
3309712月28日 晴 良 （29中山5）第9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 コウユーホクト 牡2鹿 55 蛯名 正義加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 504＋ 21：13．3 2．6�

59 コスモビスティー 牡2鹿 55 黛 弘人岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 474＋ 21：13．4� 2．7�
713 アールビット 牡2栗 55

54 ☆井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 浦河 山下 恭茂 460＋121：13．82� 21．0�
612 ク グ ロ フ 牡2黒鹿55 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 田中 裕之 492＋ 21：14．43� 13．2�
35 ア リ バ バ 牡2黒鹿 55

52 ▲武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 様似 小田牧場 446＋ 2 〃 アタマ 29．8�
714 パ ス イ 牡2栗 55 岩部 純二	ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 498＋281：15．25 171．5

816 フレンドアリス 牝2栗 54 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 462＋10 〃 クビ 15．6�
510 カネトシダウティ 牡2鹿 55 柴田 善臣兼松 昌男氏 松永 康利 新冠 武田 寛治 450＋201：15．3クビ 55．0�
815 シ ガ ー ル 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 田中 清隆 新ひだか 藤沢牧場 480＋ 4 〃 クビ 44．5
48 キタノパンドラ 牝2鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 天間 昭一 新ひだか 友田牧場 446－ 21：15．4クビ 160．0�
47 スリーミニオン 牡2栗 55

54 ☆木幡 初也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 464＋ 41：15．61� 7．7�
36 サンセイラム �2鹿 55 嶋田 純次 �加藤ステーブル 高橋 文雅 新ひだか 乾 皆雄 442－ 41：15．81 67．6�
611 オメガシンドバッド 牡2鹿 55

52 ▲横山 武史原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 468＋241：15．9� 215．9�
12 コスタミノル 牝2栗 54 松岡 正海吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 420－161：16．0� 151．7�
11 ホーリークロス 牝2栗 54 水口 優也田頭 勇貴氏 石毛 善彦 むかわ 桑原牧場 436± 01：16．53 231．8�
23 ランメライト 牝2黒鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 360－121：17．35 41．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，652，900円 複勝： 31，025，600円 枠連： 12，329，200円
馬連： 59，105，100円 馬単： 27，542，200円 ワイド： 39，902，600円
3連複： 86，825，400円 3連単： 107，836，100円 計： 388，219，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 260円 枠 連（2－5） 340円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 160円 �� 870円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 5，960円

票 数

単勝票数 計 236529 的中 � 72824（1番人気）
複勝票数 計 310256 的中 � 84248（1番人気）� 84125（2番人気）� 17476（6番人気）
枠連票数 計 123292 的中 （2－5） 28951（1番人気）
馬連票数 計 591051 的中 �� 149530（1番人気）
馬単票数 計 275422 的中 �� 34573（1番人気）
ワイド票数 計 399026 的中 �� 86056（1番人気）�� 9751（11番人気）�� 14309（7番人気）
3連複票数 計 868254 的中 ��� 36547（5番人気）
3連単票数 計1078361 的中 ��� 14467（11番人気）

ハロンタイム 11．9―11．3―11．8―12．5―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．2―35．0―47．5―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウユーホクト �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2017．8．13 新潟13着

2015．5．12生 牡2鹿 母 コウユーキズナ 母母 ア ズ ワ ー 6戦1勝 賞金 7，800，000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。
（非抽選馬） 7頭 ドリュウ号・ナムラファラー号・ニシノシノブ号・ピンクソルト号・ホクセンノマイ号・ムーンボー号・

ロトヴィーナス号

3309812月28日 晴 良 （29中山5）第9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

47 レセディラローナ 牝2鹿 54 丸田 恭介�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 512＋ 61：56．8 4．1�
11 イ セ ベ ル 牝2鹿 54 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 446＋ 21：57．33 20．5�
23 ラインアストリア 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 クビ 3．0�
36 パーラミター 牝2青鹿54 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 506± 01：58．15 42．9�
48 グリズリダンス 牝2鹿 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 462± 01：58．42 5．2�
713 コパノステラート 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 小島 茂之 新ひだか 岡田牧場 484＋ 61：58．71� 10．5	
612 メ ヒ テ ィ ヒ 牝2栗 54

51 ▲横山 武史
ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 434－ 21：59．44 86．8�

59 スパイスタイガー 牝2鹿 54 水口 優也岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 436± 01：59．5� 279．7�
611 インペリオーソ 牝2青鹿54 勝浦 正樹吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 474＋ 21：59．82 58．3
816 ハタノレジーナ 牝2青鹿54 内田 博幸 �グッドラック・ファーム 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 450± 02：00．22� 36．2�
510 ノチェブランカ 牝2芦 54 石橋 脩吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 442± 02：00．3クビ 36．7�
815 ナ タ ー シ ャ 牝2青鹿54 大庭 和弥�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464－ 42：01．04 395．7�
35 ソウラセブン 牝2青鹿54 加藤 聡一村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 438＋ 22：01．42� 218．0�
（愛知）

12 シエルクレール 牝2鹿 54 C．デムーロ 
カナヤマホール
ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 496＋ 22：01．5� 8．8�

（仏）

24 コールシーム 牝2青 54 江田 照男�下河辺牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 420＋ 2 〃 クビ 143．5�
714 ゴールデンテソーロ 牝2栗 54 田辺 裕信了德寺健二氏 畠山 吉宏 日高 株式会社カ

ネツ牧場 460＋ 82：04．7大差 20．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，295，600円 複勝： 42，324，100円 枠連： 17，674，500円
馬連： 65，541，500円 馬単： 30，328，400円 ワイド： 41，714，300円
3連複： 94，388，500円 3連単： 112，798，400円 計： 434，065，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 290円 � 130円 枠 連（1－4） 670円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 830円 �� 260円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 15，550円

票 数

単勝票数 計 292956 的中 � 59247（2番人気）
複勝票数 計 423241 的中 � 90441（2番人気）� 25370（6番人気）� 100741（1番人気）
枠連票数 計 176745 的中 （1－4） 20863（2番人気）
馬連票数 計 655415 的中 �� 18491（9番人気）
馬単票数 計 303284 的中 �� 5058（13番人気）
ワイド票数 計 417143 的中 �� 12110（8番人気）�� 49804（1番人気）�� 12128（7番人気）
3連複票数 計 943885 的中 ��� 33123（4番人気）
3連単票数 計1127984 的中 ��� 5802（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．4―50．5―1：03．4―1：16．5―1：30．0―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

レセディラローナ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．12．3 中山2着

2015．2．26生 牝2鹿 母 ゴールドオアシス 母母 ヴェルシエンカ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 スパイスタイガー号の騎手水口優也は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成30年1月6日から平成30年1月13日ま

で騎乗停止。（被害馬：12番・16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンテソーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月28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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エレガントテソーロ号・スクワットゴールズ号・ブルベアクワイ号・ベストミライ号
※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。

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９日



3309912月28日 晴 良 （29中山5）第9日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時50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
1：46．4
1：45．6

良
良

611 ブレステイキング 牡2鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482－ 21：50．1 2．9�
815� 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 496＋ 61：50．31� 7．9�
47 ルックスマート 牡2鹿 55 C．デムーロ 平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 484± 01：50．62 41．2�

（仏）

23 ジェネラルシップ 牡2黒鹿55 石橋 脩 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新冠 松浦牧場 442＋ 21：50．81	 6．0�

24 カシノデジール 牝2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 432＋ 41：50．9	 106．1	
713 ボリュームラベル 牝2鹿 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 474－ 6 〃 クビ 259．9

48 ニシノフリヒメ 牝2栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 浦河 谷川牧場 424± 01：51．0クビ 163．4�
35 テンタマユキノブ 牡2栗 55 内田 博幸澤田 孝之氏 尾形 和幸 浦河 村下 清志 442＋ 6 〃 クビ 20．5�
816 ヴォレダンルシエル 牝2青鹿54 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：51．21� 83．4
12 ロジスカーレット 牡2鹿 55 三浦 皇成久米田正明氏 国枝 栄 洞
湖 レイクヴィラファーム 428± 01：51．3	 305．1�
714 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± 01：51．4	 31．0�
612 ウィキッドアイズ 牝2芦 54 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 アタマ 2．7�
510 オペラサンデー 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 436＋ 4 〃 クビ 323．1�
11 モカチョウサン 牝2栗 54 戸崎 圭太�チョウサン 中舘 英二 平取 坂東牧場 428＋ 41：51．5	 18．9�
59 バッカルコーン 牝2青鹿 54

51 ▲武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 420－ 41：52．45 452．2�
36 ヴィヤンシーコ 牡2鹿 55 大野 拓弥栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 434＋ 21：53．25 72．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，140，100円 複勝： 56，780，000円 枠連： 20，959，200円
馬連： 75，148，200円 馬単： 40，663，000円 ワイド： 49，840，300円
3連複： 102，947，300円 3連単： 138，506，800円 計： 531，984，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 200円 � 640円 枠 連（6－8） 530円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 570円 �� 2，020円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 12，030円 3 連 単 ��� 33，670円

票 数

単勝票数 計 471401 的中 � 130185（2番人気）
複勝票数 計 567800 的中 � 115658（2番人気）� 76037（4番人気）� 16862（8番人気）
枠連票数 計 209592 的中 （6－8） 31187（2番人気）
馬連票数 計 751482 的中 �� 44310（5番人気）
馬単票数 計 406630 的中 �� 15179（6番人気）
ワイド票数 計 498403 的中 �� 24741（6番人気）�� 6352（21番人気）�� 4288（26番人気）
3連複票数 計1029473 的中 ��� 6844（34番人気）
3連単票数 計1385068 的中 ��� 3290（89番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．0―12．2―12．2―12．3―12．3―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―36．7―48．9―1：01．1―1：13．4―1：25．7―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
14－（6，9）11（3，8，15）12（1，10，16）（2，5，13）7－4・（14，6，15）（3，16）（9，11）（1，8，12，7）（2，10，13）（5，4）

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

勝馬の
紹 介

ブレステイキング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medicean デビュー 2017．11．26 東京6着

2015．4．12生 牡2鹿 母 シ ユ ー マ 母母 Sichilla 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 ウインサジェス号・ブライトロージー号・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。

3310012月28日 晴 良 （29中山5）第9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

816 デルマアブサン 牡2鹿 55 村田 一誠浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 466＋ 41：57．4 4．0�
611 キャプチュード 牡2黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 458－ 4 〃 クビ 18．0�
48 アドバンスマルス 牡2鹿 55 平野 優広尾レース� 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 502－ 21：57．61 65．9�
12 アイコンタクト 牡2黒鹿55 松田 大作�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 518－ 21：57．81� 26．6�
510 サンシャイアン 牡2鹿 55 蛯名 正義 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 浦河 吉田 又治 474－ 21：57．9� 25．5�
24 サイモンルチアーノ 牡2栗 55 大野 拓弥澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 B490－ 61：58．1� 29．0	
815 カイトセブン 牡2黒鹿55 三浦 皇成本田 恒雄氏 南田美知雄 むかわ 佐久間 孝司 496－ 21：58．31	 1．7

713 オルファクト 牡2鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 534－ 21：58．5� 21．9�
47 インサイドアウト 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也山口 裕介氏 松山 将樹 厚真 阿部 栄乃進 456－ 2 〃 ハナ 233．8
59 マコトオキツカガミ 牝2黒鹿54 江田 照男�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 436± 01：59．77 39．4�
11 コスモジラソウ 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 市川フアーム 476＋ 41：59．8� 19．4�
612 ウインベルズトール 牡2黒鹿55 津村 明秀�ウイン 和田 雄二 浦河 斉藤英牧場 466－ 42：00．12 400．3�
36 サンマルアナザー 牡2鹿 55 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 B480＋ 82：00．41� 201．8�
714 カシノソルジャー 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 494＋ 42：00．5	 375．2�
35 マイネルソラニテ 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 浦河 鎌田 正嗣 500－ 4 〃 アタマ 36．0�

23 オートヴィル 牡2鹿 55 北村 宏司 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 480－182：02．3大差 62．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，822，900円 複勝： 54，906，900円 枠連： 21，752，200円
馬連： 57，657，700円 馬単： 38，492，500円 ワイド： 40，422，700円
3連複： 84，309，800円 3連単： 132，491，200円 計： 463，855，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 230円 � 410円 � 1，570円 枠 連（6－8） 930円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 760円 �� 4，350円 �� 10，040円

3 連 複 ��� 60，110円 3 連 単 ��� 240，340円

票 数

単勝票数 計 338229 的中 � 70611（2番人気）
複勝票数 計 549069 的中 � 73404（2番人気）� 34693（3番人気）� 7725（12番人気）
枠連票数 計 217522 的中 （6－8） 18597（4番人気）
馬連票数 計 576577 的中 �� 17445（9番人気）
馬単票数 計 384925 的中 �� 7049（12番人気）
ワイド票数 計 404227 的中 �� 15116（5番人気）�� 2404（35番人気）�� 1032（61番人気）
3連複票数 計 843098 的中 ��� 1122（100番人気）
3連単票数 計1324912 的中 ��� 441（421番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．1―13．6―12．7―13．0―13．2―13．4―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．6―51．2―1：03．9―1：16．9―1：30．1―1：43．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デルマアブサン �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．11．19 東京11着

2015．2．21生 牡2鹿 母 テクニカルラン 母母 モ テ ッ ク 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 デルマアブサン号の騎手村田一誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番）
※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） 5頭 アブナイヒロユキ号・エスポワールカフェ号・エールブラン号・クラウンレガシー号・ティーエスフォルソ号



3310112月28日 晴 良 （29中山5）第9日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （芝・右・外）
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

714 レッドイリーゼ 牝2青鹿54 松岡 正海 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 454 ―1：36．6 4．6�
11 キューグレーダー 牡2栗 55 C．ルメール �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 508 ―1：36．81� 1．9�
23 レジーナドーロ 牝2栗 54 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 444 ― 〃 ハナ 11．5�
713 レガロデルソル 牝2鹿 54 柴田 善臣�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 500 ―1：37．01� 10．5�
48 ミッキーバード 牡2鹿 55 内田 博幸野田みづき氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 512 ―1：37．1	 9．7	
510 マルーンエンブレム 牝2栗 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 392 ―1：37．41	 25．3

36 メダリオンモチーフ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太吉田 和美氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 434 ― 〃 ハナ 18．2�
612 ショコラトリー 牝2鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 432 ― 〃 クビ 134．9�
816 サンメイコン 牝2黒鹿54 蛯名 正義 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ 454 ― 〃 アタマ 85．9
815 リンディーホップ 牝2青鹿54 北村 友一 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―1：37．72 53．2�
24 ブラウンモッソ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 金石牧場 404 ―1：38．33
 285．7�
59 シュネッラー 牝2黒鹿54 横山 和生�ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 432 ―1：38．61	 96．7�
12 シベリアングランツ 牝2鹿 54 武士沢友治藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 458 ―1：38．91	 47．3�
35 ゼネラルマッターレ 牝2栗 54 加藤 聡一 �ジェネラルレーシング 小桧山 悟 新冠 レジェンドファーム 430 ―1：39．11� 299．7�

（愛知）

47 ディーズパーチェス 牝2鹿 54 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 432 ―1：39．52
 269．9�
（15頭）

611 タイセイエクシード 牡2鹿 55 原田 和真田中 成奉氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 51，535，200円 複勝： 47，979，700円 枠連： 20，615，400円
馬連： 68，980，000円 馬単： 40，898，800円 ワイド： 44，386，300円
3連複： 87，012，200円 3連単： 129，456，300円 計： 490，863，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 120円 � 210円 枠 連（1－7） 300円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 270円 �� 640円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 8，330円

票 数

単勝票数 計 515352 的中 � 92849（2番人気）
複勝票数 計 479797 的中 � 89954（2番人気）� 130519（1番人気）� 42741（5番人気）
枠連票数 計 206154 的中 （1－7） 54112（1番人気）
馬連票数 計 689800 的中 �� 96821（1番人気）
馬単票数 計 408988 的中 �� 21830（4番人気）
ワイド票数 計 443863 的中 �� 48426（1番人気）�� 16361（7番人気）�� 30617（3番人気）
3連複票数 計 870122 的中 ��� 45820（1番人気）
3連単票数 計1294563 的中 ��� 12429（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．0―48．3―1：00．5―1：12．7―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

レッドイリーゼ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat 初出走

2015．4．1生 牝2青鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 タイセイエクシード号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 レッドイリーゼ号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の34頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）34頭 アイサンクダディー号・アスクヴェリウェル号・エコロレインボー号・エピックスター号・カネトシキントキ号・

カレンアネーロ号・キタノテイオウ号・ギブユースマイル号・コスモマギカ号・サトノレックス号・
サンクエトワール号・シアトルトウショウ号・ショウナンマジー号・スターヴォヤージ号・スターソフィア号・
スマートモノリス号・ダディズテソーロ号・チェリーアポロン号・デンセツノマジョ号・ナンヨーエテ号・ノヴァ号・
バララットゴールド号・バロンボーテ号・パワーバンド号・ハービーボンズ号・ヒシヴィクトリー号・
ヒマラヤアクア号・ファシナンテ号・プリンシパルシチー号・ヘーゼル号・ミルクアンドハニー号・
ラグビーガール号・リノワールド号・ロフティフレーズ号

※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。

3310212月28日 晴 良 （29中山5）第9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

59 ケイアイマリブ 牡2鹿 55
52 ▲野中悠太郎亀田 和弘氏 和田 正道 新冠 新冠橋本牧場 466 ―1：13．4 22．8�

816 メイケイフウジン 牡2芦 55
54 ☆荻野 極名古屋競馬� 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 522 ―1：13．61� 3．1�

713 ココアスナイン 牝2鹿 54
53 ☆木幡 巧也山住 勲氏 牧 光二 日高 チャンピオン

ズファーム 494 ―1：13．7� 21．7�
23 ダイシンクワトロ 牡2青鹿55 戸崎 圭太大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 500 ―1：13．9� 18．2�
612 キョウエイオビエド 牡2芦 55 北村 宏司田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 478 ―1：14．43 10．7�
48 ドラゴンホール 牡2黒鹿55 三浦 皇成前田 幸治氏 小笠 倫弘 新ひだか 田原橋本牧場 474 ― 〃 アタマ 5．4	
12 シラハタヤマ 牡2鹿 55

52 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新冠 武田牧場 470 ―1：14．72 76．1

510 ペ テ ィ ヤ ン 牝2黒鹿54 吉田 隼人片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 旭 牧場 444 ― 〃 アタマ 124．8�
11 タマモビックリ 牡2栗 55 田辺 裕信タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 494 ―1：14．8クビ 6．2�
611 マ ル ル ー 牝2鹿 54

53 ☆小崎 綾也吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 484 ― 〃 ハナ 19．2
47 サンラボック 牝2栗 54 丸田 恭介 �加藤ステーブル 宗像 義忠 日高 有限会社

ケイズ 402 ―1：15．01� 87．5�
815 エリーエスパー 牝2鹿 54 内田 博幸谷川 正純氏 本間 忍 新ひだか 城地牧場 478 ― 〃 クビ 6．2�
35 オペラシーズン 牝2栗 54 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472 ―1：16．06 43．3�
714 クロフネライコウ 牡2芦 55 横山 和生村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 前川 正美 498 ―1：18．2大差 81．3�
36 ビギンアゲイン 牡2鹿 55

54 ☆井上 敏樹江川 伸夫氏 青木 孝文 新冠 川上牧場 446 ―1：23．0大差 234．2�
24 トゥモローキッス 牡2栗 55

54 ☆木幡 初也黒岩 晴男氏 古賀 慎明 新ひだか フジワラフアーム 502 ― 〃 クビ 173．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，215，900円 複勝： 42，156，700円 枠連： 22，214，200円
馬連： 69，458，100円 馬単： 35，119，700円 ワイド： 44，838，200円
3連複： 90，628，200円 3連単： 111，692，500円 計： 456，323，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 430円 � 180円 � 520円 枠 連（5－8） 1，810円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 10，160円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 2，970円 �� 990円

3 連 複 ��� 14，390円 3 連 単 ��� 102，230円

票 数

単勝票数 計 402159 的中 � 14963（9番人気）
複勝票数 計 421567 的中 � 22839（8番人気）� 76053（1番人気）� 18436（9番人気）
枠連票数 計 222142 的中 （5－8） 9805（10番人気）
馬連票数 計 694581 的中 �� 16123（14番人気）
馬単票数 計 351197 的中 �� 2763（37番人気）
ワイド票数 計 448382 的中 �� 10329（14番人気）�� 3880（35番人気）�� 12271（8番人気）
3連複票数 計 906282 的中 ��� 5037（50番人気）
3連単票数 計1116925 的中 ��� 874（331番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―12．2―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．8―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイマリブ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Afleet Alex 初出走

2015．3．19生 牡2鹿 母 ケイアイアテナ 母母 Anna Sterz 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビギンアゲイン号・トゥモローキッス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月

28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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ゲットザピクチャー号・サンオーガスタ号・セレナライティア号・ダイヤモンドビーム号・マルブツインパルス号



3310312月28日 晴 良 （29中山5）第9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

815 タイセイストーム 牡5青鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 498＋ 61：54．1 11．7�
11 マイネルツァイト 牡3青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 504＋ 41：54．41� 16．7�
36 アルーフクライ 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム B472－ 21：55．03� 1．9�
816 セガールモチンモク �3栗 56 田辺 裕信小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 486－ 61：55．21� 4．8�
59 キングドラゴン �4鹿 57 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 540＋101：55．3� 4．5	
713	 ル ー テ ィ ン 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也村上 卓史氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 520－ 4 〃 ハナ 29．4

47 	 オ ケ ア ノ ス 牡5鹿 57 大野 拓弥清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム B528＋ 41：55．4� 72．0�
23 ル ノ ー ト ル �4青鹿57 津村 明秀吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 474＋ 81：55．5� 92．6�
35 リョウランヒーロー 牡3黒鹿56 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 484＋ 81：55．71 72．1
48 ビービーパドル 牡3鹿 56 松岡 正海坂東 勝彦氏 中舘 英二 新ひだか 中橋 清 464－ 4 〃 ハナ 263．4�
510 オーシャンビュー 牡4鹿 57 内田 博幸冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 B458＋ 61：55．91 34．2�
12 ボーントゥレイン 牡4鹿 57 柴山 雄一窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 526＋ 41：56．11 24．0�
24 フォーティプリンス 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 486＋121：56．2� 124．7�
612	 マ ス ト ワ ン 牡4栗 57 酒井 学木村 廣太氏 天間 昭一 浦河 山田牧場 496－ 71：58．3大差 217．3�
611	 ピジョンレッド 牝3鹿 54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 398－13 〃 クビ 297．3�
714 エ イ ム 牡4青鹿57 北村 友一ライオンレースホース� 根本 康広 日高 モリナガファーム 464－ 21：59．47 344．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，100，500円 複勝： 74，657，000円 枠連： 25，520，400円
馬連： 102，667，900円 馬単： 54，753，800円 ワイド： 59，046，100円
3連複： 131，814，600円 3連単： 219，957，200円 計： 715，517，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 200円 � 280円 � 110円 枠 連（1－8） 1，610円

馬 連 �� 8，020円 馬 単 �� 16，000円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 460円 �� 580円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 59，600円

票 数

単勝票数 計 471005 的中 � 32125（4番人気）
複勝票数 計 746570 的中 � 60395（4番人気）� 37639（5番人気）� 358138（1番人気）
枠連票数 計 255204 的中 （1－8） 12604（5番人気）
馬連票数 計1026679 的中 �� 10232（20番人気）
馬単票数 計 547538 的中 �� 2737（37番人気）
ワイド票数 計 590461 的中 �� 7381（17番人気）�� 36395（3番人気）�� 27396（5番人気）
3連複票数 計1318146 的中 ��� 26210（11番人気）
3連単票数 計2199572 的中 ��� 2952（144番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．4―50．3―1：02．8―1：15．6―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4F51．3―3F38．5
1
3
15，12（1，13）－6（3，8）－（4，9）7（5，11）10，16－（2，14）
15（1，12）（13，6）3（8，9）2（4，7）（5，16）10－11－14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイストーム �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．3．7 中山3着

2012．3．27生 牡5青鹿 母 スベトラーナ 母母 レイサッシュ 17戦2勝 賞金 32，064，000円
〔制裁〕 ルーティン号の騎手小崎綾也は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番・2番・16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月28日まで平地競走に出

走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイティーゴールド号
（非抽選馬） 1頭 ストラボ号

3310412月28日 晴 良 （29中山5）第9日 第8競走 ��
��2，000�2017ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山第1戦

発走13時40分 （地方騎手招待） （芝・右）
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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 フリージングレイン 牡3鹿 56 荻野 極 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 520＋ 42：01．5 1．8�
58 � マサノホウオウ 牡3黒鹿56 横山 武史古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 484＋ 22：02．77 72．9�
46 フォーワンタイキ 牡5栗 57 渡辺 竜也川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 458＋ 42：02．8クビ 94．3�

（笠松）

711� コスモトゥイーク 牡3黒鹿56 鈴木 祐松谷 翔太氏 石栗 龍彦 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 4 〃 クビ 66．1�
（岩手）

813 コスモスピード 牡3鹿 56 岩崎 翼 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 登別 青藍牧場 448＋ 6 〃 アタマ 7．9�
45 コスモレティクルム 牝4鹿 55 小崎 綾也 �ビッグレッドファーム 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム B460＋ 22：02．9クビ 22．9	
57 リセンティート 牡3鹿 56 臼井健太郎米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 508＋ 62：03．0	 81．3


（船橋）

33 マイネルシュバリエ 
5鹿 57 菊沢 一樹 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 62：03．31� 7．4�

814 ド ウ デ ィ 牡3鹿 56 森 裕太朗 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 492＋102：03．51 4．6
610� レオクイック 牡5鹿 57 保園 翔也坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 田中スタッド 472＋12 〃 クビ 56．2�

（浦和）

34 クイントゥープル 牝3栗 54 中越 琉世 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 62：03．92� 44．7�
（川崎）

712� クリップスプリンガ 牡3鹿 56 藤田菜七子山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 434－ 12：04．43 10．5�
11 サンアンダーソン 牡4栗 57 加藤 聡一 �加藤ステーブル 中野 栄治 様似 様似共栄牧場 564＋202：05．03� 195．3�

（愛知）

69 コ マ ク サ 牡5黒鹿57 栗原 大河江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 470± 02：06．17 94．7�
（金沢）

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，314，400円 複勝： 51，914，900円 枠連： 24，771，500円
馬連： 91，586，200円 馬単： 51，984，600円 ワイド： 47，924，200円
3連複： 120，011，000円 3連単： 193，863，200円 計： 622，370，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 1，070円 � 1，870円 枠 連（2－5） 2，720円

馬 連 �� 6，170円 馬 単 �� 6，980円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 3，110円 �� 29，510円

3 連 複 ��� 101，380円 3 連 単 ��� 344，640円

票 数

単勝票数 計 403144 的中 � 171412（1番人気）
複勝票数 計 519149 的中 � 238323（1番人気）� 7230（10番人気）� 4002（13番人気）
枠連票数 計 247715 的中 （2－5） 7276（10番人気）
馬連票数 計 915862 的中 �� 11857（19番人気）
馬単票数 計 519846 的中 �� 5958（21番人気）
ワイド票数 計 479242 的中 �� 5571（19番人気）�� 4126（24番人気）�� 425（79番人気）
3連複票数 計1200110 的中 ��� 947（133番人気）
3連単票数 計1938632 的中 ��� 450（502番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．4―12．0―12．0―11．5―11．9―12．3―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．9―47．9―59．9―1：11．4―1：23．3―1：35．6―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フリージングレイン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．24 福島5着

2014．4．21生 牡3鹿 母 レインダンス 母母 レ ン Ⅱ 16戦2勝 賞金 31，371，000円
〔発走状況〕 コスモレティクルム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 コスモレティクルム号は，発走調教再審査。
※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。



3310512月28日 晴 良 （29中山5）第9日 第9競走 ��
��1，200�エスペランサ賞

発走14時15分 （ダート・右）
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

816 オーヴァーライト 牡2栗 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 484＋ 21：11．8 61．7�
36 � ミスターメロディ 牡2鹿 55 C．ルメール グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Bell Tower

Thoroughbreds 482－ 21：11．9� 1．3�
713 シャインカメリア 牝2芦 54 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 466＋ 21：12．0	 48．9�
12 ハーモニーライズ 牡2黒鹿55 石橋 脩日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 490－ 41：12．42� 53．6�
35 デルマシャンパン 牝2黒鹿54 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 456＋ 41：12．5クビ 82．9	
714� カ ミ ノ コ 牡2青鹿55 荻野 極門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 458± 0 〃 ハナ 32．1

11 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 504－ 2 〃 クビ 8．6�

（仏）

24 � ロータスクイーン 牝2黒鹿54 吉田 隼人�須野牧場 和田 正道 米
Robert Estill
Courtney Jr. & Dr.
H. Steve Conboy

476－ 81：12．81	 205．9
815 コスモジョーカー 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 21：12．9	 283．1�
612 ラインギャラント 牝2芦 54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 440＋ 2 〃 ハナ 222．2�
23 � アメリカンファクト 牡2栗 55 田辺 裕信吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. 488＋ 21：13．11 47．8�
47 
 キラキラオーラ 牝2鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 畠山牧場 438－101：13．2� 458．0�
611� オーロリンチェ 牝2栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Trackside Farm

& Tenlane Farm 484＋ 21：13．51	 6．0�
59 タイキサターン 牡2黒鹿55 M．デムーロ�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 494＋101：13．81	 12．1�
510 シンデレラマキ 牝2鹿 54 木幡 巧也岡 浩二氏 和田 正道 浦河 絵笛牧場 434－ 61：14．01� 324．2�
48 クラウンエンジニア 牡2栗 55 木幡 初也矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 472－101：14．32 371．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，643，100円 複勝： 236，869，800円 枠連： 33，627，400円
馬連： 154，481，800円 馬単： 96，846，600円 ワイド： 90，636，200円
3連複： 201，762，100円 3連単： 391，770，400円 計： 1，280，637，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，170円 複 勝 � 570円 � 110円 � 600円 枠 連（3－8） 2，600円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 13，250円

ワ イ ド �� 940円 �� 10，750円 �� 980円

3 連 複 ��� 16，020円 3 連 単 ��� 226，940円

票 数

単勝票数 計 746431 的中 � 10264（9番人気）
複勝票数 計2368698 的中 � 26778（8番人気）� 1815989（1番人気）� 25335（9番人気）
枠連票数 計 336274 的中 （3－8） 10336（7番人気）
馬連票数 計1544818 的中 �� 51150（8番人気）
馬単票数 計 968466 的中 �� 5847（25番人気）
ワイド票数 計 906362 的中 �� 26384（8番人気）�� 2129（53番人気）�� 25248（11番人気）
3連複票数 計2017621 的中 ��� 10075（34番人気）
3連単票数 計3917704 的中 ��� 1381（321番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．2―12．4―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．6―46．0―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーヴァーライト �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2017．7．1 福島1着

2015．2．25生 牡2栗 母 オーヴァーアンダー 母母 Princess Mitterand 4戦2勝 賞金 18，943，000円
〔制裁〕 シャインカメリア号の騎手横山和生は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・4番）
※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。
（非当選馬） 6頭 ヴーディーズピアス号・クレヴァーパッチ号・タガノアム号・タニノミステリー号・ナムラストロベリー号・

ベイビーキャズ号
※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。

3310612月28日 晴 良 （29中山5）第9日 第10競走 ��
��1，800�2017ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山第2戦

発走14時50分 （地方騎手招待） （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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

46 メイプルレインボー 牡5栗 57 森 裕太朗節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 494－ 21：54．0 12．6�
610 エンクエントロス 牡5鹿 57 岩崎 翼山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B506＋12 〃 クビ 67．7�
814 パレスハングリー 牝3黒鹿54 中越 琉世西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 478－ 21：54．1クビ 21．1�

（川崎）

57 ピントゥリッキオ 牝4鹿 55 臼井健太郎大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社
松田牧場 458＋ 21：54．2� 41．8�

（船橋）

11 ダノンロッソ 牡3青鹿56 横山 武史�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 436－ 41：54．51	 2．2�
69 ディアドナテロ 牡5黒鹿57 加藤 聡一ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B482± 01：54．6	 8．9	

（愛知）

813 フクノグリュック 牡5鹿 57 藤田菜七子福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社
ケイズ 518＋ 41：54．81 16．1


33 パイロキシン 牡5栗 57 菊沢 一樹加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B492－ 21：54．9� 67．1�
711 デグニティクローズ 牡6鹿 57 栗原 大河�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ B548＋ 8 〃 ハナ 27．9�
（金沢）

34 エリモグレイス 牡4鹿 57 保園 翔也山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 500＋121：55．21	 133．7
（浦和）

22 スプリングフット 牡3鹿 56 小崎 綾也島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 490－ 61：55．52 18．2�

45 サウスザスナイパー 牡3黒鹿56 荻野 極南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 530± 01：55．81	 3．0�
58 
 トーホウリーガル 牡4青鹿57 鈴木 祐東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 534＋ 41：56．22� 51．8�

（岩手）

712 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡5鹿 57 渡辺 竜也�ラ・メール 勢司 和浩 新冠 赤石 久夫 498＋ 41：56．62� 67．1�
（笠松）
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売 得 金
単勝： 52，193，700円 複勝： 50，930，900円 枠連： 36，092，400円
馬連： 138，980，300円 馬単： 72，071，200円 ワイド： 69，192，900円
3連複： 180，204，400円 3連単： 293，401，700円 計： 893，067，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 420円 � 1，460円 � 610円 枠 連（4－6） 1，030円

馬 連 �� 29，540円 馬 単 �� 52，030円

ワ イ ド �� 6，310円 �� 2，380円 �� 8，210円

3 連 複 ��� 107，580円 3 連 単 ��� 726，690円

票 数

単勝票数 計 521937 的中 � 33084（4番人気）
複勝票数 計 509309 的中 � 34552（4番人気）� 8564（13番人気）� 22085（7番人気）
枠連票数 計 360924 的中 （4－6） 27811（2番人気）
馬連票数 計1389803 的中 �� 3763（50番人気）
馬単票数 計 720712 的中 �� 1108（87番人気）
ワイド票数 計 691929 的中 �� 2902（51番人気）�� 7846（24番人気）�� 2225（63番人気）
3連複票数 計1802044 的中 ��� 1340（170番人気）
3連単票数 計2934017 的中 ��� 323（983番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．2―12．4―12．0―12．2―12．8―13．6―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．7―49．1―1：01．1―1：13．3―1：26．1―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．7
1
3
・（5，9，14）－（1，11）12（2，3）6（8，13）7，10－4・（5，9）14，11（1，12）6，13（7，3，8）2，10－4

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

勝馬の
紹 介

メイプルレインボー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー 2014．6．14 東京2着

2012．5．5生 牡5栗 母 メイプルスプリング 母母 ギャラントハウス 32戦4勝 賞金 62，353，000円
〔制裁〕 サウスザスナイパー号の調教師加用正は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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。



3310712月28日 晴 良 （29中山5）第9日 第11競走 ��
��2，000�第34回ホープフルステークス（ＧⅠ）

発走15時30分 （芝・右）
牡・牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 1，204，000円 344，000円 172，000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

中央レコード
レースレコード

1：59．9
1：59．8
なし

良
良

47 タイムフライヤー 牡2鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 42：01．4 4．2�

（仏）

815� ジャンダルム 牡2黒鹿55 武 豊前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills
Co. Limited 494＋102：01．61� 6．2�

713 ステイフーリッシュ 牡2鹿 55 中谷 雄太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 クビ 22．9�
59 サンリヴァル 牡2鹿 55 田辺 裕信幅田 京子氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 490＋ 82：02．02	 7．1�
817 ナスノシンフォニー 牝2栗 54 吉田 隼人�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 456－ 4 〃 クビ 40．9	
510 ル ー カ ス 牡2鹿 55 M．デムーロ �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 490＋ 22：02．42	 5．3

36 マイハートビート 牡2鹿 55 津村 明秀三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 448－ 22：02．71
 89．6�
23 ウォーターパルフェ 牡2鹿 55 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 476＋ 22：02．91� 99．5�
24 ロードアクシス 牡2黒鹿55 三浦 皇成 ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 452± 02：03．11� 161．1�
816 シャフトオブライト 牡2栗 55 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452－ 62：03．31� 226．2�
11 リュヌルージュ 牝2鹿 54 北村 宏司窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 442－ 4 〃 クビ 175．9�
48 シャルルマーニュ 牡2鹿 55 戸崎 圭太 カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 478－ 22：03．4	 27．9�
611 フラットレー 牡2青鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：04．67 5．3�
612 ジュンヴァルロ 牡2栗 55 藤岡 康太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：04．81� 21．9�
12 トーセンクリーガー 牡2栗 55 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋12 〃 アタマ 168．3�
714 ワークアンドラブ 牡2栗 55 内田 博幸小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 B462－ 82：05．12 218．8�
35 ト ラ イ ン 牡2鹿 55 北村 友一大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 460－ 4 （競走中止） 12．7�
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売 得 金
単勝： 582，938，400円 複勝： 566，711，000円 枠連： 327，841，000円
馬連： 1，596，346，500円 馬単： 655，905，400円 ワイド： 726，644，000円
3連複： 2，556，668，100円 3連単： 4，234，640，100円 計： 11，247，694，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 230円 � 490円 枠 連（4－8） 1，130円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，400円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 10，920円 3 連 単 ��� 52，380円

票 数

単勝票数 計5829384 的中 � 1144648（1番人気）
複勝票数 計5667110 的中 � 1193369（1番人気）� 612712（5番人気）� 235626（8番人気）
枠連票数 計3278410 的中 （4－8） 231011（5番人気）
馬連票数 計15963465 的中 �� 884119（4番人気）
馬単票数 計6559054 的中 �� 177209（9番人気）
ワイド票数 計7266440 的中 �� 362262（4番人気）�� 134863（16番人気）�� 64580（32番人気）
3連複票数 計25566681 的中 ��� 187211（34番人気）
3連単票数 計42346401 的中 ��� 64664（154番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．5―11．8―12．0―12．3―12．6―12．8―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―35．8―47．6―59．6―1：11．9―1：24．5―1：37．3―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．9
1
3
5（9，12）（2，3）（8，10）（1，4）15（6，11）（13，16）7，17＝14・（12，9）3（5，4，8）（2，10）15，11（1，13，16）（6，17）7＝14

2
4

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

タイムフライヤー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．8．6 新潟2着

2015．2．1生 牡2鹿 母 タイムトラベリング 母母 ジョリーザザ 5戦3勝 賞金 108，259，000円
〔発走状況〕 ナスノシンフォニー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 トライン号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
※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。

3310812月28日 晴 良 （29中山5）第9日 第12競走 ��
��1，800�ベストウィッシュカップ

発走16時05分 （芝・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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

24 エ ン ジ ニ ア 牡4鹿 57 北村 宏司髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 484－ 21：49．0 6．7�

47 ジョンブドール 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：49．1� 13．8�
611 ユニゾンデライト 牡4鹿 57 松田 大作 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 490＋ 2 〃 クビ 29．8�
35 ラッシュアタック 牡5鹿 57 木幡 巧也 �キャロットファーム 菊川 正達 洞	湖 レイクヴィラファーム 502－ 41：49．2クビ 28．9�
612 エルプシャフト 牡4青鹿57 C．デムーロ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 クビ 2．4�

（仏）

59 ビービーブレスユー 牡4鹿 57 石橋 脩�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 516＋ 2 〃 アタマ 41．3	
23 ショウボート 牡5栗 57 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472－ 41：49．3� 4．6

48 エフティスパークル 牡4黒鹿57 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：49．4
 6．4�
816 フォワードカフェ 牡5黒鹿57 横山 和生西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 530＋ 81：49．5� 85．1�
713 ローリングタワー 牡3黒鹿56 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 444＋12 〃 クビ 125．4
815 カルヴァリオ �4鹿 57 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 8 〃 ハナ 10．0�
11 リ ノ リ オ 牡6黒鹿57 丸田 恭介�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 516－ 21：49．6
 144．2�
12 マイネルユニブラン 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 528± 01：49．7クビ 55．3�
714 ニシノオタケビ 牡5鹿 57 加藤 聡一成田 隆好氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 484± 01：50．12� 420．2�

（愛知）

36 � フィールドシャルム 牡4鹿 57 田中 勝春岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ
ファーム 488－ 41：50．31 118．6�

510 スワンボート 牡7鹿 57 水口 優也田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 482＋ 61：51．36 427．6�
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売 得 金
単勝： 126，753，100円 複勝： 148，065，300円 枠連： 71，837，900円
馬連： 273，632，600円 馬単： 127，696，000円 ワイド： 152，005，100円
3連複： 357，099，300円 3連単： 578，635，000円 計： 1，835，724，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 400円 � 770円 枠 連（2－4） 710円

馬 連 �� 4，500円 馬 単 �� 8，350円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 2，860円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 32，300円 3 連 単 ��� 155，910円

票 数

単勝票数 計1267531 的中 � 150052（4番人気）
複勝票数 計1480653 的中 � 180698（4番人気）� 94400（6番人気）� 44625（8番人気）
枠連票数 計 718379 的中 （2－4） 80076（3番人気）
馬連票数 計2736326 的中 �� 48641（15番人気）
馬単票数 計1276960 的中 �� 12227（29番人気）
ワイド票数 計1520051 的中 �� 27104（15番人気）�� 14086（26番人気）�� 9168（39番人気）
3連複票数 計3570993 的中 ��� 8843（89番人気）
3連単票数 計5786350 的中 ��� 2969（398番人気）

ハロンタイム 12．8―12．5―12．3―12．0―11．7―11．9―11．7―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．3―37．6―49．6―1：01．3―1：13．2―1：24．9―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ン ジ ニ ア �
�
父 Sea The Stars �

�
母父 Oratorio デビュー 2015．6．27 東京3着

2013．3．6生 牡4鹿 母 ロリーフォードリー 母母 Heart Stopping 18戦4勝 賞金 62，091，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時10分に変更。
〔制裁〕 ビービーブレスユー号の調教師加用正は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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。

２レース目 ４レース目



（29中山5）第9日 12月28日（木曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 188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

309，400，000円
5，060，000円
23，620，000円
3，870，000円
40，850，000円
77，871，000円
10，363，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
1，149，605，800円
1，404，321，900円
635，235，300円
2，753，585，900円
1，272，302，200円
1，406，552，900円
4，093，670，900円
6，645，048，900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 19，360，323，800円

総入場人員 30，077名 （有料入場人員 26，479名）



平成29年度 第5回中山競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，644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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，838，650，000円
32，890，000円
206，330，000円
22，620，000円
344，610，000円
55，000，000円
681，492，500円
51，817，000円
15，782，400円

勝馬投票券売得金
8，499，867，100円
9，952，849，800円
4，846，207，300円
19，733，919，600円
9，365，761，500円
9，845，757，700円
26，886，470，200円
45，468，547，100円
913，020，000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
5 重 勝
計 135，512，400，300円

総入場延人員 318，194名 （有料入場延人員 282，009名）
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