 松岡 正海 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 464 ―1：15．02� 59．7�
510 プリメラプリンセサ 牝2鹿 54 三浦 皇成丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 426 ―1：15．31� 23．6	
815 オーネットタイガー 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅醍醐 伸之氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 462 ―1：15．4クビ 12．3

36 ムーンサルト 牡2栗 55 柴田 大知小林 薫氏 清水 英克 新ひだか 原口牧場 470 ―1：15．82� 23．6	
35 ティアップアリア 牝2栗 54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 470 ― 〃 アタマ 33．6�
612 デルマシェリー 牝2栗 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 444 ―1：16．01� 230．2�
611 チ ョ ウ ヨ ウ 牝2鹿 54 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 446 ―1：16．1クビ 84．1
713 ケイヴェイロン 牡2青鹿55 丹内 祐次中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 420 ―1：16．84 314．0�
24 グランドレユシー 牡2鹿 55 柴田 善臣田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 446 ―1：16．9� 204．9�
59 エムオーセイコー 牡2栗 55 勝浦 正樹大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 湯浅 一夫 486 ―1：17．32� 41．2�
48 ミヤコキング 牡2黒鹿55 田中 勝春吉田喜代司氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516 ―1：17．4クビ 120．0�
47 エアーウインド 牝2鹿 54 大野 拓弥�イクタ 天間 昭一 池田 高橋 正三 422 ―1：17．93 222．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，083，100円 複勝： 56，140，300円 枠連： 18，096，100円
馬連： 49，416，000円 馬単： 32，426，100円 ワイド： 33，144，100円
3連複： 64，137，500円 3連単： 99，940，100円 計： 385，383，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 440円 枠 連（1－2） 250円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 180円 �� 850円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 7，610円

票 数

単勝票数 計 320831 的中 � 158874（1番人気）
複勝票数 計 561403 的中 � 313639（1番人気）� 70338（2番人気）� 11969（9番人気）
枠連票数 計 180961 的中 （1－2） 54877（1番人気）
馬連票数 計 494160 的中 �� 114880（1番人気）
馬単票数 計 324261 的中 �� 58558（1番人気）
ワイド票数 計 331441 的中 �� 61718（1番人気）�� 8510（10番人気）�� 4309（19番人気）
3連複票数 計 641375 的中 ��� 13202（10番人気）
3連単票数 計 999401 的中 ��� 9510（16番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．3―12．9―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．8―48．7―1：01．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スーパーアキラ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2015．5．3生 牡2栗 母 ロスグラシアレス 母母 ロスマリヌス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ケイアイテディ号・コトブキハウンド号・ティランジア号・トミケンミルト号・ボールドカレント号・

マインクイーン号・リョウクン号
※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。



3305512月16日 晴 良 （29中山5）第5日 第7競走 ��1，800�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

23 ビークイック 牡4栗 57 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 476± 01：54．2 24．9�
11 スターフラッシュ 牡3栗 56 吉田 隼人中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 466＋ 21：54．73 97．2�
713 セガールモチンモク �3栗 56

53 ▲武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 492± 0 〃 ハナ 5．8�
59 アイヅヒリュウ 牡3鹿 56 柴山 雄一真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 500＋ 6 〃 ハナ 21．5�
24 ポップアップスター 牡3青鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 528＋ 2 〃 クビ 4．7�
815 リ ア リ ス ト 牡4鹿 57 戸崎 圭太吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B492＋ 61：54．8クビ 1．8	
816 ギンザマトリックス 牡4栗 57 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 448＋ 4 〃 同着 56．1

48 ゴールドスカル 牡3栗 56 三浦 皇成�KTレーシング 武井 亮 新ひだか 平野牧場 482＋ 61：54．9� 111．4�
36 フラワープレミア 牡3鹿 56 大野 拓弥花村 誠氏 池上 昌弘 平取 船越 伸也 486＋121：55．0� 48．4
611 ダウンザライン 牡3芦 56 江田 照男�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 B476＋ 81：55．21 43．4�
612 シグネットリング 牡3黒鹿56 横山 典弘 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 498± 01：55．3� 33．8�
510 ペイシャボム 牡3鹿 56 内田 博幸北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 480＋101：55．61� 12．6�
714 スイートメロディー 牝4鹿 55 石橋 脩村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 490＋141：55．92 242．4�
47 フォースリッチ 牡4黒鹿57 田中 勝春宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：56．0� 179．6�
35 	 リ ー ダ ー ズ 牡5鹿 57 村田 一誠平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 506＋121：56．1� 179．8�
12 ヒトノワドリーム 牡3鹿 56 和田 竜二西村 静子氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 81：56．31
 30．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，158，300円 複勝： 69，287，700円 枠連： 19，580，500円
馬連： 76，176，100円 馬単： 44，759，800円 ワイド： 49，447，100円
3連複： 102，084，100円 3連単： 145，350，000円 計： 543，843，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，490円 複 勝 � 810円 � 3，000円 � 270円 枠 連（1－2） 3，700円

馬 連 �� 61，170円 馬 単 �� 121，190円

ワ イ ド �� 12，910円 �� 1，300円 �� 4，620円

3 連 複 ��� 72，430円 3 連 単 ��� 598，740円

票 数

単勝票数 計 371583 的中 � 11909（6番人気）
複勝票数 計 692877 的中 � 21280（6番人気）� 5328（13番人気）� 80983（3番人気）
枠連票数 計 195805 的中 （1－2） 4096（11番人気）
馬連票数 計 761761 的中 �� 965（67番人気）
馬単票数 計 447598 的中 �� 277（126番人気）
ワイド票数 計 494471 的中 �� 967（66番人気）�� 10082（10番人気）�� 2731（35番人気）
3連複票数 計1020841 的中 ��� 1057（125番人気）
3連単票数 計1453500 的中 ��� 176（801番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．5―51．0―1：03．7―1：16．4―1：28．9―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ビークイック �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．20 中山8着

2013．4．27生 牡4栗 母 ダイヤモンドギフト 母母 ダイヤモンドクイン 16戦3勝 賞金 27，100，000円
〔制裁〕 セガールモチンモク号の騎手武藤雅は，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10，000円。（被害馬：11

番・1番・4番・12番・14番）
〔その他〕 ビークイック号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ビークイック号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年1月16日まで出走できない。

3305612月16日 晴 良 （29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

713 レ レ マ ー マ 牡5栗 57 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B532－ 41：10．8 2．6�

48 ビービーサレンダー 牡4鹿 57 内田 博幸�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 502＋ 41：11．43� 16．1�
24 ダノンアイリス 牝4青鹿55 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486＋181：11．5� 11．0�
47 	 マテラスカイ 牡3栗 56 三浦 皇成大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch

Bages LTD 522＋ 8 〃 クビ 32．6�
23 ソルプレーサ 牡5黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 524＋ 41：11．6� 73．9	
815 ウエスタンオウジ 
7鹿 57 柴田 善臣西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 488＋121：11．7� 264．4

611 ララパルーザ 牡4鹿 57 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム B532＋ 6 〃 クビ 92．3�
36 ワ ン ボ ー イ 
5栗 57 田中 勝春稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 490＋ 21：11．8� 25．5�
11 イ ア ペ ト ス 牡5鹿 57 松岡 正海�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 502＋161：11．9クビ 300．2
35 レッドラウダ 牡4鹿 57 和田 竜二 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B516± 0 〃 クビ 20．0�
12 	 パンサーバローズ 牡3黒鹿56 C．デムーロ 猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC 502＋ 61：12．0クビ 5．3�
（仏）

59 ブラヴォバンビーノ 牡3鹿 56
53 ▲武藤 雅 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 504＋241：12．21� 49．0�

612	 アスタースウィング 牡3栗 56 北村 宏司加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar
Farm, LLC 500－ 41：12．41 5．3�

510 ブランオラージュ 牡3芦 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 450＋14 〃 クビ 16．5�
816	 バンケットスクエア 牡3黒鹿56 田辺 裕信飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Dr. Masa-

take Iida 510＋181：12．71� 26．4�
714 プリンセスロック 牝5鹿 55 V．シュミノー 吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 482＋ 2 〃 クビ 12．6�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，686，900円 複勝： 62，661，900円 枠連： 23，207，400円
馬連： 91，365，300円 馬単： 39，093，800円 ワイド： 54，697，900円
3連複： 110，795，000円 3連単： 130，028，600円 計： 552，536，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 390円 � 280円 枠 連（4－7） 1，630円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 750円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 8，650円 3 連 単 ��� 34，820円

票 数

単勝票数 計 406869 的中 � 122374（1番人気）
複勝票数 計 626619 的中 � 139630（1番人気）� 33973（6番人気）� 53023（5番人気）
枠連票数 計 232074 的中 （4－7） 10998（7番人気）
馬連票数 計 913653 的中 �� 24113（9番人気）
馬単票数 計 390938 的中 �� 6833（10番人気）
ワイド票数 計 546979 的中 �� 12223（10番人気）�� 19348（6番人気）�� 5200（31番人気）
3連複票数 計1107950 的中 ��� 9600（27番人気）
3連単票数 計1300286 的中 ��� 2707（81番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．2―11．8―12．0―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ レ マ ー マ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．11．8 東京1着

2012．2．1生 牡5栗 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 10戦3勝 賞金 37，810，000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 ナミノリゴリラ号
※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。



3305712月16日 曇 良 （29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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

510 マイネルキャドー 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 英一 むかわ 市川牧場 472－ 21：34．7 11．4�

815 ハーグリーブス 牡2芦 55 大野 拓弥水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 500＋101：34．91� 5．6�
11 グランドピルエット 牝2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 498＋ 81：35．11� 6．6�
612 ゴールドギア 牡2黒鹿55 北村 宏司有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 474＋ 6 〃 クビ 4．7�
611 タイドオーバー 牝2黒鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 426＋ 41：35．2クビ 68．5	
816 エングローサー 牡2鹿 55 戸崎 圭太中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 478＋ 41：35．41� 6．4

714 ソイルトゥザソウル 牡2青鹿55 田中 勝春グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 430＋ 41：35．5	 14．0�
59 バトルガラクシア 牝2鹿 54 和田 竜二宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 474－ 2 〃 アタマ 64．9�
713
 サンドスピーダー 牡2鹿 55 蛯名 正義�辻牧場 二ノ宮敬宇 浦河 辻 牧場 454－ 61：35．6クビ 50．4
23 ヴィオトポス 牝2青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 2 〃 ハナ 199．6�
48 ロードトレジャー 牡2鹿 55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 476＋ 4 〃 クビ 25．5�
36 � マアトコウボウ 牡2黒鹿55 張田 昂国田 正忠氏 張田 京 新冠 石田牧場 420± 01：35．7クビ 140．5�

（船橋） （船橋）

24 リープフラウミルヒ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �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 408－ 21：35．8� 29．2�

35 ヴ ァ イ ザ ー 牡2黒鹿55 C．デムーロ �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 440－ 2 〃 クビ 5．6�
（仏）

47 ドラゴンハート 牡2栗 55 内田 博幸スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 456＋ 41：35．9クビ 43．2�
12 ウインディマンシュ 牝2栗 54 黛 弘人�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 410－ 41：36．0	 239．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，730，400円 複勝： 83，815，200円 枠連： 29，879，800円
馬連： 125，010，500円 馬単： 51，320，900円 ワイド： 69，618，700円
3連複： 147，675，500円 3連単： 183，780，700円 計： 743，831，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 300円 � 210円 � 220円 枠 連（5－8） 1，450円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 8，290円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，370円 �� 810円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 70，120円

票 数

単勝票数 計 527304 的中 � 38753（6番人気）
複勝票数 計 838152 的中 � 64958（6番人気）� 108738（4番人気）� 104455（5番人気）
枠連票数 計 298798 的中 （5－8） 15914（6番人気）
馬連票数 計1250105 的中 �� 27497（18番人気）
馬単票数 計 513209 的中 �� 4640（37番人気）
ワイド票数 計 696187 的中 �� 13543（17番人気）�� 12849（19番人気）�� 22550（8番人気）
3連複票数 計1476755 的中 ��� 12096（35番人気）
3連単票数 計1837807 的中 ��� 1900（251番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．3―47．3―59．4―1：11．4―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルキャドー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー 2017．6．10 東京3着

2015．4．6生 牡2芦 母 モントレゾール 母母 コ ミ ラ ス 4戦2勝 賞金 17，171，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3305812月16日 曇 良 （29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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

69 スピーディクール 牡3栗 56 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 496＋121：54．0 5．6�
710 エ ネ ス ク 牡4鹿 57 柴田 大知桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 516＋ 21：54．1� 10．7�
68 クロフネビームス 牝5芦 55 田辺 裕信古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 488＋ 41：54．2� 6．0�
33 	 パルトネルラーフ 牡4鹿 57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 502± 01：54．3� 12．4�
45 マイネルトゥラン 牡4黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B516± 01：54．4
 47．5�
57 サクラルコール 牡6栃栗57 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 498＋101：54．5� 38．7	
812 エ ポ ッ ク 牡4黒鹿57 和田 竜二吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 504－ 2 〃 クビ 4．0

711 コアレスキング 牡7鹿 57 三浦 皇成小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 550＋121：54．6� 50．2�
44 クライスマイル 牡6黒鹿57 北村 宏司小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 476＋ 6 〃 アタマ 12．6�
22 ロードフォワード 牡6青鹿57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 61：54．7� 51．5
11 カフェブリッツ 牡4鹿 57 川田 将雅西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 534－ 21：54．8� 3．7�
813 エ キ マ エ 牡6鹿 57 宮崎 北斗古川 智洋氏 中川 公成 新冠 アラキフアーム B532＋ 21：55．54 19．1�
56 アカノジュウハチ 牡6芦 57 田中 勝春�岩切企画 尾関 知人 平取 坂東牧場 514＋ 21：56．77 192．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，818，100円 複勝： 73，877，600円 枠連： 34，916，900円
馬連： 144，027，900円 馬単： 62，068，300円 ワイド： 73，790，700円
3連複： 173，873，100円 3連単： 222，917，900円 計： 836，290，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 260円 � 190円 枠 連（6－7） 1，090円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 660円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 29，660円

票 数

単勝票数 計 508181 的中 � 72138（3番人気）
複勝票数 計 738776 的中 � 82966（4番人気）� 69634（5番人気）� 110151（3番人気）
枠連票数 計 349169 的中 （6－7） 24753（4番人気）
馬連票数 計1440279 的中 �� 27253（17番人気）
馬単票数 計 620683 的中 �� 8737（22番人気）
ワイド票数 計 737907 的中 �� 11544（18番人気）�� 29566（6番人気）�� 28659（7番人気）
3連複票数 計1738731 的中 ��� 30620（12番人気）
3連単票数 計2229179 的中 ��� 5448（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―38．0―50．7―1：03．1―1：15．8―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

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

2
4

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

スピーディクール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．9．25 中山12着

2014．4．14生 牡3栗 母 ローズアライヴァル 母母 バ ル バ ラ 12戦4勝 賞金 53，187，000円



3305912月16日 曇 良 （29中山5）第5日 第11競走 ��
��1，600�第3回ターコイズステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，28．12．17以降29．12．10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 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

48 ミスパンテール 牝3鹿 53 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 日高 三城牧場 500－ 41：34．2 12．6�
47 フロンテアクイーン 牝4鹿 53 北村 宏司三協ファーム� 国枝 栄 浦河 林 孝輝 470＋ 6 〃 クビ 5．5�
714 デンコウアンジュ 牝4黒鹿55 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 454± 0 〃 ハナ 20．3�
612� ラビットラン 牝3栗 55 C．デムーロ 吉田 和子氏 角居 勝彦 米 Alexander Groves

Matz, LLC 446－ 21：34．3クビ 3．2�
（仏）

611 エテルナミノル 牝4黒鹿54 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 450－ 8 〃 クビ 6．6�
36 � リエノテソーロ 牝3栗 55 吉田 隼人了德寺健二氏 武井 亮 米 Oak Bluff

Stables, LLC 450± 01：34．4クビ 16．7	
815 ディープジュエリー 牝5鹿 51 内田 博幸吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 510＋101：34．5� 21．1

12 ワンブレスアウェイ 牝4黒鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 8 〃 アタマ 4．4�
713 ペイシャフェリス 牝6鹿 53 三浦 皇成北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 464＋10 〃 クビ 85．0
510 バ ン ゴ ー ル 牝5鹿 53 石橋 脩 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 436＋ 81：34．6� 35．5�
59 サ ザ ナ ミ 牝5鹿 54 V．シュミノー �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 ハナ 29．1�

（仏）

24 アールブリュット 牝5鹿 50 木幡 巧也 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 ハナ 130．9�
11 リーサルウェポン 牝6鹿 48 武藤 雅 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム B438－ 6 〃 ハナ 179．3�
23 オートクレール 牝6栗 53 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 444－ 2 〃 ハナ 25．1�
35 ハローユニコーン 牝3鹿 52 柴田 善臣 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 440－101：35．23� 195．5�
816 アスカビレン 牝5鹿 55 松田 大作神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 474＋ 41：35．41� 51．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 149，357，800円 複勝： 205，699，600円 枠連： 94，403，400円
馬連： 503，441，700円 馬単： 195，769，400円 ワイド： 258，144，600円
3連複： 812，297，000円 3連単： 1，047，573，600円 計： 3，266，687，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 400円 � 190円 � 610円 枠 連（4－4） 2，490円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 960円 �� 3，300円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 16，580円 3 連 単 ��� 94，580円

票 数

単勝票数 計1493578 的中 � 94545（5番人気）
複勝票数 計2056996 的中 � 122359（5番人気）� 346756（3番人気）� 74783（9番人気）
枠連票数 計 944034 的中 （4－4） 29328（10番人気）
馬連票数 計5034417 的中 �� 151521（9番人気）
馬単票数 計1957694 的中 �� 25623（20番人気）
ワイド票数 計2581446 的中 �� 71146（8番人気）�� 19657（36番人気）�� 36255（22番人気）
3連複票数 計8122970 的中 ��� 36739（50番人気）
3連単票数 計10475736 的中 ��� 8030（306番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―35．9―47．7―59．5―1：11．2―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ミスパンテール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．30 札幌1着

2014．2．21生 牝3鹿 母 エールドクラージュ 母母 ジョウノマチエール 7戦3勝 賞金 76，131，000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。

3306012月16日 曇 良 （29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

817 メイズオブオナー 牝3鹿 54 C．デムーロ �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 454－ 62：00．1 6．3�
（仏）

12 エッジースタイル 牝4栗 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 470－ 22：00．2� 4．9�
715� レッドベリンダ 牝5鹿 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B474＋ 62：00．41� 237．0�
23 キューンハイト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 418± 02：00．61 40．6�
612 スマートルビー 牝4栗 55 田辺 裕信大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 440－ 42：00．7� 4．2	
714 トウカイシェーン 牝4栗 55 和田 竜二内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 454－ 6 〃 クビ 49．6

36 エイプリルミスト 牝3芦 54 V．シュミノー �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430＋ 8 〃 ハナ 13．8�

（仏）

510 ウインマハロ 牝5鹿 55
52 ▲野中悠太郎�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 62：00．8クビ 145．2�

35 ブレイクマイハート 牝4鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 日高 シンコーファーム 452＋ 2 〃 ハナ 32．2
611 ベアインマインド 牝4鹿 55 大野 拓弥宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 426－ 42：00．9	 50．3�
59 ヤマニンバステト 牝6鹿 55 伊藤 工真土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 478－ 4 〃 クビ 87．9�
11 ウインティアラ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 432± 02：01．0クビ 207．6�
816 モリトシラユリ 牝3芦 54 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 476－ 4 〃 ハナ 46．4�
48 イタリアンホワイト 牝3芦 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504± 0 〃 ハナ 3．1�
818 ナリタピクシー 牝4鹿 55 柴田 善臣�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 492－242：01．21� 56．2�
47 ブリガアルタ 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 440－ 82：01．3クビ 29．7�
24 ミッキークロス 牝3青鹿54 内田 博幸野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 428＋222：01．83 16．4�
713 ラスイエットロス 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 424± 02：02．22	 269．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 70，706，800円 複勝： 90，735，100円 枠連： 41，169，100円
馬連： 156，686，900円 馬単： 64，271，100円 ワイド： 86，807，500円
3連複： 191，682，600円 3連単： 246，690，000円 計： 948，749，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 260円 � 220円 � 3，890円 枠 連（1－8） 1，470円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 830円 �� 23，430円 �� 19，830円

3 連 複 ��� 126，990円 3 連 単 ��� 538，700円

票 数

単勝票数 計 707068 的中 � 89464（4番人気）
複勝票数 計 907351 的中 � 98492（4番人気）� 123104（3番人気）� 4755（16番人気）
枠連票数 計 411691 的中 （1－8） 21652（7番人気）
馬連票数 計1566869 的中 �� 67508（5番人気）
馬単票数 計 642711 的中 �� 13170（11番人気）
ワイド票数 計 868075 的中 �� 28639（6番人気）�� 926（110番人気）�� 1095（106番人気）
3連複票数 計1916826 的中 ��� 1132（263番人気）
3連単票数 計2466900 的中 ��� 332（1177番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．2―12．3―12．4―11．9―12．1―12．0―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．7―48．0―1：00．4―1：12．3―1：24．4―1：36．4―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7
1
3
4（10，13）2（5，16）8（1，9，18）12（11，14）（3，15）（6，17）－7・（4，10）（2，13）（5，16）（1，8，18）9（12，14）（11，17）15（3，6）7

2
4

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

メイズオブオナー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Holy Roman Emperor デビュー 2016．11．13 京都3着

2014．3．18生 牝3鹿 母 キャサリンオブアラゴン 母母 Monevassia 13戦3勝 賞金 33，200，000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。



（29中山5）第5日 12月16日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 191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
厩務員出走奨励金

240，770，000円
5，060，000円
22，030，000円
1，750，000円
28，420，000円
79，010，000円
5，238，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
579，611，300円
888，955，200円
331，740，000円
1，402，806，800円
637，245，200円
793，687，000円
1，950，446，600円
2，560，252，200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 9，144，744，300円

総入場人員 21，666名 （有料入場人員 19，131名）
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