
3307312月23日 晴 良 （29中山5）第7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

510 エリーナハーラー 牝2鹿 54 V．シュミノー 飯塚 知一氏 栗田 徹 千葉 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 462－ 61：13．2 6．9�

（仏）

611 ポートナイトサイト 牝2栗 54 柴田 大知ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 466＋ 41：13．41 9．8�
47 ビクトリーゲート 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹泉 俊二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 446＋101：13．82� 140．7�
23 ミ ラ ビ リ ア 牝2栗 54 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 462－ 41：14．01� 7．9�
35 ウィンターパレス 牝2青鹿54 田辺 裕信 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488± 0 〃 ハナ 2．0�
713 マサノカバーガール 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大
作ステーブル B448＋ 21：14．21 21．4	

36 ノーモアサイレンス 牝2青鹿 54
51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 418－ 21：14．62� 7．6


12 トニーハピネス 牝2栗 54 三浦 皇成トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 424－ 21：14．7� 59．5�
815 マ ナ マ カ ニ 牝2鹿 54 嶋田 純次稲垣 隆治氏 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 B432± 01：14．9� 159．7�
11 アイアムサファイア 牝2青鹿 54

51 ▲横山 武史堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 402－ 4 〃 ハナ 36．0
612 ガラシアライツ 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅林 正道氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 432＋ 8 〃 クビ 116．8�
714 ラブリースマッシュ 牝2栗 54 丹内 祐次村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 荒谷 輝和 450－ 41：15．0クビ 35．2�
816 ジャンニーナ 牝2鹿 54 北村 宏司増田 和啓氏 奥村 武 日高 チャンピオン

ズファーム 458＋ 8 〃 クビ 85．6�
24 ビバラエポボン 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 本間 忍 日高 本間牧場 450± 01：15．42� 244．7�
59 テルキーネス 牝2黒鹿54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 418＋ 61：15．71� 11．0�
48 ヤエノメイク 牝2黒鹿54 黛 弘人柳田 英子氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ

アーム 412－ 41：16．23 179．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，120，100円 複勝： 45，366，500円 枠連： 17，175，800円
馬連： 70，661，700円 馬単： 32，619，100円 ワイド： 41，761，600円
3連複： 92，200，700円 3連単： 114，082，500円 計： 441，988，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 230円 � 240円 � 2，850円 枠 連（5－6） 1，440円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 890円 �� 9，330円 �� 11，060円

3 連 複 ��� 106，540円 3 連 単 ��� 454，440円

票 数

単勝票数 計 281201 的中 � 32577（2番人気）
複勝票数 計 453665 的中 � 58204（2番人気）� 53381（3番人気）� 3257（13番人気）
枠連票数 計 171758 的中 （5－6） 9240（6番人気）
馬連票数 計 706617 的中 �� 18592（8番人気）
馬単票数 計 326191 的中 �� 4310（18番人気）
ワイド票数 計 417616 的中 �� 12746（7番人気）�� 1124（55番人気）�� 947（59番人気）
3連複票数 計 922007 的中 ��� 649（161番人気）
3連単票数 計1140825 的中 ��� 182（749番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．5―12．3―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．5―46．8―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリーナハーラー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．8．27 新潟7着

2015．3．3生 牝2鹿 母 ニイガッタメール 母母 ロイヤルティアラ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3307412月23日 晴 良 （29中山5）第7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

612 ミッキーポジション 牡2鹿 55
52 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 498＋101：56．4 4．9�

24 キッズジョリー 牡2栗 55 V．シュミノー 瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 490－ 61：57．46 22．4�
（仏）

815 デルマカルヴァドス 牡2鹿 55
52 ▲武藤 雅浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 484± 01：57．72 6．7�

36 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 536＋ 21：58．02 1．6�

23 ヘ キ ギ ョ ク 牡2鹿 55 柴山 雄一ライオンレースホース� 根本 康広 新ひだか 高橋 修 538－ 21：58．2� 16．8	
35 ニシノオクタゴン 牡2青鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 458± 01：58．41� 57．9

510 プローシブル 牡2栗 55 吉田 隼人伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：58．82� 14．3�
59 ニシノエクレール 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 448－ 2 〃 クビ 100．5�
611 ゲンパチカガヤキ 牡2栗 55 柴田 善臣平野 武志氏 中川 公成 新ひだか 前川 正美 458＋ 21：59．33 23．7
48 ウェルズレジェンド 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 472－ 41：59．4クビ 511．7�
12 ベ リ ー タ 牝2栗 54 丹内 祐次 �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 430＋ 2 〃 クビ 114．5�
816 ウインテアトル 牡2青鹿55 柴田 大知�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 458± 01：59．5� 528．3�
11 ウサギノダンス 牡2黒鹿55 北村 宏司桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 482＋ 42：00．03 117．9�
713 モ ッ ポ サ ン 牡2栗 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 494－ 22：00．2� 555．9�
47 ジオパークボス 牡2栗 55 宮崎 北斗小関 勝紀氏 青木 孝文 様似 中村 俊紀 454－ 42：00．83� 107．5�
714 ベ ー 牡2栗 55 小野寺祐太北山 敏�氏 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 478－ 22：00．9クビ 248．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，667，000円 複勝： 107，578，200円 枠連： 18，022，000円
馬連： 76，546，800円 馬単： 43，262，200円 ワイド： 47，341，800円
3連複： 93，663，500円 3連単： 136，281，400円 計： 565，362，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 330円 � 810円 � 340円 枠 連（2－6） 1，430円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 8，230円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 540円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 10，450円 3 連 単 ��� 51，160円

票 数

単勝票数 計 426670 的中 � 69196（2番人気）
複勝票数 計1075782 的中 � 90639（2番人気）� 31488（7番人気）� 86024（3番人気）
枠連票数 計 180220 的中 （2－6） 9746（6番人気）
馬連票数 計 765468 的中 �� 11787（13番人気）
馬単票数 計 432622 的中 �� 3939（22番人気）
ワイド票数 計 473418 的中 �� 7518（15番人気）�� 24033（6番人気）�� 7971（14番人気）
3連複票数 計 936635 的中 ��� 6719（26番人気）
3連単票数 計1362814 的中 ��� 1931（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．9―49．9―1：02．8―1：15．8―1：29．1―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーポジション �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2017．11．19 東京10着

2015．3．26生 牡2鹿 母 ポジションリミット 母母 Payable On Demand 2戦1勝 賞金 5，000，000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 ウインベルズトール号・エールブラン号・キャプチュード号・ティーエスフォルソ号・ナターシャ号・

ベストミライ号・マイネルソラニテ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

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７日



3307512月23日 晴 良 （29中山5）第7日 第3競走 1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

611 セイウンミツコ 牝2黒鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 446＋ 21：09．9 11．9�
713 ミフトゥーロ 牝2鹿 54 戸崎 圭太藤田 在子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 464± 01：10．0� 1．8�
816 トーホウキャサリン 牝2黒鹿54 丹内 祐次東豊物産� 古賀 史生 浦河 富菜牧場 434 ―1：10．21� 132．8�
23 タカミツリリー 牝2鹿 54 松岡 正海�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 444－ 41：10．3� 7．5�
36 マウントレーニア 牝2鹿 54 内田 博幸�ミルファーム 高橋 文雅 新冠 ラツキー牧場 434－ 21：10．61� 29．8	
714 モ シ モ 牝2栗 54 V．シュミノー 小田切有一氏 本間 忍 様似 小田牧場 436＋ 2 〃 クビ 16．4


（仏）

35 サラドリーム 牝2黒鹿54 石橋 脩 �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 422－ 21：10．7クビ 6．2�

24 タイガーアイ 牝2鹿 54 武士沢友治桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 408－ 41：10．8� 217．2�
510 ポステリタス 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 浦河 木村牧場 474－ 4 〃 クビ 46．2
815 シンボリソウル �2青鹿55 嶋田 純次シンボリ牧場 尾形 和幸 浦河 高村牧場 444＋ 41：10．9� 25．4�
612 ラッシュウィン �2鹿 55 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B454－ 41：11．11� 29．9�
47 チ ョ ト ツ 牝2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎佐久間拓士氏 伊藤 大士 浦河 山口 義彦 472＋121：11．41� 8．6�
59 エムティティアラ 牝2鹿 54 的場 勇人�門別牧場 的場 均 浦河 信岡牧場 368－14 〃 クビ 207．8�
48 パ ー キ ー 牝2鹿 54 吉田 隼人山住 勲氏 矢野 英一 浦河 杵臼牧場 440－ 41：11．5� 68．4�
12 ショウナンサラ 牝2鹿 54 柴山 雄一国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 460＋ 41：11．81� 190．0�
11 ハクサンテンシ 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 392－141：12．11� 223．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，842，900円 複勝： 61，720，900円 枠連： 20，799，000円
馬連： 86，433，100円 馬単： 41，455，300円 ワイド： 55，706，000円
3連複： 103，270，800円 3連単： 132，434，100円 計： 542，662，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 290円 � 120円 � 2，400円 枠 連（6－7） 800円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 620円 �� 20，180円 �� 6，180円

3 連 複 ��� 56，990円 3 連 単 ��� 326，580円

票 数

単勝票数 計 408429 的中 � 27429（5番人気）
複勝票数 計 617209 的中 � 44649（5番人気）� 201600（1番人気）� 4206（12番人気）
枠連票数 計 207990 的中 （6－7） 20137（4番人気）
馬連票数 計 864331 的中 �� 45523（5番人気）
馬単票数 計 414553 的中 �� 6840（14番人気）
ワイド票数 計 557060 的中 �� 24925（4番人気）�� 680（77番人気）�� 2240（45番人気）
3連複票数 計1032708 的中 ��� 1359（132番人気）
3連単票数 計1324341 的中 ��� 294（688番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．7―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．3―45．0―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンミツコ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．9．17 中山6着

2015．2．24生 牝2黒鹿 母 ニシノメルモ 母母 ナ ド ラ 5戦1勝 賞金 6，250，000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。
（非当選馬） 2頭 アリババ号・シガール号
※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。

3307612月23日 晴 良 （29中山5）第7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

510 カラリエーヴァ 牝2鹿 54 戸崎 圭太天堀 忠博氏 中川 公成 新冠 芳住 鉄兵 482－ 62：03．4 6．2�
23 コスモレリア 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 22：03．61� 15．5�
12 トラストケンシン 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 466＋ 2 〃 クビ 4．5�
35 キングジョーカ 牡2鹿 55 江田 照男�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 62：03．7クビ 133．6�
817 ド ゥ マ ン 牡2鹿 55 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 博憲 日高 チャンピオン

ズファーム 486＋ 62：03．8� 3．8	
714 ワークジュニア 牡2黒鹿55 丸田 恭介荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：04．01� 177．2

818 ニシノラヴコール 牝2黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 440＋ 2 〃 ハナ 27．6�
24 アウデンティア 牡2黒鹿55 三浦 皇成前田 葉子氏 鹿戸 雄一 浦河 笠松牧場 482± 0 〃 クビ 4．9�
816 エンジェルリード 牝2鹿 54 柴田 善臣広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 450－ 62：04．1� 49．8
611 ペイシャレイナ 牝2鹿 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 458＋ 42：04．31� 68．3�
59 タケショウエリック 牡2青鹿55 内田 博幸�ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 428± 02：04．4� 46．7�
612 ショウナンバリウス 牡2黒鹿55 吉田 隼人国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 496＋ 42：04．61� 64．1�
36 アイリスロード 牝2青 54 田中 勝春 �荻伏服部牧場 和田 雄二 日高 春木 昭雄 424－202：04．7クビ 93．8�
47 トゥモローアンセム 牡2栗 55

52 ▲菊沢 一樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 坂本 智広 460± 0 〃 アタマ 337．9�
713 コ ウ ノ ト リ 牝2鹿 54 的場 勇人西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 432± 02：04．8� 172．1�
715 モンヴァントゥ 牡2鹿 55 V．シュミノー �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 528＋ 22：05．01� 6．1�

（仏）

48 ソングオブローラン 牡2鹿 55 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 512＋ 4 〃 ハナ 222．6�
11 タカラトゥーン 牡2鹿 55 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 478－ 22：05．32 27．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，544，400円 複勝： 64，180，700円 枠連： 28，219，500円
馬連： 89，374，400円 馬単： 38，892，900円 ワイド： 57，802，900円
3連複： 110，657，200円 3連単： 126，669，500円 計： 555，341，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 350円 � 170円 枠 連（2－5） 940円

馬 連 �� 4，580円 馬 単 �� 6，710円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 570円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，940円 3 連 単 ��� 35，070円

票 数

単勝票数 計 395444 的中 � 50674（5番人気）
複勝票数 計 641807 的中 � 89759（4番人気）� 39236（6番人気）� 109681（1番人気）
枠連票数 計 282195 的中 （2－5） 23180（5番人気）
馬連票数 計 893744 的中 �� 16040（14番人気）
馬単票数 計 388929 的中 �� 4346（24番人気）
ワイド票数 計 578029 的中 �� 10450（14番人気）�� 27453（7番人気）�� 14348（12番人気）
3連複票数 計1106572 的中 ��� 16780（13番人気）
3連単票数 計1266695 的中 ��� 2618（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．6―49．1―1：01．7―1：14．0―1：26．4―1：38．6―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．0
1
3
6，10（3，18）（9，17）（5，11）16，8（1，14）（4，15）12（2，13）7
6，10（3，18）（9，17）5（11，16，15）1（8，4）14（2，12）（7，13）

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

勝馬の
紹 介

カラリエーヴァ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．11．26 東京3着

2015．2．15生 牝2鹿 母 マスターギラティナ 母母 イシノスター 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 トラストケンシン号の騎手武藤雅は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウインオルビット号・ウインサジェス号・フラッシュスタイル号・ミラーマッチ号
（非抽選馬） 6頭 アズマピアサー号・アースルナ号・コスモキリュウ号・トキメキジュピター号・プロットツイスト号・モンツァ号
※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。



3307712月23日 晴 良 （29中山5）第7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

24 ワカミヤオウジ 牡2青 55 田辺 裕信芳川 貴行氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル 480 ―1：56．3 6．3�
12 フォーマイセルフ 牡2栗 55 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 462 ―1：56．51� 24．2�
611 ギャラルホルン 牡2鹿 55 V．シュミノー �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 530 ―1：57．56 3．1�

（仏）

36 ダイヤクリーガー 牡2黒鹿55 柴田 善臣 �ダイヤモンドファーム 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 506 ―1：57．92� 89．5�
23 スズヨブラック 牡2鹿 55 田中 勝春鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 468 ―1：58．64 54．8	
59 ビ ヨ ン ド 牡2鹿 55 石橋 脩栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 436 ―1：58．91� 21．6

714 ゼネラルリッシュ 牡2鹿 55

52 ▲菊沢 一樹 �ジェネラルレーシング 小桧山 悟 新冠 飯島 功典 434 ―1：59．75 237．4�
47 マイネルリノセロス 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 西村 和夫 460 ― 〃 アタマ 11．9�
713 サンライズソル 牡2黒鹿55 �島 良太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 500 ―1：59．8� 19．8
11 エンパイヤアーサー 牡2黒鹿55 柴山 雄一�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 524 ―1：59．9� 12．6�
48 ログインアイディー 牡2栗 55 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 464 ―2：00．32� 150．2�
35 サトノプレスト 牡2鹿 55 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 480 ―2：00．51� 7．7�
510 エレクシオン 牡2鹿 55 三浦 皇成�ノースヒルズ 中舘 英二 新ひだか 土居牧場 516 ―2：00．6クビ 10．4�
815 ペ コ ボ ー イ �2栗 55

52 ▲野中悠太郎トール＆ワイド 根本 康広 伊達 高橋農場 476 ― 〃 アタマ 177．6�
612 ノアゴールド 牡2栗 55 勝浦 正樹佐山 公男氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 474 ―2：00．92 5．1�
816 セイウンシヴァ 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 458 ―2：01．96 77．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，356，100円 複勝： 46，906，400円 枠連： 26，327，800円
馬連： 76，238，300円 馬単： 37，838，900円 ワイド： 45，234，100円
3連複： 87，878，700円 3連単： 104，901，500円 計： 460，681，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 500円 � 150円 枠 連（1－2） 2，010円

馬 連 �� 7，590円 馬 単 �� 12，250円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 510円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 7，950円 3 連 単 ��� 58，360円

票 数

単勝票数 計 353561 的中 � 44465（3番人気）
複勝票数 計 469064 的中 � 68446（2番人気）� 17571（9番人気）� 103495（1番人気）
枠連票数 計 263278 的中 （1－2） 10125（10番人気）
馬連票数 計 762383 的中 �� 8281（28番人気）
馬単票数 計 378389 的中 �� 2316（45番人気）
ワイド票数 計 452341 的中 �� 5799（25番人気）�� 24720（2番人気）�� 6957（19番人気）
3連複票数 計 878787 的中 ��� 8281（25番人気）
3連単票数 計1049015 的中 ��� 1303（197番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―13．9―13．8―12．8―12．5―12．5―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．2―39．1―52．9―1：05．7―1：18．2―1：30．7―1：43．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ワカミヤオウジ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2015．4．1生 牡2青 母 ツヨイキモチ 母母 サンデーエイコーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3307812月23日 晴 良 （29中山5）第7日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時35分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

11 ルタンメルヴェイユ 牝2栗 54 石橋 脩杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 468 ―1：14．0 4．1�
48 グヴィアズダ 牡2鹿 55 丸山 元気 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 426 ―1：14．21� 12．2�
59 トキノステラ 牝2黒鹿54 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 458 ―1：14．41� 13．7�
816 ハニハニハーモニー 牝2栗 54 江田 照男飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 500 ―1：14．61� 8．5�
612 ア キ ヒ メ 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史桐谷 茂氏 松永 康利 新冠 高瀬牧場 402 ―1：14．7� 26．9�
24 ケイアイテディ 牡2栗 55 北村 宏司亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 458 ―1：15．01� 1．9	
714 ホリーセクション 牝2栗 54 嘉藤 貴行 
フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 412 ― 〃 クビ 265．8�
23 ア ネ ラ 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅加藤 義久氏 高橋 義博 新ひだか カタオカフアーム 448 ―1：15．53 49．0�
611 マインクイーン 牝2鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 藤吉牧場 414 ―1：15．6� 72．9
47 エスケイファースト 牡2栗 55 中井 裕二
川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 520 ―1：15．7クビ 199．7�
35 ティランジア 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也手嶋 康雄氏 加藤 和宏 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458 ― 〃 クビ 86．7�

36 リ ョ ウ ク ン 牡2黒鹿55 田中 勝春保坂 義貞氏 田中 剛 浦河 富菜牧場 438 ―1：15．8� 32．2�
12 トミケンミルト 牡2栗 55 柴山 雄一冨樫 賢二氏 田島 俊明 新ひだか 飯岡牧場 484 ―1：16．33 99．6�
510 ボールドカレント 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 368 ―1：16．4� 138．0�
713� マッチョベリー 牝2芦 54 丸田 恭介栗山 良子氏 上原 博之 米 Lansdowne Thor-

oughbreds, LLC 486 ―1：16．5クビ 20．9�
815 ポンズチャン 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子ケンレーシング組合 根本 康広 千歳 社台ファーム 454 ―1：16．92� 39．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，006，500円 複勝： 47，686，000円 枠連： 19，965，100円
馬連： 74，000，500円 馬単： 41，742，300円 ワイド： 44，654，800円
3連複： 83，304，400円 3連単： 116，043，500円 計： 466，403，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 320円 � 300円 枠 連（1－4） 1，960円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 650円 �� 950円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 25，220円

票 数

単勝票数 計 390065 的中 � 75181（2番人気）
複勝票数 計 476860 的中 � 76309（2番人気）� 34897（5番人気）� 39023（4番人気）
枠連票数 計 199651 的中 （1－4） 7880（8番人気）
馬連票数 計 740005 的中 �� 23505（7番人気）
馬単票数 計 417423 的中 �� 8128（12番人気）
ワイド票数 計 446548 的中 �� 18153（5番人気）�� 11998（8番人気）�� 7344（15番人気）
3連複票数 計 833044 的中 ��� 9873（18番人気）
3連単票数 計1160435 的中 ��� 3335（64番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．0―12．7―12．2―13．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルタンメルヴェイユ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Machiavellian 初出走

2015．3．24生 牝2栗 母 ドリームモーメント 母母 Dream Ticket 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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 エリーエスパー号・オペラシーズン号・ケイアイマリブ号・サンラボック号・シラハタヤマ号・ドラゴンホール号・

ビギンアゲイン号・ペティヤン号



3307912月23日 晴 良 （29中山5）第7日 第7競走 ��2，500�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

815 オメガドラクロワ 牡3青鹿55 石橋 脩原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 466＋202：43．1 2．9�
816 サイドチェンジ 牡3黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 池上 昌弘 新ひだか 平野牧場 B504＋ 2 〃 ハナ 3．8�
24 オ ー パ �4鹿 57 西田雄一郎馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B506＋322：44．48 32．4�
59 � エンパイアカラー �3黒鹿55 村田 一誠吉澤 克己氏 藤原 辰雄 新冠 ヒカル牧場 506＋ 9 〃 ハナ 69．8�
714 ロージズバード 牡3黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B514＋ 82：44．61	 6．8�
36 ラインセイラ 牝4栗 55 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 472＋102：44．81
 34．5�
48 � ドラゴンイモン 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 初也井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 490＋ 2 〃 ハナ 14．9	
612� デルマキミコイシ 牡3芦 55

54 ☆井上 敏樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 502＋ 62：44．9クビ 14．9

510� サトノギャラクシー 牡5青鹿 57

56 ☆木幡 巧也 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B552＋162：45．0
 6．3�
47 コ マ ク サ 牡5黒鹿57 内田 博幸江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 470＋ 22：45．42
 51．8
23 � プレツィオーゼ �5鹿 57

54 ▲菊沢 一樹髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 440＋ 22：45．5� 66．6�
611 ビレッジゴールド 牡4栗 57 横山 和生村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B482＋ 22：45．6クビ 37．2�
35 エレクトリイオネ 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム B484＋ 82：47．8大差 77．4�
12 � ヒロノワカムシャ �3黒鹿55 江田 照男小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 470－132：48．11� 30．8�
11 セ ラ フ ァ ン 牝3鹿 53

50 ▲武藤 雅小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 490＋ 62：51．6大差 42．9�
713� ボクハチャーリー �3青鹿 55

52 ▲野中悠太郎原 �子氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 494＋182：52．66 132．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，251，500円 複勝： 54，794，800円 枠連： 29，864，200円
馬連： 99，479，000円 馬単： 43，407，300円 ワイド： 57，557，700円
3連複： 120，730，500円 3連単： 149，514，400円 計： 592，599，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 150円 � 650円 枠 連（8－8） 540円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，660円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 21，400円

票 数

単勝票数 計 372515 的中 � 102339（1番人気）
複勝票数 計 547948 的中 � 125913（1番人気）� 109877（2番人気）� 13734（8番人気）
枠連票数 計 298642 的中 （8－8） 42639（2番人気）
馬連票数 計 994790 的中 �� 133793（1番人気）
馬単票数 計 434073 的中 �� 32828（1番人気）
ワイド票数 計 575577 的中 �� 62935（1番人気）�� 8082（15番人気）�� 6551（21番人気）
3連複票数 計1207305 的中 ��� 12530（19番人気）
3連単票数 計1495144 的中 ��� 5063（43番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．7―13．3―13．5―14．4―14．0―13．3―12．7―12．4―12．7―12．8―14．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．2―29．9―43．2―56．7―1：11．1―1：25．1―1：38．4―1：51．1―2：03．5―2：16．2―2：29．0

コーナー
通過順位

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

2
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガドラクロワ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sir Cat デビュー 2016．7．24 函館3着

2014．2．12生 牡3青鹿 母 カ チ バ 母母 Sinister Victory 7戦2勝 賞金 17，550，000円
〔騎手変更〕 コマクサ号の騎手V．シュミノーは，検査のため内田博幸に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セラファン号・ボクハチャーリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月

23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 リセンティート号・ワイルドゲーム号

3308012月23日 晴 良 （29中山5）第7日 第8競走 ��1，200�
ま い は ま

舞 浜 特 別
発走13時35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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

59 スズカグラーテ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 460＋ 61：11．6 6．7�
611 ビックリシタナモー 牡3黒鹿56 藤田菜七子小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 514－ 8 〃 アタマ 15．9�
11 ヘ ル デ ィ ン 牝3青鹿54 丸山 元気金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 436＋ 81：11．7� 14．3�
713 ポップシンガー 牝3鹿 54 北村 宏司村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 458－ 61：11．8クビ 3．7�
510 ダノンハイパワー 牡3黒鹿56 三浦 皇成�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 496＋ 61：11．9� 16．5�
24 ナリノメジャー 牝3栗 54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 2 〃 クビ 29．1	
35 バシレウスライオン 牡4鹿 57 蛯名 正義ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 アタマ 15．4

48 ツウローゼズ 牝5黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 498＋ 81：12．0� 220．4�
23 タマモシルクハット 牡4黒鹿57 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 480＋ 81：12．1クビ 165．7�
12 タニセンジャッキー 牡8鹿 57 菊沢 一樹染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 474± 01：12．2� 117．5
714 シ ェ ア ー ド 牡4鹿 57 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 484－ 2 〃 アタマ 2．6�
36 タッチシタイ 牡7栗 57 内田 博幸小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 488－ 81：12．3� 45．1�
47 � テキスタイルアート 	5青鹿57 原田 和真岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 482＋ 8 〃 ハナ 12．7�
612� バーサーカー 牡5栗 57 柴田 善臣香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 B490－ 41：12．62 101．7�
815 シンフォニア 牝5栗 55 吉田 隼人安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 486± 01：13．13 38．0�
816 ヒカルランナー 牡8鹿 57 岩部 純二安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 532＋161：13．2クビ 351．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，123，800円 複勝： 69，085，200円 枠連： 33，284，500円
馬連： 121，494，300円 馬単： 54，214，700円 ワイド： 74，256，700円
3連複： 157，763，900円 3連単： 202，024，300円 計： 758，247，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 550円 � 530円 枠 連（5－6） 4，300円

馬 連 �� 7，930円 馬 単 �� 12，070円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 1，690円 �� 4，760円

3 連 複 ��� 37，610円 3 連 単 ��� 168，930円

票 数

単勝票数 計 461238 的中 � 54838（3番人気）
複勝票数 計 690852 的中 � 84934（3番人気）� 30630（8番人気）� 31769（7番人気）
枠連票数 計 332845 的中 （5－6） 5991（12番人気）
馬連票数 計1214943 的中 �� 12624（22番人気）
馬単票数 計 542147 的中 �� 3366（38番人気）
ワイド票数 計 742567 的中 �� 9401（22番人気）�� 11452（18番人気）�� 3957（42番人気）
3連複票数 計1577639 的中 ��� 3146（93番人気）
3連単票数 計2020243 的中 ��� 867（428番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―12．0―12．0―13．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカグラーテ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．9．4 新潟2着

2014．5．6生 牝3黒鹿 母 グーテデロワ 母母 シ ャ ー パ リ 15戦3勝 賞金 51，900，000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。
（非抽選馬） 3頭 シゲルヒラマサ号・タケルラグーン号・ナミノリゴリラ号



3308112月23日 晴 良 （29中山5）第7日 第9競走 1，600�ノ エ ル 賞
発走14時05分 （芝・右・外）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

47 レッドイグニス �4黒鹿57 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466＋101：34．1 4．1�
35 サ ル ダ ー ナ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 01：34．73� 54．5�
816 バトルスピリッツ 牡3鹿 56 V．シュミノー 山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 三石川上牧場 514－ 81：34．8� 3．7�

（仏）

612 グラドゥアーレ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 アタマ 6．6�
48 ワンショットキラー 牡4青鹿57 北村 宏司外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 490＋ 21：35．01 10．4	
23 � フィールザサンダー 牡3鹿 56 内田 博幸櫻井 正氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 452－131：35．1� 55．0

36 ベストティアーズ 牝3青 54 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 太 むかわ 上水牧場 482＋ 4 〃 クビ 23．0�
11 ネオヴィットーリア 牝3黒鹿54 柴田 善臣小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 454－12 〃 ハナ 29．0�
59 ヒドゥンパラメータ 牡3鹿 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 ハナ 24．8
713 キングリッド 牡3鹿 56 三浦 皇成吉田 安惠氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム 448＋ 4 〃 ハナ 3．3�
815 クライベイビー 牝3栗 54 吉田 隼人�G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－101：35．31 69．8�
12 アーリーサプライズ 牡3青鹿56 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 500＋ 6 〃 クビ 82．0�
714 フリームーヴメント 牡4栗 57 藤田菜七子ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 464＋ 81：35．72� 84．7�
510 キューバンマンボ 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �スピードファーム和田 正道 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 442＋161：35．8� 145．8�
611 ユイノルフィ 牡3栗 56 石橋 脩由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 若林牧場 458＋ 4 〃 ハナ 238．5�
24 ラ ト ゥ ー ル 牝5鹿 55 丸山 元気佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 460＋181：39．3大差 342．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，013，500円 複勝： 68，385，100円 枠連： 30，565，700円
馬連： 142，567，000円 馬単： 58，053，900円 ワイド： 66，807，200円
3連複： 154，090，400円 3連単： 217，994，400円 計： 784，477，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 930円 � 180円 枠 連（3－4） 2，140円

馬 連 �� 14，120円 馬 単 �� 19，370円

ワ イ ド �� 3，190円 �� 330円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 15，070円 3 連 単 ��� 102，360円

票 数

単勝票数 計 460135 的中 � 87761（3番人気）
複勝票数 計 683851 的中 � 130216（2番人気）� 13340（9番人気）� 113617（3番人気）
枠連票数 計 305657 的中 （3－4） 11027（7番人気）
馬連票数 計1425670 的中 �� 8326（29番人気）
馬単票数 計 580539 的中 �� 2247（45番人気）
ワイド票数 計 668072 的中 �� 4964（29番人気）�� 59025（3番人気）�� 4333（33番人気）
3連複票数 計1540904 的中 ��� 7664（41番人気）
3連単票数 計2179944 的中 ��� 1544（254番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―11．8―11．8―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．0―46．8―58．6―1：10．2―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

レッドイグニス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sri Pekan デビュー 2016．3．6 中山6着

2013．3．16生 �4黒鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 12戦2勝 賞金 38，266，000円
〔その他〕 ラトゥール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ラトゥール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年1月23日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 クイントゥープル号・コスモスピード号・コスモレティクルム号・ドウディ号・メルドオール号・ユウチェンジ号
※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。

3308212月23日 晴 良 （29中山5）第7日 第10競走
第140回農林水産省賞典

��4，100�中 山 大 障 害（Ｊ・ＧⅠ）
発走14時45分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳61�4歳以上63�，牝馬2�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 66，000，000円 26，000，000円 17，000，000円 9，900，000円 6，600，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード4：37．2良

47 オジュウチョウサン 牡6鹿 63 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 506－ 24：36．1レコード 1．1�
46 アップトゥデイト 牡7芦 63 林 満明前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 530＋ 64：36．2� 6．8�
815 ルペールノエル 牡7黒鹿63 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 520－ 44：39．4大差 30．3�
34 シンキングダンサー 牡4栗 63 金子 光希岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 472－ 24：39．5クビ 17．1�
58 サンレイデューク 牡9鹿 63 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 458＋ 24：39．71� 34．8�
35 テイエムオペラドン 牡8鹿 63 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 502－ 2 〃 ハナ 146．0	
713 マイネルフィエスタ 牡7芦 63 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 510－ 64：39．8� 26．9

814 クランモンタナ 牡8芦 63 熊沢 重文 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 490＋ 64：41．18 56．8�
23 スズカプレスト 牡5鹿 63 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 462－ 24：41．2	 42．9
59 ミヤジタイガ 牡7鹿 63 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 502＋ 44：41．4	 58．9�
610 ユウキビバワンダー 
4栗 63 佐久間寛志雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 496－ 64：42．57 96．2�
11 ウインヤード 牡6鹿 63 大江原 圭柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468－ 64：44．6大差 219．4�
22 ビコーピリラニ 牡7栗 63 田村 太雅�レジェンド 田所 秀孝 日高 高柳 隆男 478－144：44．92 208．0�
611 サムライフォンテン 牡4黒鹿63 高野 和馬吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 474＋ 24：45．0� 208．5�
712 クラシックマーク 牝6栗 61 五十嵐雄祐小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 444－ 64：48．5大差 216．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 122，496，100円 複勝： 289，492，000円 枠連： 63，945，200円
馬連： 227，591，900円 馬単： 177，866，400円 ワイド： 130，846，100円
3連複： 301，150，200円 3連単： 890，411，600円 計： 2，203，799，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 110円 � 200円 枠 連（4－4） 190円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 200円

ワ イ ド �� 120円 �� 370円 �� 570円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 930円

票 数

単勝票数 計1224961 的中 � 836878（1番人気）
複勝票数 計2894920 的中 � 2296716（1番人気）� 228261（2番人気）� 64893（3番人気）
枠連票数 計 639452 的中 （4－4） 260423（1番人気）
馬連票数 計2275919 的中 �� 1016886（1番人気）
馬単票数 計1778664 的中 �� 664101（1番人気）
ワイド票数 計1308461 的中 �� 426136（1番人気）�� 66909（3番人気）�� 40026（8番人気）
3連複票数 計3011502 的中 ��� 327819（2番人気）
3連単票数 計8904116 的中 ��� 692788（1番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．3－3F 39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡6鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：19戦11勝 賞金 466，653，000円



3308312月23日 晴 良 （29中山5）第7日 第11競走 ��2，500�グレイトフルステークス
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，28．12．23以降29．12．17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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

11 パフォーマプロミス 牡5栗 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452± 02：34．1 3．0�
48 カ ラ ビ ナ 牡4鹿 55 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530＋ 22：34．2� 11．5�
714 ステイパーシスト 牡4黒鹿55 田辺 裕信吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 62：34．3� 6．7�
510 グランドサッシュ 牡6黒鹿55 V．シュミノー �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 62：34．51� 39．8�
（仏）

47 サトノケンシロウ 牡4黒鹿56 柴田 善臣 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454－10 〃 クビ 9．2	
611 レイズアスピリット 牡6青 55 石橋 脩 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：34．82 19．4

713 マイネルヴンシュ 牡3鹿 54 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 462＋ 4 〃 ハナ 4．5�
12 ペンタトニック 牡6栗 55 北村 宏司吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B502－ 4 〃 ハナ 24．9�
815� リ ッ ジ マ ン 牡4鹿 55 松岡 正海�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 456＋ 82：34．9クビ 30．7
35 ウインブルーローズ 牡5鹿 53 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 492－ 22：35．0� 91．0�
59 バイオンディップス 牡5黒鹿53 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B530＋ 8 〃 クビ 140．3�
24 ワールドレーヴ 牡7黒鹿54 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 470＋ 22：35．1クビ 161．6�
36 メイショウキトラ 牡6栗 53 	島 良太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 486－ 42：35．31� 67．1�
612 ポポカテペトル 牡3芦 55 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466－12 〃 ハナ 6．5�
816 デルマサリーチャン 牝6鹿 51 武藤 雅浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 486－ 22：35．61� 186．2�
23 
 セ セ リ 牡6栗 53 江田 照男冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 508－ 22：36．55 69．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 88，024，700円 複勝： 131，444，200円 枠連： 81，144，700円
馬連： 355，991，800円 馬単： 141，486，300円 ワイド： 158，165，000円
3連複： 467，525，200円 3連単： 663，793，400円 計： 2，087，575，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 310円 � 200円 枠 連（1－4） 750円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 710円 �� 440円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 22，740円

票 数

単勝票数 計 880247 的中 � 231276（1番人気）
複勝票数 計1314442 的中 � 356170（1番人気）� 80860（6番人気）� 150261（3番人気）
枠連票数 計 811447 的中 （1－4） 83694（4番人気）
馬連票数 計3559918 的中 �� 145814（7番人気）
馬単票数 計1414863 的中 �� 37113（11番人気）
ワイド票数 計1581650 的中 �� 56948（7番人気）�� 97556（2番人気）�� 24996（18番人気）
3連複票数 計4675252 的中 ��� 69208（15番人気）
3連単票数 計6637934 的中 ��� 21159（64番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―12．1―12．0―12．2―13．0―12．8―12．7―12．3―12．4―12．6―11．7―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．5―30．6―42．6―54．8―1：07．8―1：20．6―1：33．3―1：45．6―1：58．0―2：10．6―2：22．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パフォーマプロミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2015．9．21 阪神1着

2012．2．8生 牡5栗 母 アイルビーバウンド 母母 バウンドトゥダンス 11戦5勝 賞金 79，452，000円
※セセリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

3308412月23日 晴 良 （29中山5）第7日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時00分 （芝・右・外）

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
1：06．7
1：06．5

良
良

36 ジェイケイオジョウ 牝3鹿 54 蛯名 正義小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 458＋ 41：09．5 36．5�
35 コンピレーション 牡3黒鹿56 石橋 脩 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 クビ 6．3�
815 ザベストエバー 牡3黒鹿56 田辺 裕信古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 456＋141：09．6クビ 14．0�
816� サ リ ネ ロ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗吉田 和美氏 中川 公成 米

Gaines－Gentry TBs, John
Hardy, Olin Gentry, Jude
Thompson & Thomas Gai

498＋ 6 〃 アタマ 12．0�
47 キセキノムスメ 牝4青鹿55 中井 裕二�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 B458＋ 2 〃 ハナ 54．5�
23 � フレンチイデアル 牡4鹿 57 北村 宏司杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 508＋ 4 〃 ハナ 4．9	
12 ポンテファブリチオ 牡4鹿 57 戸崎 圭太窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B494－121：09．81� 2．5

11 ラッシュハート 牝3鹿 54 柴山 雄一小林 哲之氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 412－ 2 〃 クビ 8．7�
510 リルティングインク 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 454＋101：09．9クビ 15．6

59 ニシノオウカン 牡3青鹿 56
53 ▲武藤 雅西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中本牧場 B448＋ 2 〃 クビ 65．1�

713 アッパレドンキ 牝4鹿 55
52 ▲横山 武史廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 446＋121：10．32	 171．3�

48 ダイワズットラブ 牝5栗 55
52 ▲菊沢 一樹大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 アタマ 209．5�

611 サンマルバロン 
5栗 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 480＋ 2 〃 クビ 81．2�
714� クロースリーニット 牡3鹿 56 三浦 皇成飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida B564＋221：10．51 63．4�
24 サーストンアクセス 牡4黒鹿57 平野 優齊藤 宣勝氏 二ノ宮敬宇 日高 スマイルファーム 452－ 61：10．81� 19．5�
612 ソルティピース 牝3黒鹿54 勝浦 正樹鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 464＋ 61：11．01� 81．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 68，056，400円 複勝： 80，634，700円 枠連： 49，268，800円
馬連： 179，785，900円 馬単： 71，952，700円 ワイド： 90，021，100円
3連複： 218，708，200円 3連単： 310，946，300円 計： 1，069，374，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，650円 複 勝 � 800円 � 260円 � 420円 枠 連（3－3） 10，130円

馬 連 �� 9，790円 馬 単 �� 25，910円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 4，350円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 33，900円 3 連 単 ��� 279，350円

票 数

単勝票数 計 680564 的中 � 14879（9番人気）
複勝票数 計 806347 的中 � 23631（9番人気）� 93366（3番人気）� 50121（6番人気）
枠連票数 計 492688 的中 （3－3） 3766（28番人気）
馬連票数 計1797859 的中 �� 15140（31番人気）
馬単票数 計 719527 的中 �� 2082（70番人気）
ワイド票数 計 900211 的中 �� 7475（32番人気）�� 5268（45番人気）�� 14954（16番人気）
3連複票数 計2187082 的中 ��� 4838（97番人気）
3連単票数 計3109463 的中 ��� 807（718番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．9―11．7―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．3―45．0―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェイケイオジョウ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．10 福島9着

2014．4．16生 牝3鹿 母 ツルマルオジョウ 母母 ツルマルガール 18戦2勝 賞金 21，050，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アナトリア号
（非抽選馬） 2頭 ステイウィズアンナ号・ペイシャマリヤ号



（29中山5）第7日 12月23日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 193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

302，170，000円
5，060，000円
21，600，000円
2，350，000円
36，640，000円
79，343，000円
6，791，000円
1，852，800円

勝馬投票券売得金
633，503，000円
1，067，274，700円
418，582，300円
1，600，164，700円
782，792，000円
870，155，000円
1，990，943，700円
3，165，096，900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 10，528，512，300円

総入場人員 41，655名 （有料入場人員 36，862名）
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