
3306112月17日 晴 良 （29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

24 マリノディアナ 牝2青鹿 54
51 ▲武藤 雅和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 434＋ 61：13．6 1．7�

23 ノボベイビー 牡2栗 55 森 泰斗�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 468－ 21：13．91� 4．8�
（船橋）

47 コスモフォーミュラ 牝2黒鹿54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 468＋241：14．11� 7．9�
11 ハードファクト 牡2鹿 55 宮崎 北斗伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 41：14．42 239．3�
35 ツァイトライゼ 牡2栗 55 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 442＋101：14．72 73．9	
510 アーコサンティ 牝2青鹿54 江田 照男田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 長田ファーム 440－ 61：14．8	 214．8

36 ス タ ー ビ レ 牝2栗 54 勝浦 正樹西森 鶴氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 446＋321：15．22	 29．0�
816 ハガキノハナ 牝2黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新ひだか グランド牧場 408－ 41：15．52 7．7�
612 ブ ラ フ マ ン 牡2栗 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 浦河 中神牧場 444＋ 61：15．81� 216．3
12 ハ イ ク リ ア 牡2栗 55 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 41：15．9	 36．7�
59 ハードリバー 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎長谷川兼美氏 本間 忍 日高 若林 順一 420＋ 81：16．32	 160．6�
611 ヤマノブロッサム 牝2鹿 54 横山 和生澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 418± 01：16．4	 110．6�
714 アメノハバキリ 
2鹿 55 柴山 雄一畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 440－ 41：16．5	 295．1�
48 ニシノステップ 牝2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西村 和夫 448－ 61：16．71 43．7�
713 クルーズヴォイス 牝2鹿 54 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 矢野牧場 422－ 4 〃 クビ 49．0�
815 カシノサクラッコ 牝2栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 今 牧場 482－ 21：17．65 163．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，877，400円 複勝： 69，744，400円 枠連： 15，917，300円
馬連： 55，125，400円 馬単： 32，934，400円 ワイド： 33，596，700円
3連複： 78，602，800円 3連単： 115，219，900円 計： 428，018，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（2－2） 290円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 150円 �� 230円 �� 350円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，370円

票 数

単勝票数 計 268774 的中 � 129040（1番人気）
複勝票数 計 697444 的中 � 491664（1番人気）� 61194（2番人気）� 45132（3番人気）
枠連票数 計 159173 的中 （2－2） 41569（1番人気）
馬連票数 計 551254 的中 �� 138154（1番人気）
馬単票数 計 329344 的中 �� 57684（1番人気）
ワイド票数 計 335967 的中 �� 67191（1番人気）�� 35135（3番人気）�� 19663（4番人気）
3連複票数 計 786028 的中 ��� 106811（1番人気）
3連単票数 計1152199 的中 ��� 60555（1番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―12．1―12．8―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．7―47．5―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリノディアナ �
�
父 カルストンライトオ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．8．19 新潟8着

2015．2．1生 牝2青鹿 母 クラウンミストラル 母母 プロヴァンス 6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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 カガトゥインクル号・タイセイレーベン号
※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。

3306212月17日 晴 良 （29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

11 エクレアハンター 牡2黒鹿55 石橋 脩李 柱坤氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 454＋ 81：57．7 4．8�
714 トーセンゼロス 牡2黒鹿55 内田 博幸島川 �哉氏 池上 昌和 新ひだか 下屋敷牧場 472± 01：58．87 3．9�
36 ネ コ ワ シ 牡2鹿 55 柴田 大知桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 502± 01：58．9� 38．6�
59 ノーザンクリス 牡2芦 55 森 泰斗 C．チェン氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 520＋ 61：59．11� 3．6�

（船橋）

612 クニノオーシャン 牡2芦 55 松岡 正海太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本 幸雄 482＋ 21：59．2� 12．0	
35 トーホウフライト 牡2鹿 55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 500＋101：59．3� 8．8

47 ラスティユース 牡2栗 55 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 474－ 81：59．4� 11．5�
713 スギノハヤブサ 牡2鹿 55 三浦 皇成杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 488＋ 21：59．93 18．0�
816 タツノリソックリ 牡2黒鹿55 江田 照男菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B470＋ 62：00．32� 326．7
23 クエントアスール 牡2黒鹿55 平野 優�アスール 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 520＋182：00．4� 90．9�
611 コログレッツォ 牡2栗 55 柴田 善臣増田 和啓氏 田島 俊明 新冠 パカパカ

ファーム 430± 02：00．5� 63．8�
48 ラッキーチョウサン 牡2鹿 55 北村 宏司�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 546－ 22：00．6クビ 91．4�
24 メモリーブレッド 牡2鹿 55 吉田 隼人保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 坂本牧場 500＋102：01．45 31．6�
815 ロトヴィーナス 牝2栗 54 二本柳 壮國武 佳博氏 小桧山 悟 新ひだか タガミファーム 498－ 2 〃 クビ 206．4�
12 クレイジームーン 牡2鹿 55 津村 明秀千明牧場 鈴木 伸尋 浦河 千明牧場 494＋ 82：04．1大差 281．0�
510 ゴールドマーシュ 牡2鹿 55 武士沢友治坂田 行夫氏 伊藤 正徳 新冠 守矢牧場 490－20 〃 アタマ 259．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，830，700円 複勝： 35，803，000円 枠連： 12，508，600円
馬連： 57，288，900円 馬単： 24，970，000円 ワイド： 34，030，600円
3連複： 74，835，600円 3連単： 84，104，900円 計： 348，372，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 150円 � 800円 枠 連（1－7） 1，010円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 490円 �� 3，480円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 13，180円 3 連 単 ��� 55，080円

票 数

単勝票数 計 248307 的中 � 43176（3番人気）
複勝票数 計 358030 的中 � 45691（3番人気）� 81332（1番人気）� 8195（9番人気）
枠連票数 計 125086 的中 （1－7） 9576（4番人気）
馬連票数 計 572889 的中 �� 39015（3番人気）
馬単票数 計 249700 的中 �� 7664（7番人気）
ワイド票数 計 340306 的中 �� 19650（3番人気）�� 2385（31番人気）�� 4120（22番人気）
3連複票数 計 748356 的中 ��� 4256（40番人気）
3連単票数 計 841049 的中 ��� 1107（174番人気）

ハロンタイム 13．0―12．5―13．3―13．3―12．6―12．3―12．8―13．2―14．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．5―38．8―52．1―1：04．7―1：17．0―1：29．8―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．7
1
3
1，3（5，9）（2，13）－6，14－（7，8）（4，10，15）－12－11－16
1（9，14）5（3，13）－6（2，12）7（8，15）－（10，16）4，11

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

エクレアハンター �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 Titus Livius デビュー 2017．8．12 新潟7着

2015．2．8生 牡2黒鹿 母 ハンターズマーク 母母 Manfath 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレイジームーン号・ゴールドマーシュ号は，「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。
（非抽選馬） 2頭 ニシノオクタゴン号・マイネルソラニテ号
※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６日

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



3306312月17日 晴 良 （29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

814 マルターズルーメン 牝2栗 54 柴田 善臣藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 414－ 61：35．5 14．0�
611 ミッキーハイド 牡2鹿 55 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 506＋10 〃 アタマ 2．4�
815 モルフェオルフェ 牝2鹿 54 吉田 隼人並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 426－ 61：35．71� 21．7�
46 ニシノジャガーズ 牡2鹿 55 戸崎 圭太西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 474－ 2 〃 クビ 5．7�
34 キ ル ロ ー ド 牡2鹿 55 北村 宏司エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 502＋121：35．91� 5．1�
712 カ ガ ス タ ー 牡2鹿 55 田中 勝春香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 446＋ 8 〃 クビ 52．7	
47 インプレスシチー 牡2青 55 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 オリオンファーム 462＋ 61：36．0� 35．7

35 フロリアヌス 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 458± 01：36．21� 23．8�
59 カハラレインボー 牝2栗 54 田辺 裕信助川 啓一氏 中野 栄治 日高 賀張中川牧場 420－ 21：36．3クビ 66．8�
22 カシノレガーメ 牡2黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 野島牧場 466＋ 41：36．93� 342．9
58 マイネルアンドゥミ 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 436＋ 4 〃 クビ 221．2�

11 バルトフォンテン 牡2栗 55 勝浦 正樹吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 496－ 41：37．21� 24．2�
713 ネイビーアッシュ 牝2青鹿54 M．デムーロ吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：37．41� 7．1�
610 ボ ン ル ッ ト 牡2黒鹿55 大野 拓弥栗坂 崇氏 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 450± 01：37．5� 271．2�
23 マインプリンセス 牝2鹿 54 江田 照男峰 哲馬氏 的場 均 日高 宝寄山 忠則 406－ 6 〃 ハナ 446．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，540，100円 複勝： 58，541，600円 枠連： 17，662，900円
馬連： 70，329，500円 馬単： 33，201，200円 ワイド： 49，059，400円
3連複： 95，606，200円 3連単： 113，268，700円 計： 480，209，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 310円 � 150円 � 460円 枠 連（6－8） 1，020円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，910円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 6，580円 3 連 単 ��� 47，960円

票 数

単勝票数 計 425401 的中 � 25636（5番人気）
複勝票数 計 585416 的中 � 42905（5番人気）� 132773（1番人気）� 26555（8番人気）
枠連票数 計 176629 的中 （6－8） 13299（5番人気）
馬連票数 計 703295 的中 �� 38723（5番人気）
馬単票数 計 332012 的中 �� 5921（17番人気）
ワイド票数 計 490594 的中 �� 20293（6番人気）�� 6367（21番人気）�� 10563（13番人気）
3連複票数 計 956062 的中 ��� 10883（21番人気）
3連単票数 計1132687 的中 ��� 1712（157番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．3―11．9―12．1―11．7―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―35．5―47．4―59．5―1：11．2―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0

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

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

勝馬の
紹 介

マルターズルーメン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Swain デビュー 2017．10．15 東京3着

2015．1．15生 牝2栗 母 マルターズオリジン 母母 Affirmed Halo 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走状況〕 モルフェオルフェ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※出走取消馬 ロイヤルオペラ号（疾病〔左前肢跛行〕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） 2頭 バッカルコーン号・モカチョウサン号
（非抽選馬） 2頭 ウインサジェス号・モダンクラシック号

3306412月17日 晴 良 （29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

12 ライトカラカゼ 牡2鹿 55 大野 拓弥星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 466－ 82：03．8 5．8�
612 バールドバイ 牡2鹿 55 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 8 〃 ハナ 2．9�
36 サトノオンリーワン 牡2芦 55 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 02：04．11� 3．7�
815 シャイニーロケット 牡2鹿 55 勝浦 正樹小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 456＋ 22：04．2� 44．7�
48 ウインスラーヴァ 牡2鹿 55 松岡 正海�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 466＋ 22：04．3クビ 26．5�
611 マイネルキラメキ 牡2鹿 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 416＋ 4 〃 クビ 7．9	
713 ゴールドパッキャオ 牡2栗 55 吉田 隼人増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム B458－102：04．72� 26．1

11 デルマウオッカ 牡2鹿 55 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 502＋ 4 〃 クビ 10．7�
816 ロゼフェニックス 牡2黒鹿 55

52 ▲武藤 雅髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 432± 02：04．8クビ 62．4�
35 ユーロジャイズ 牡2栗 55 北村 宏司水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 448± 02：05．11� 178．5
510 フィールザファラオ 牡2黒鹿55 津村 明秀櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 448－ 2 〃 クビ 302．2�
23 カガプラナス 牝2鹿 54 田中 勝春香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 410－ 42：05．2� 461．4�
24 カ ヴ ァ ル 牡2青鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋102：05．41	 19．8�
817 コスモヴィガー 牡2鹿 55 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 42：06．03� 182．0�
714 ドナカデンツァ 牝2青鹿54 内田 博幸小川眞査雄氏 小西 一男 新ひだか 下屋敷牧場 438－ 62：06．21 132．1�
47 ツクバマカナ 牡2黒鹿55 森 泰斗細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 464－ 4 〃 クビ 427．4�
（船橋）

59 シバノキャンドル 牝2鹿 54 江田 照男柴 一男氏 星野 忍 新ひだか 竹内 良一 438－142：07．79 597．5�
（17頭）

売 得 金
単勝： 39，584，000円 複勝： 51，757，900円 枠連： 22，552，700円
馬連： 69，901，900円 馬単： 36，369，600円 ワイド： 46，986，600円
3連複： 90，238，100円 3連単： 112，920，700円 計： 470，311，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 150円 � 130円 枠 連（1－6） 370円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 360円 �� 340円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 8，370円

票 数

単勝票数 計 395840 的中 � 57058（3番人気）
複勝票数 計 517579 的中 � 81226（3番人気）� 88810（2番人気）� 109682（1番人気）
枠連票数 計 225527 的中 （1－6） 46464（1番人気）
馬連票数 計 699019 的中 �� 50767（3番人気）
馬単票数 計 363696 的中 �� 9872（10番人気）
ワイド票数 計 469866 的中 �� 31462（3番人気）�� 34424（2番人気）�� 53558（1番人気）
3連複票数 計 902381 的中 ��� 59838（1番人気）
3連単票数 計1129207 的中 ��� 9773（13番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．5―12．9―12．7―12．4―12．5―12．6―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―36．9―49．8―1：02．5―1：14．9―1：27．4―1：40．0―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．4
1
3
8（2，9，12）（6，13）（10，17）－3，16（4，15）11，7，5，1，14
8，9（2，12）（6，13）（17，10）15，16（3，4，11）－（5，1）－（7，14）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライトカラカゼ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2017．6．25 東京2着

2015．3．27生 牡2鹿 母 スマイルコンテスト 母母 コクトビューティー 3戦1勝 賞金 9，100，000円
※出走取消馬 ロマンテソーロ号（疾病〔右後肢跛行〕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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウインオルビット号
（非抽選馬） 4頭 ウインテアトル号・ウェルズレジェンド号・モンツァ号・ロードジパング号
※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。



3306512月17日 晴 良 （29中山5）第6日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時05分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

44 シ ー ク エ ル 牝2芦 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 524 ―2：00．5 3．0�

812 ユメノイタダキ 牡2青鹿55 森 泰斗 �いとはんホール
ディングス 戸田 博文 千歳 社台ファーム 524 ― 〃 ハナ 2．9�

（船橋）

79 エレガントクルーズ 牝2芦 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 524 ―2：01．13� 5．1�
11 カフェアトラス 牡2鹿 55 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 510 ―2：01．2� 17．0�
22 トワノホホエミ 牝2栗 54 横山 和生村田 哲朗氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 446 ―2：02．26 209．9	
67 ヌーヴェプレジール 牝2栗 54 江田 照男飯田 正剛氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 454 ―2：02．41� 8．8

33 アルファルミナス 牝2黒鹿54 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 446 ―2：02．5クビ 26．4�
811 ハタノディアマンテ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �グッドラック・ファーム 伊藤 大士 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 540 ― 〃 ハナ 50．6�

710 ブラックソーン 牡2黒鹿 55
52 ▲武藤 雅下河邉行信氏 松山 将樹 新冠 村田牧場 464 ―2：02．6� 34．2

55 トーセングリーム 牡2黒鹿55 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 558 ―2：02．7� 42．0�

68 トーアエグレット 牝2鹿 54 柴田 大知高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 490 ―2：03．02 30．9�
56 デルマキール 牝2栗 54 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 486 ―2：03．21� 43．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，627，300円 複勝： 31，672，000円 枠連： 13，316，200円
馬連： 55，642，700円 馬単： 32，264，800円 ワイド： 33，676，800円
3連複： 69，946，100円 3連単： 104，281，500円 計： 374，427，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（4－8） 430円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 200円 �� 250円 �� 280円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 2，050円

票 数

単勝票数 計 336273 的中 � 90008（2番人気）
複勝票数 計 316720 的中 � 82321（1番人気）� 65418（2番人気）� 51120（3番人気）
枠連票数 計 133162 的中 （4－8） 23505（1番人気）
馬連票数 計 556427 的中 �� 92855（1番人気）
馬単票数 計 322648 的中 �� 30536（1番人気）
ワイド票数 計 336768 的中 �� 46453（1番人気）�� 33280（2番人気）�� 28507（3番人気）
3連複票数 計 699461 的中 ��� 88225（1番人気）
3連単票数 計1042815 的中 ��� 36722（1番人気）

ハロンタイム 13．6―13．4―14．0―14．1―13．2―13．0―13．1―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．6―27．0―41．0―55．1―1：08．3―1：21．3―1：34．4―1：47．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

シ ー ク エ ル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2015．2．19生 牝2芦 母 ルーシーショー 母母 タガノヴィヴィアン 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3306612月17日 晴 良 （29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

36 アングレーム 牝2黒鹿54 江田 照男 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 438 ―1：35．9 7．4�
12 スールマカロン 牝2鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 444 ―1：36．32� 4．3�
713 メジャードリーム 牝2鹿 54 津村 明秀田畑 憲士氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 488 ―1：36．61� 2．5�
611 オンファサイト 牝2青鹿54 中谷 雄太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 浦河 中村 雅明 440 ―1：36．81 64．3�
23 ドルチェラヴィータ 牝2黒鹿54 蛯名 正義高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 420 ― 〃 クビ 18．5	
11 クイーンダワジャー 牝2鹿 54 大野 拓弥 H.R.H．プリンセス・ハヤ 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470 ―1：36．9クビ 15．4

48 ウィズデライト 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅西村 �平氏 田島 俊明 新冠 スカイビーチステーブル 448 ―1：37．0� 109．5�
815 ヴェルヴェット 牝2鹿 54 嘉藤 貴行村山 正道氏 田中 清隆 新ひだか 増本牧場 450 ― 〃 クビ 52．4
816 ボ ナ デ ア 牝2鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 502 ― 〃 ハナ 19．8�
35 ウインアイスバーグ 牝2芦 54 柴田 大知�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 438 ―1：37．1� 21．0�
612 カプリロマン 牝2鹿 54

53 ☆井上 敏樹小川 敏夫氏 小桧山 悟 浦河 不二牧場 428 ―1：37．2� 219．0�
59 トーアカグヤヒメ 牝2鹿 54 村田 一誠高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 464 ―1：37．3� 22．6�
510 エバートロピカル 牝2黒鹿54 森 泰斗宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 414 ―1：37．51� 28．2�

（船橋）

714 マ ク ル ー バ 牝2芦 54 西田雄一郎畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 八木 明広 474 ―1：37．82 78．6�
24 フルーツタルト 牝2黒鹿54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 382 ―1：37．9� 28．9�
47 エールマリアージュ 牝2鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 折手牧場 470 ―1：40．9大差 22．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，958，800円 複勝： 34，995，200円 枠連： 20，727，800円
馬連： 60，377，200円 馬単： 29，843，700円 ワイド： 38，498，200円
3連複： 79，523，700円 3連単： 90，748，600円 計： 388，673，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 170円 � 150円 � 130円 枠 連（1－3） 840円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 510円 �� 360円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 9，280円

票 数

単勝票数 計 339588 的中 � 38465（3番人気）
複勝票数 計 349952 的中 � 47202（3番人気）� 57606（2番人気）� 75890（1番人気）
枠連票数 計 207278 的中 （1－3） 19027（3番人気）
馬連票数 計 603772 的中 �� 30194（3番人気）
馬単票数 計 298437 的中 �� 6272（10番人気）
ワイド票数 計 384982 的中 �� 17842（3番人気）�� 27254（2番人気）�� 34903（1番人気）
3連複票数 計 795237 的中 ��� 45507（1番人気）
3連単票数 計 907486 的中 ��� 7089（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．5―47．2―59．1―1：11．5―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．8

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

勝馬の
紹 介

アングレーム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2015．3．14生 牝2黒鹿 母 シャラントレディ 母母 コニャックレディ 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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 サヴォアフェール号・サンクエトワール号・シベリアングランツ号・シュネッラー号・ショコラトリー号・

ディーズパーチェス号・マルーンエンブレム号・メダリオンモチーフ号・ヤマタケクッキー号・
リンディーホップ号・レガロデルソル号・レジーナドーロ号・レッドイリーゼ号

※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。



3306712月17日 晴 良 （29中山5）第6日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走13時05分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

58 タイキフェルヴール 牡2栗 55 戸崎 圭太�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 484＋ 41：56．7 4．4�

22 シ ョ ー ム 牡2栗 55 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 480± 0 〃 ハナ 3．2�
712 マイネルユキツバキ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 514＋ 61：56．91 6．8�
815� スウィングビート 牡2鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 478＋ 41：57．53� 5．8�
611 プロスパラスデイズ 牡2鹿 55 三浦 皇成 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 508－ 21：57．81	 10．6	
814 ジュンパッション 牡2芦 55 大野 拓弥河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 クビ 62．0

35 ミックベンハー 牡2栗 55

52 ▲武藤 雅�キラット・ワン 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 482－ 41：57．9� 7．7�
46 ロージズキング 牡2栗 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B512＋ 81：58．0	 219．7�
610 サンダーラム 牡2鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 500－ 21：58．1	 222．5
34 
 イエローブレイヴ 牡2鹿 55 森 泰斗本田 恒雄氏 武市 康男 新ひだか 前田ファーム 528＋ 41：58．2クビ 48．3�

（船橋）

23 キャベンディッシュ 牡2栗 55
54 ☆井上 敏樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 500－ 21：58．3	 56．9�

11 グラファイト 牡2青鹿55 田辺 裕信 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 478＋101：58．51� 44．4�
713
 トーセンエターナル 牡2青鹿55 横山 和生島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 462－ 81：58．7	 328．4�
59 ロジャージーニアス 牡2鹿 55 吉田 隼人武田 修氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 484＋141：59．23 92．2�
47 ミッキーチャイルド 牡2鹿 55 北村 宏司野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 472＋122：00．05 52．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，824，300円 複勝： 66，179，000円 枠連： 18，311，700円
馬連： 95，024，000円 馬単： 43，216，800円 ワイド： 56，154，000円
3連複： 123，761，900円 3連単： 156，116，200円 計： 609，587，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 140円 � 180円 枠 連（2－5） 710円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 320円 �� 580円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 7，500円

票 数

単勝票数 計 508243 的中 � 95520（2番人気）
複勝票数 計 661790 的中 � 101006（2番人気）� 132873（1番人気）� 87206（4番人気）
枠連票数 計 183117 的中 （2－5） 19918（1番人気）
馬連票数 計 950240 的中 �� 96195（1番人気）
馬単票数 計 432168 的中 �� 20193（3番人気）
ワイド票数 計 561540 的中 �� 47137（1番人気）�� 23035（7番人気）�� 35573（4番人気）
3連複票数 計1237619 的中 ��� 66267（1番人気）
3連単票数 計1561162 的中 ��� 15076（11番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．5―14．2―12．7―12．1―12．8―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―38．5―52．7―1：05．4―1：17．5―1：30．3―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイキフェルヴール �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Any Given Saturday デビュー 2017．7．2 福島5着

2015．3．17生 牡2栗 母 アッシュベリー 母母 ア シ ェ ラ フ 5戦2勝 賞金 14，900，000円
〔制裁〕 グラファイト号の調教師宗像義忠は，下見所で騎手騎乗時に同馬の頭絡が外れたことについて過怠金10，000円。

マイネルユキツバキ号の騎手柴田大知は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7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。

3306812月17日 晴 良 （29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

612 エビスリアン 牡4鹿 57 H．ボウマン 加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B480＋ 61：12．2 7．9�
（豪）

23 デピュティプライム �4栗 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 482± 01：12．51	 2．7�
815
� ツインプラネット �7鹿 57 吉田 隼人窪田 康志氏 中川 公成 米

Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

512＋ 21：12．71� 6．8�
48 セレノグラフィー �4黒鹿57 森 泰斗村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 500－ 61：12．8� 21．1�

（船橋）

11 
 ライバーバード 牡3芦 56 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue
Farm, LLC B496± 0 〃 ハナ 4．9�

816 ロ ジ セ ン ス 牝3鹿 54 横山 典弘久米田正明氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 534＋ 21：12．9	 87．6�
47 アイアムキャツアイ 牝3黒鹿54 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 448＋ 81：13．0クビ 5．5	
12 マコトパパヴェロ 牝3栗 54 津村 明秀
ディアマント 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 488－ 21：13．1	 44．5�
510 ロードコメット �3栗 56 柴山 雄一 
ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 516＋ 4 〃 クビ 29．0�
713
 メダーリアフレイム 牡3鹿 56 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 米 Gallagher’s

Stud B462＋ 61：13．84 22．0
35 ヴ ァ ル ー ル 牝4黒鹿 55

54 ☆井上 敏樹 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 442＋ 21：13．9� 235．4�
36 � ミュゼバトラー 牡5栗 57 村田 一誠西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 510＋ 4 〃 ハナ 359．9�
24 ゴールデンターキン 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 448± 01：14．43 95．2�
714 パ ス ト ラ ル 牝3黒鹿54 柴田 大知岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 2 〃 アタマ 66．5�
611 メランコリア 牝5栗 55 大野 拓弥�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 496－ 41：14．93 29．1�
59 ブルーヘヴン 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488± 01：15．32� 152．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，136，100円 複勝： 57，050，400円 枠連： 24，239，000円
馬連： 94，679，000円 馬単： 44，084，300円 ワイド： 57，569，600円
3連複： 123，712，800円 3連単： 157，353，500円 計： 598，824，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 130円 � 180円 枠 連（2－6） 910円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 470円 �� 810円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 12，380円

票 数

単勝票数 計 401361 的中 � 40532（5番人気）
複勝票数 計 570504 的中 � 51947（5番人気）� 140565（1番人気）� 78213（4番人気）
枠連票数 計 242390 的中 （2－6） 20499（3番人気）
馬連票数 計 946790 的中 �� 64604（4番人気）
馬単票数 計 440843 的中 �� 13799（8番人気）
ワイド票数 計 575696 的中 �� 31406（4番人気）�� 17100（8番人気）�� 38127（3番人気）
3連複票数 計1237128 的中 ��� 45935（5番人気）
3連単票数 計1573535 的中 ��� 9209（27番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．6―12．4―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．2―46．6―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．0
3 ・（14，15）（10，16）12，7，8（5，6）2（1，9）（4，13）（3，11） 4 ・（14，15）（10，12，16）7（5，6，8）2，1，13（4，3，9）11

勝馬の
紹 介

エビスリアン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Chief Seattle デビュー 2016．1．31 東京4着

2013．5．13生 牡4鹿 母 エビスオール 母母 Auction Cat 13戦3勝 賞金 24，650，000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 カシノアーニング号・トウショウデュエル号
（非抽選馬） 1頭 フレンドパリ号
※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。



3306912月17日 晴 良 （29中山5）第6日 第9競走 ��
��2，400�

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55�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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

712 マイネルクラース 牡3鹿 55 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 460± 02：37．4 3．5�

58 スズカロング 牡3鹿 55 石橋 脩永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480－ 22：37．61 7．0�
46 � ハヤブサライデン 牡5鹿 57 江田 照男�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 494＋ 82：37．81	 25．5�
33 デジタルフラッシュ 牡6栗 57 北村 宏司 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 492＋ 82：38．33 45．1�
34 ラテールプロミーズ 牡4青鹿57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 B508± 02：38．4	 4．1	
711 アバオアクー 牡5鹿 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B504± 02：39．03	 18．6

610 フジマサエンペラー 
8黒鹿57 柴田 善臣藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 500± 02：39．1	 29．6�
45 ハッスルバッスル 牡3黒鹿55 吉田 隼人吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 B492＋ 42：39．2	 3．8�
11 ロックキャンディ 牝5黒鹿55 野中悠太郎�Basic 根本 康広 新冠 佐藤 信広 B522＋102：39．3� 98．5
813 タガノアンピール 牡3黒鹿55 戸崎 圭太八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 560＋102：39．51� 18．0�
814 デアリングアイデア 牡3鹿 55 柴山 雄一宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 454－10 〃 クビ 74．4�
69 ゼンノスサノヲ 牡6栗 57 中谷 雄太大迫久美子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 484＋ 82：39．81� 171．9�
57 ワイルドダンサー 牡5鹿 57 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 486－202：40．75 11．4�
22  サイバーエレキング 牡3鹿 55 森 泰斗太田 好則氏 佐々木洋一 浦河 ヒダカフアーム B474＋ 92：42．4大差 251．6�

（大井） （船橋）

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，822，100円 複勝： 59，181，400円 枠連： 26，362，700円
馬連： 114，769，200円 馬単： 49，008，100円 ワイド： 61，525，500円
3連複： 138，266，700円 3連単： 180，054，600円 計： 673，990，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 180円 � 510円 枠 連（5－7） 780円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，220円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 10，280円 3 連 単 ��� 48，490円

票 数

単勝票数 計 448221 的中 � 101102（1番人気）
複勝票数 計 591814 的中 � 99070（2番人気）� 92780（4番人気）� 23183（9番人気）
枠連票数 計 263627 的中 （5－7） 26043（5番人気）
馬連票数 計1147692 的中 �� 59141（6番人気）
馬単票数 計 490081 的中 �� 13080（9番人気）
ワイド票数 計 615255 的中 �� 37039（4番人気）�� 6775（27番人気）�� 8352（22番人気）
3連複票数 計1382667 的中 ��� 10083（35番人気）
3連単票数 計1800546 的中 ��� 2692（153番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．0―13．3―14．0―14．0―13．5―12．4―12．6―12．8―12．8―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―25．0―38．0―51．3―1：05．3―1：19．3―1：32．8―1：45．2―1：57．8―2：10．6―2：23．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルクラース �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．6．12 東京4着

2014．3．22生 牡3鹿 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 12戦3勝 賞金 32，201，000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。

3307012月17日 晴 良 （29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，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 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
1：06．7
1：06．5

良
良

611 アレスバローズ 牡5黒鹿56 M．デムーロ猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 490－ 21：08．4 2．3�
47 � ロードセレリティ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか 前川 正美 494＋ 41：08．61 9．3�
816 アドマイヤナイト 牝5栗 54 戸崎 圭太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 442－ 2 〃 ハナ 4．1�
510 ト シ ザ キ ミ 牝6鹿 52 江田 照男上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 486＋ 2 〃 クビ 81．9�
815 アルマエルナト 	6栗 54 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 476＋24 〃 アタマ 19．9�
48 � クリノハッチャン 牝6鹿 50 武士沢友治栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 464－ 21：08．7クビ 54．9	
713 ラ ク ア ミ 牝5栗 52 柴田 善臣西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B454＋ 61：08．8
 37．9

35 オールインワン 牡4鹿 57 H．ボウマン �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 492－ 21：09．01� 9．1�
（豪）

24 メイショウブイダン 牡6鹿 53 村田 一誠松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 B464－ 4 〃 ハナ 148．8�
714 ハ ピ ネ ス 牝6黒鹿52 西田雄一郎 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－16 〃 クビ 32．6
59 メイショウスイヅキ 牝4鹿 52 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 474＋ 2 〃 ハナ 15．5�
11 � ア イ ラ イ ン 牝5黒鹿53 内田 博幸�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 478＋101：09．1クビ 57．3�
23 クインズサリナ 牝3黒鹿52 北村 宏司亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 448－ 21：09．2
 15．7�
36 イ オ ラ ニ 	6黒鹿54 田辺 裕信 �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 B488＋101：09．73 24．8�
612 モズハツコイ 牝6芦 53 松岡 正海 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 474－ 2 〃 クビ 68．2�
12 ウエスタンユーノー 牝6芦 52 横山 和生西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 488－ 21：09．91� 69．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，793，100円 複勝： 76，323，700円 枠連： 40，184，500円
馬連： 169，683，700円 馬単： 77，773，900円 ワイド： 89，745，900円
3連複： 213，040，000円 3連単： 295，839，100円 計： 1，024，383，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 220円 � 130円 枠 連（4－6） 1，090円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 490円 �� 210円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 7，140円

票 数

単勝票数 計 617931 的中 � 214190（1番人気）
複勝票数 計 763237 的中 � 197258（1番人気）� 62328（3番人気）� 155178（2番人気）
枠連票数 計 401845 的中 （4－6） 28375（3番人気）
馬連票数 計1696837 的中 �� 100230（3番人気）
馬単票数 計 777739 的中 �� 30929（4番人気）
ワイド票数 計 897459 的中 �� 42764（2番人気）�� 127311（1番人気）�� 28150（7番人気）
3連複票数 計2130400 的中 ��� 98113（2番人気）
3連単票数 計2958391 的中 ��� 30019（8番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―11．1―11．6―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―33．0―44．6―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アレスバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．12．6 阪神2着

2012．5．14生 牡5黒鹿 母 タイセイエトワール 母母 エンスラーリング 22戦5勝 賞金 97，527，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 アッラサルーテ号・エリーティアラ号・クリノコマチ号・スマートカルロス号・デンコウウノ号・

ドラゴンストリート号・ナインテイルズ号・パーリオミノル号・ベルディーヴァ号・ベルモントラハイナ号・
レジーナフォルテ号・レッドリーガル号

※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。



3307112月17日 晴 良 （29中山5）第6日 第11競走 ��
��1，800�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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

44 マイネルハニー 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 482＋ 41：47．8 8．5�

56 ゲ ッ カ コ ウ 牝4黒鹿54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 476＋ 21：47．9	 15．6�

811 グレーターロンドン 牡5鹿 57 田辺 裕信窪田 康志氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 472± 01：48．11
 1．6�
55 ベルキャニオン 牡6鹿 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496＋10 〃 クビ 32．1�
33 ハ ー ト レ ー �4鹿 56 H．ボウマン �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478－ 81：48．31 16．3	

（豪）

22 ウインフルブルーム 牡6栗 57 松岡 正海�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 522－ 4 〃 ハナ 26．2

812� ストロングタイタン 牡4鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 508－161：48．4クビ 3．8�
67 マイネルディーン 牡8青 56 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 61：48．71	 82．4�
68 � レッドレイヴン 牡7青鹿58 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 518－ 2 〃 クビ 71．0
11 ケイティープライド 牡7鹿 57 津村 明秀�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 ハナ 108．0�
79 フェイマスエンド 牡6栗 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 島 一歩 新冠 中村農場 480－12 〃 アタマ 163．7�
710 トウショウドラフタ 牡4栗 56 三浦 皇成トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490＋ 21：48．8	 43．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 103，600，300円 複勝： 188，138，600円 枠連： 57，735，000円
馬連： 267，316，900円 馬単： 159，859，800円 ワイド： 123，517，300円
3連複： 348，220，700円 3連単： 793，241，500円 計： 2，041，630，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 170円 � 210円 � 110円 枠 連（4－5） 2，980円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 10，590円

ワ イ ド �� 810円 �� 290円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 26，070円

票 数

単勝票数 計1036003 的中 � 97463（3番人気）
複勝票数 計1881386 的中 � 119136（3番人気）� 80012（4番人気）� 1269604（1番人気）
枠連票数 計 577350 的中 （4－5） 14991（8番人気）
馬連票数 計2673169 的中 �� 48209（14番人気）
馬単票数 計1598598 的中 �� 11317（26番人気）
ワイド票数 計1235173 的中 �� 34877（9番人気）�� 120401（2番人気）�� 78015（3番人気）
3連複票数 計3482207 的中 ��� 125434（6番人気）
3連単票数 計7932415 的中 ��� 22057（73番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．0―11．9―11．5―11．7―11．9―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―37．1―49．0―1：00．5―1：12．2―1：24．1―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルハニー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2015．11．15 東京1着

2013．5．10生 牡4鹿 母 ブライアンハニー 母母 ハスキーハニー 20戦4勝 賞金 160，472，000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。

3307212月17日 晴 良 （29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

510 ミッキーグローリー 牡4青鹿57 H．ボウマン 野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 544＋ 21：34．1 2．3�
（豪）

12 ゴールドサーベラス 牡5栗 57 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 456＋ 61：34．63 6．1�
713 トーホウアイレス 牝3青鹿54 三浦 皇成東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 470－ 21：34．7� 25．9�
612 スプリットステップ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 496－101：34．8クビ 6．8�
59 エクラミレネール 牝4芦 55 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 458± 0 〃 ハナ 5．0	
35 ユメノマイホーム 牝5栗 55 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 456－ 4 〃 クビ 61．7

48 ヴェアリアスサマー 牡6栗 57

54 ▲野中悠太郎小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 514＋ 21：34．9クビ 10．7�
36 シ ャ ラ ラ 牝4鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 488－ 4 〃 ハナ 19．7�
611	 レッドアフレイム 牡5鹿 57

54 ▲武藤 雅 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社
吉田ファーム 444＋ 21：35．11
 204．5

47 	 ライズスクリュー 牝3栗 54 柴田 善臣島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 462＋ 4 〃 アタマ 66．5�

714 プルメリアスター 牝5鹿 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 432－16 〃 クビ 23．9�
815 ウインソワレ 牝5鹿 55 津村 明秀�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 476± 01：35．31
 54．5�
11 ス ズ カ ゼ 牝3鹿 54 武士沢友治 �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 482＋101：35．4� 47．5�
23 ストーミング 牡6栗 57 大野 拓弥栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 492＋ 21：35．5� 78．7�
816 ベストドリーム 牡6鹿 57 吉田 隼人堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 482＋121：36．35 109．7�
24 スワンボート 牡7鹿 57 菅原 隆一田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 476－ 21：36．62 431．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，256，900円 複勝： 95，597，200円 枠連： 52，222，800円
馬連： 191，784，300円 馬単： 83，959，900円 ワイド： 104，881，300円
3連複： 244，190，500円 3連単： 356，338，200円 計： 1，208，231，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 190円 � 480円 枠 連（1－5） 560円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，010円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 18，560円

票 数

単勝票数 計 792569 的中 � 265313（1番人気）
複勝票数 計 955972 的中 � 235604（1番人気）� 130886（3番人気）� 36369（8番人気）
枠連票数 計 522228 的中 （1－5） 72029（1番人気）
馬連票数 計1917843 的中 �� 163267（2番人気）
馬単票数 計 839599 的中 �� 49357（2番人気）
ワイド票数 計1048813 的中 �� 70096（2番人気）�� 25900（10番人気）�� 13361（21番人気）
3連複票数 計2441905 的中 ��� 31109（16番人気）
3連単票数 計3563382 的中 ��� 13912（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．3―47．0―58．6―1：10．4―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーグローリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．8．8 新潟3着

2013．4．3生 牡4青鹿 母 メ リ ッ サ 母母 ストーミーラン 8戦4勝 賞金 36，529，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 ニシノカブケ号
※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。

３レース目



（29中山5）第6日 12月17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 181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

221，740，000円
2，530，000円
23，460，000円
1，320，000円
24，450，000円
74，912，000円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
581，851，100円
824，984，400円
321，741，200円
1，301，922，700円
647，486，500円
729，241，900円
1，679，945，100円
2，559，487，400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 8，646，660，300円

総入場人員 25，996名 （有料入場人員 22，424名）
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