
3306112月16日 晴 良 （30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

12 � ボストンテソーロ 牝2鹿 54 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 米 Spendthrift

Farm LLC 480＋181：12．5 1．7�
612 シゲルホタルイシ 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 中村 雅明 B482＋ 61：13．13� 5．4�
713 ノーブルフューチャ 牝2栗 54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 高柳 瑞樹 浦河 小葉松 幸雄 450＋ 6 〃 クビ 36．9�
24 アカンダナパワー 牝2鹿 54 北村 宏司聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 438＋ 21：13．31	 40．9�
59 ブラックテキーラ 牡2栗 55 武士沢友治黒澤 尚氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 500＋181：13．4
 330．5	
815 スピリットクォーツ 牝2黒鹿54 田中 勝春 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 津島 優治 418－ 8 〃 アタマ 7．3

11 グラスボイジャー 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 520－ 21：13．5クビ 26．6�
714 シ ュ ン ラ ン 牝2黒鹿54 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 432＋ 61：13．6
 8．2�
47 エコロシンフォニー 牝2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎原村 正紀氏 根本 康広 新ひだか 静内フジカワ牧場 418－ 61：14．13 270．5
510 ワ ン ネ ス 牡2鹿 55 石川裕紀人佐久間拓士氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 528＋121：14．2クビ 52．9�
48 グランデエス 牝2鹿 54 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 476＋ 8 〃 クビ 104．0�
36 ケイツールフィヤ 牝2鹿 54 柴田 善臣楠本 勝美氏 大江原 哲 浦河 秋場牧場 462± 01：15．26 44．3�
35 デュエットソング 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也平川 浩之氏 粕谷 昌央 新ひだか 藤沢牧場 406－ 41：15．3クビ 362．4�
611 ゴーアブロード 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 512＋ 61：15．93� 579．5�
23 サツキミラクル 牝2鹿 54 吉田 隼人小野 博郷氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 452± 01：16．0� 50．4�
816 シオンコタン 牝2鹿 54 村田 一誠村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム B438＋ 61：16．21	 529．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，390，800円 複勝： 56，351，100円 枠連： 14，841，000円
馬連： 58，555，100円 馬単： 34，793，600円 ワイド： 43，749，100円
3連複： 88，270，700円 3連単： 126，392，600円 計： 458，344，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 350円 枠 連（1－6） 470円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 250円 �� 740円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 6，780円

票 数

単勝票数 計 353908 的中 � 170261（1番人気）
複勝票数 計 563511 的中 � 273461（1番人気）� 71080（2番人気）� 19119（6番人気）
枠連票数 計 148410 的中 （1－6） 24069（2番人気）
馬連票数 計 585551 的中 �� 95068（1番人気）
馬単票数 計 347936 的中 �� 36660（2番人気）
ワイド票数 計 437491 的中 �� 52715（1番人気）�� 14016（8番人気）�� 8381（13番人気）
3連複票数 計 882707 的中 ��� 22958（6番人気）
3連単票数 計1263926 的中 ��� 13511（12番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．5―12．6―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―34．0―46．6―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．5
3 15（2，6，10）1，12－（3，8）（14，13）－（7，9）－5（4，11）＝16 4 ・（15，2）（1，6，10）12（8，13）3，14（7，9）4（5，11）＝16

勝馬の
紹 介

�ボストンテソーロ �
�
父 Temple City �

�
母父 Awesome Again デビュー 2018．8．19 新潟7着

2016．4．16生 牝2鹿 母 Spirited Away 母母 Cape North 3戦1勝 賞金 6，300，000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 エムアイグランツ号・コーリンベイダー号・テイエムロケット号

3306212月16日 晴 良 （30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）

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

59 メイプルガーデン 牝2鹿 54 松岡 正海節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 478± 01：57．1 16．4�
48 ジューンバラード 牝2青鹿54 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 414－ 41：57．2� 111．0�
35 モーンストルム 牝2鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 442± 01：57．3� 3．2�
815 ジーナアイリス 牝2芦 54 内田 博幸 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 520－ 61：57．4� 2．0�
36 クイックステップ 牝2青鹿54 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 494＋ 61：58．03� 38．7	
23 テ ロ ワ ー ル 牝2鹿 54 田中 勝春小林 由明氏 奥村 武 新ひだか 西村 和夫 518＋101：58．21� 230．3

12 モリトローテローゼ 牝2栗 54 伴 啓太石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 桑田 正己 472＋ 61：59．05 92．2�
714 メイソフィア 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 488＋ 41：59．1� 70．6�
47 ベイオブレインボー 牝2鹿 54 勝浦 正樹飯田 政子氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 476－ 81：59．31� 427．6
510 フルールデシャン 牝2鹿 54 蛯名 正義飯田 正剛氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 428± 01：59．4� 82．4�
713 チャコリーナ 牝2青鹿54 北村 宏司村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 476－ 82：00．35 282．7�
11 アレグレユミティー 牝2鹿 54 江田 照男斉藤 等氏 本間 忍 新ひだか 矢野牧場 450－ 42：00．4� 336．7�
24 トミケンヴァール 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎冨樫 賢二氏 小西 一男 新ひだか 松田牧場 418± 02：00．5クビ 347．4�
611 セイドアモール 牝2鹿 54 B．アヴドゥラ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ

アーム 466＋102：00．92� 12．7�
（豪）

612 ヴ ォ ア ラ 牝2黒鹿54 三浦 皇成�ミルファーム 新開 幸一 浦河 杵臼牧場 482－ 42：01．96 6．6�
816 スズカマリーシップ 牝2鹿 54 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 454－ 4 （競走中止） 66．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，669，400円 複勝： 44，160，100円 枠連： 14，265，300円
馬連： 54，966，700円 馬単： 30，453，900円 ワイド： 40，177，500円
3連複： 76，741，300円 3連単： 103，265，100円 計： 398，699，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 340円 � 1，620円 � 160円 枠 連（4－5） 16，870円

馬 連 �� 40，370円 馬 単 �� 66，200円

ワ イ ド �� 9，090円 �� 700円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 21，220円 3 連 単 ��� 246，270円

票 数

単勝票数 計 346694 的中 � 17853（5番人気）
複勝票数 計 441601 的中 � 31064（5番人気）� 5288（11番人気）� 99585（2番人気）
枠連票数 計 142653 的中 （4－5） 655（23番人気）
馬連票数 計 549667 的中 �� 1055（49番人気）
馬単票数 計 304539 的中 �� 345（83番人気）
ワイド票数 計 401775 的中 �� 1089（52番人気）�� 15736（7番人気）�� 4971（20番人気）
3連複票数 計 767413 的中 ��� 2712（54番人気）
3連単票数 計1032651 的中 ��� 304（432番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―12．9―13．0―12．5―12．4―13．4―13．8―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―37．8―50．8―1：03．3―1：15．7―1：29．1―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F41．4
1
3
11，15，5，9，6，3，12（1，2）（4，10，13）－14，7，8・（11，15）（5，9）12，6－2（3，4，10）－（14，13）（1，8）－7

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

勝馬の
紹 介

メイプルガーデン �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2018．11．4 東京2着

2016．2．2生 牝2鹿 母 ディーエスメイドン 母母 タケハナホープ 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 スズカマリーシップ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 スズカマリーシップ号は，発馬機内で暴れ，発走後に前進気勢を欠いたため競走中止。
〔制裁〕 メイプルガーデン号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スズカマリーシップ号は，平成30年12月17日から平成31年1月15日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 グラスプレシャス号
※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。

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16日 晴 良 （30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

36 カレンブーケドール 牝2鹿 54 O．マーフィー 鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 470＋ 61：35．5 1．8�
（英）

48 シングフォーユー 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 452＋ 8 〃 クビ 16．5�
59 カンパーニャ 牡2栗 55 松山 弘平村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 446± 01：35．92� 30．2�
12 シセイタイガ 牡2青鹿55 江田 照男猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 448＋ 41：36．0クビ 12．6�
24 ミモザイエロー 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 446－ 41：36．1� 21．1	
11 キ ン ジ ト ー 牡2栗 55 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 516＋121：36．31� 18．4

23 トーセングラン 牡2鹿 55 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 428＋ 4 〃 ハナ 5．1�
612 グレルグリーン 牡2黒鹿55 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 450＋ 41：36．4� 8．6
714 プッシーウィロー 牝2鹿 54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 藤本ファーム 418＋141：36．61� 104．4�
713 フ ォ ー エ ロ 牡2青鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 林 徹 新冠 赤石 久夫 456＋ 81：36．7� 412．6�
47 アセンダント 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 438＋181：36．91� 246．7�
611 エスコーバタハト 牡2鹿 55 田辺 裕信ディアレストクラブ� 菊川 正達 安平 吉田牧場 482± 01：37．22 26．3�
815 マイネルエストック 牡2鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 シンボリ牧場 486＋141：37．51� 158．6�
510 ヒマワリオジョウ 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 育也石井 義孝氏 谷原 義明 日高 中館牧場 428＋ 2 〃 クビ 256．1�
816 シャインマスカット 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 上野 正恵 444＋ 61：39．09 857．5�
35 ミルトブランコ 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 470－161：41．0大差 762．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，399，400円 複勝： 64，024，200円 枠連： 18，762，100円
馬連： 69，992，400円 馬単： 38，194，200円 ワイド： 56，512，200円
3連複： 103，078，500円 3連単： 136，020，500円 計： 531，983，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 300円 � 500円 枠 連（3－4） 1，370円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 560円 �� 980円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 8，190円 3 連 単 ��� 21，230円

票 数

単勝票数 計 453994 的中 � 203497（1番人気）
複勝票数 計 640242 的中 � 227203（1番人気）� 41845（5番人気）� 22134（9番人気）
枠連票数 計 187621 的中 （3－4） 10552（6番人気）
馬連票数 計 699924 的中 �� 39329（4番人気）
馬単票数 計 381942 的中 �� 17571（5番人気）
ワイド票数 計 565122 的中 �� 27367（4番人気）�� 14742（12番人気）�� 4749（31番人気）
3連複票数 計1030785 的中 ��� 9429（28番人気）
3連単票数 計1360205 的中 ��� 4643（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．8―47．8―1：00．0―1：12．1―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

カレンブーケドール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2018．10．8 東京2着

2016．4．23生 牝2鹿 母 ソ ラ リ ア 母母 So Linda 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミルトブランコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月16日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラヴィングウェイ号
（非抽選馬） 2頭 フィリアプーラ号・フォートエリー号
※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。

3306412月16日 晴 良 （30中山5）第6日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11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

48 ラストクローザー 牡2栗 55 O．マーフィー 加藤 義久氏 黒岩 陽一 新ひだか カタオカフアーム 496＋121：57．0 4．8�
（英）

24 ポルタメント 牡2栗 55 田辺 裕信前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 454± 01：57．32 2．8�
23 ローリエテソーロ 牡2栗 55 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 浦河 辻 牧場 522－ 41：57．4� 50．4�
12 マイネルイヴィンス 牡2栗 55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 506± 0 〃 ハナ 15．5�
510 ワンダーヴァレッタ 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎山口 正行氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 444－ 21：58．03� 182．2�
612 トーセンバーボン 牡2鹿 55 内田 博幸島川 	哉氏 柴田 政人 新ひだか 澤田 嘉隆 B460＋10 〃 ハナ 10．7

36 ミラクルスクワート 牡2栗 55

52 ▲木幡 育也小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 北海道静内農業高等学校 470＋ 41：58．42� 419．6�
611 ミッキーポテト 牡2黒鹿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 532＋181：58．5クビ 3．1�
713 ラブミフォーエバー 牡2芦 55 大野 拓弥村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 458＋ 61：58．6� 65．6
47 ユノートルベル 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌和 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 41：58．81� 170．8�
815 アーバンキャット 牡2栗 55 松山 弘平 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 456＋261：58．9クビ 14．7�
816 ヒリーズサン 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也山下 良子氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 450＋ 41：59．11� 576．7�
714 シゲルキャッツアイ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 土田農場 450± 01：59．42 214．6�
59 マースルマン 牡2鹿 55 伊藤 工真キャピタルクラブ 林 徹 新ひだか 田湯牧場 442＋ 21：59．72 260．7�
35 サ リ ー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 486± 02：00．12� 59．1�
11 ココリガストン 牡2黒鹿55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 浦河 三嶋牧場 510＋ 82：00．31 42．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，097，400円 複勝： 36，120，900円 枠連： 17，025，100円
馬連： 56，320，700円 馬単： 30，431，000円 ワイド： 39，569，400円
3連複： 80，470，800円 3連単： 103，299，500円 計： 395，334，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 150円 � 550円 枠 連（2－4） 550円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，590円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 24，010円

票 数

単勝票数 計 320974 的中 � 55369（3番人気）
複勝票数 計 361209 的中 � 52874（3番人気）� 78930（1番人気）� 12181（7番人気）
枠連票数 計 170251 的中 （2－4） 23697（2番人気）
馬連票数 計 563207 的中 �� 71110（2番人気）
馬単票数 計 304310 的中 �� 16998（4番人気）
ワイド票数 計 395694 的中 �� 33531（2番人気）�� 3621（27番人気）�� 6296（15番人気）
3連複票数 計 804708 的中 ��� 10017（19番人気）
3連単票数 計1032995 的中 ��� 3118（74番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―13．1―13．5―12．8―12．6―12．8―13．0―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―38．5―52．0―1：04．8―1：17．4―1：30．2―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラストクローザー �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2018．10．13 東京5着

2016．2．21生 牡2栗 母 アグネスバラード 母母 アグネスルミエール 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 ミラクルスクワート号の騎手木幡育也は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アイマックス号
※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。



3306512月16日 晴 良 （30中山5）第6日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

713 ジャパンスウェプト 牡2芦 55 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 438 ―1：12．4 2．4�
23 アシャカマキシン 牡2栗 55 三浦 皇成吉冨 学氏 鈴木 伸尋 様似 中脇 一幸 484 ―1：12．5� 2．9�
510 ナ ス ノ ダ ケ 牡2栗 55 O．マーフィー �須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 512 ―1：13．24 4．6�
（英）

611 ツウカイステラ 牝2鹿 54 柴田 善臣木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 462 ―1：14．05 22．7�
11 リバティヘッド 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 日高 神島 芳仁 458 ―1：14．42� 38．2	

47 モ ズ ク ロ ス 牡2鹿 55 長岡 禎仁 �キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 500 ―1：14．82� 61．6

59 ノアトレジャー 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行佐山 公男氏 高市 圭二 新ひだか 鳥井牧場 412 ―1：14．9� 91．3�
24 グランデインヴルサ 牝2鹿 54 田辺 裕信青山 洋一氏 矢野 英一 平取 坂東牧場 446 ―1：15．32� 56．1�
36 ダ ル メ イ ン 牝2芦 54

53 ☆武藤 雅�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480 ―1：15．4クビ 21．1

815 アメリアヴォーグ 牝2黒鹿54 田中 勝春志村 幸彦氏 小野 次郎 愛 Godolphin 460 ― 〃 ハナ 205．2�
816 ア ペ ル タ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 畠山牧場 446 ―1：15．72 41．8�
612 ゴ ウ ユ ウ 牡2鹿 55 的場 勇人西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 548 ―1：15．91� 318．7�
714 ルーナフォンテン 牝2鹿 54 杉原 誠人吉橋 興生氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 472 ―1：16．32� 94．4�
12 シャイニーホワイト 牡2芦 55 北村 宏司小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 清水牧場 514 ―1：17．25 59．0�
48 ダ イ フ ゴ ウ 牝2鹿 54 宮崎 北斗髙橋照比古氏 和田 雄二 新ひだか 棚川 光男 480 ―1：17．83� 265．4�

（15頭）
35 キラキラブシ 牡2栗 55 武士沢友治山口 裕介氏 松山 将樹 新ひだか 酒井 秀紀 482 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 38，108，800円 複勝： 36，264，500円 枠連： 17，177，900円
馬連： 52，858，900円 馬単： 30，310，400円 ワイド： 39，695，400円
3連複： 68，029，100円 3連単： 85，010，900円 計： 367，455，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（2－7） 340円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 160円 �� 240円 �� 280円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，720円

票 数

単勝票数 差引計 381088（返還計 22425） 的中 � 131133（1番人気）
複勝票数 差引計 362645（返還計 26962） 的中 � 95227（1番人気）� 86627（2番人気）� 56842（3番人気）
枠連票数 差引計 171779（返還計 1045） 的中 （2－7） 39129（1番人気）
馬連票数 差引計 528589（返還計 78446） 的中 �� 123816（1番人気）
馬単票数 差引計 303104（返還計 42086） 的中 �� 40329（1番人気）
ワイド票数 差引計 396954（返還計 59393） 的中 �� 74458（1番人気）�� 39688（2番人気）�� 31799（3番人気）
3連複票数 差引計 680291（返還計186424） 的中 ��� 105682（1番人気）
3連単票数 差引計 850109（返還計220878） 的中 ��� 35781（1番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．4―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．6―47．0―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャパンスウェプト �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2016．3．6生 牡2芦 母 ドルチェメンテ 母母 レディータイクーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 キラキラブシ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ナスノダケ号の騎手O．マーフィーは，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

ナスノダケ号の騎手O．マーフィーは，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイフゴウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月16日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アンビシャススター号・エリーピクシー号・ゴーインピース号・サトノギャロス号・サユリ号・

チェンマイルージュ号・デュアリティ号・トーアシオン号・トーセンブロンクス号・ナムラアイアイサー号・
ハグクミ号・ビザージュミニョン号・フィリーズラン号・ペイシャネガノ号

※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。

3306612月16日 曇 良 （30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）
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

24 レッドアステル 牝2鹿 54 O．マーフィー �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 428 ―1：36．8 1．5�
（英）

12 ライトアップゼア 牝2鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 伊達 高橋農場 450 ―1：37．22� 52．1�
36 キタサンブラウン 牡2栗 55 北村 宏司�大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 532 ―1：37．3� 3．4�
510 ピュアデボーション 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 444 ―1：37．4� 30．3�
816 フラドタイド 牝2青鹿54 大野 拓弥藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 440 ―1：37．5� 23．9	
714 テ ィ タ ー ヌ 牡2鹿 55 田辺 裕信�Shadow 栗田 徹 千歳 社台ファーム 448 ―1：37．6� 12．0


（シャドウポセイドン）

713 ア マ ポ ー ラ 牝2栗 54 三浦 皇成村野 康司氏 大和田 成 日高 下河辺牧場 420 ―1：38．45 91．3�
612 カルダングリル 牝2栗 54 伊藤 工真吉田 千津氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 388 ―1：38．5� 123．4�
23 エストレラブランコ 牡2栗 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 松山 将樹 日高 長谷川牧場 430 ―1：38．6� 96．1
611 ト マ ト ー マ 牝2栗 54 柴田 大知ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 476 ―1：38．81	 63．6�
11 ダ ナ キ ル 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 406 ―1：38．9� 154．4�
59 ダ ー ジ ル 牡2鹿 55 菅原 隆一松谷 翔太氏 石栗 龍彦 新冠 長浜 忠 418 ―1：39．22 524．4�
815 チェリーアトラス 牡2芦 55 川島 信二櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 富塚ファーム 502 ― 〃 ハナ 195．3�
48 ノーブルルーナ 牝2黒鹿54 村田 一誠吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 428 ― 〃 クビ 365．2�
47 ハッピーアモン 牝2黒鹿54 松岡 正海平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 458 ―1：39．41� 33．0�
35 ガッサンベリー 牡2鹿 55 柴田 善臣西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 446 ―1：40．03� 371．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，232，600円 複勝： 56，545，100円 枠連： 16，752，500円
馬連： 57，319，100円 馬単： 39，055，300円 ワイド： 40，170，200円
3連複： 76，419，500円 3連単： 129，805，400円 計： 456，299，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 330円 � 130円 枠 連（1－2） 1，740円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 680円 �� 150円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 9，200円

票 数

単勝票数 計 402326 的中 � 209347（1番人気）
複勝票数 計 565451 的中 � 338736（1番人気）� 14765（7番人気）� 68109（2番人気）
枠連票数 計 167525 的中 （1－2） 7444（6番人気）
馬連票数 計 573191 的中 �� 20876（6番人気）
馬単票数 計 390553 的中 �� 11529（7番人気）
ワイド票数 計 401702 的中 �� 12349（8番人気）�� 91921（1番人気）�� 7350（14番人気）
3連複票数 計 764195 的中 ��� 35429（5番人気）
3連単票数 計1298054 的中 ��� 10228（25番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．3―12．3―12．2―11．9―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．8―49．1―1：01．3―1：13．2―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

レッドアステル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smart Strike 初出走

2016．2．7生 牝2鹿 母 レッドエルザ 母母 Belva 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 レッドアステル号の騎手O．マーフィーは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・16番）
※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 アッチャイオ号・エバークリア号・カシマエンペラー号・シゲルトルコイシ号・ショウナンサンキュ号・

タニセンボーラ号・ハクシンドリーム号・ファンシーラン号・ブリリアンティーン号・ブレイブメジャー号・
マイキューティー号・ミヤビアーク号・ヤマニンベイパー号

※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。



3306712月16日 曇 良 （30中山5）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

57 サイモンジルバ 牝3鹿 54 戸崎 圭太澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 458＋ 61：54．9 5．0�
22 イ セ ベ ル 牝3鹿 54 三浦 皇成谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 460± 01：55．11� 5．7�
814 シネマソングス 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 430＋ 4 〃 アタマ 4．9�
34 ビ ジ ョ ッ テ 牝4鹿 55 B．アヴドゥラ 古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 510＋ 61：55．3� 10．8�

（豪）

45 ダイワメモリー 牝3栗 54 O．マーフィー 大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 484＋121：55．83 3．5�
（英）

33 アポロプリンセス 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B480± 01：56．22� 18．1	

711 ライムチャン 牝5鹿 55 江田 照男ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 482＋101：56．41� 69．4

69 サ ル ダ ー ナ 牝4鹿 55 内田 博幸 �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 478＋101：56．61� 17．5�
46 ピンキージョーンズ 牝4栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 41：56．7クビ 10．6
58 シ ー ホ ー ス 牝3栗 54 松岡 正海草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B440＋ 41：57．12� 85．6�
813 アトムアストレア 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 470＋10 〃 クビ 435．8�
712 ジェイエルノブレス 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 456± 01：57．41� 140．4�
11 ル ー モ ス 牝3黒鹿54 横山 典弘山本 武司氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 472＋101：59．010 20．9�
610 イザベルローズ 牝3栗 54 大野 拓弥林 正道氏 栗田 徹 新ひだか 米田牧場 452＋ 42：01．6大差 72．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，316，400円 複勝： 58，422，400円 枠連： 18，752，700円
馬連： 83，146，800円 馬単： 35，214，400円 ワイド： 55，837，900円
3連複： 109，083，800円 3連単： 128，386，600円 計： 526，161，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 160円 � 160円 枠 連（2－5） 1，510円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 450円 �� 510円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 12，550円

票 数

単勝票数 計 373164 的中 � 58585（3番人気）
複勝票数 計 584224 的中 � 87880（4番人気）� 95617（1番人気）� 92615（2番人気）
枠連票数 計 187527 的中 （2－5） 9591（7番人気）
馬連票数 計 831468 的中 �� 43972（5番人気）
馬単票数 計 352144 的中 �� 8902（10番人気）
ワイド票数 計 558379 的中 �� 32028（2番人気）�� 27701（3番人気）�� 25394（6番人気）
3連複票数 計1090838 的中 ��� 39110（3番人気）
3連単票数 計1283866 的中 ��� 7411（23番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．6―12．9―12．6―12．7―12．9―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．1―50．0―1：02．6―1：15．3―1：28．2―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サイモンジルバ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．7．30 新潟12着

2015．4．9生 牝3鹿 母 メイショウチルチェ 母母 チアズグレイス 19戦2勝 賞金 27，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イザベルローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月16日まで平地競

走に出走できない。
※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。

3306812月16日 曇 良 （30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 ミヤギウイング 牝3鹿 54 勝浦 正樹菅原富美子氏 田村 康仁 浦河 宮内牧場 494＋ 21：11．4 7．1�
510 サンジレット 牡4栗 57 小島 太一 �加藤ステーブル 高橋 文雅 新冠 前川 隆範 504＋141：11．61� 138．5�
48 シルバーストーン 牡4芦 57 内田 博幸峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 504－ 21：11．7クビ 5．6�
816 オ ー ル デ ン 牡4鹿 57

56 ☆武藤 雅金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 454± 0 〃 クビ 4．1�
12 	 シャイニングカフェ 牡6黒鹿57 柴田 善臣西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 530＋ 61：11．8
 38．3�
815 マリノディアナ 牝3青鹿54 吉田 隼人和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 444＋ 61：11．9クビ 22．1	
24 マサノアッレーグラ 牝3芦 54 B．アヴドゥラ 中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 482－ 61：12．43 10．2


（豪）

713	 ケンユキノオー 牡4黒鹿57 北村 宏司中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 448＋121：12．5
 107．2�
714 アルゴロオジエ 牝4黒鹿55 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 三城牧場 486－ 61：12．71
 7．7�
611 テ ン キ セ キ 牝5鹿 55 江田 照男天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B482＋ 6 〃 ハナ 258．0
47 シュピールカルテ 牝4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 81：12．9� 28．1�
59 	 ブライトンピア 牡4栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B456＋101：13．11� 527．3�
35 ラ イ ゴ ッ ド 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也�明栄商事 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 444＋ 41：13．41� 24．4�
11 サトノブレイズ 牡3鹿 56 O．マーフィー �サトミホースカンパニー 萩原 清 日高 下河辺牧場 492－ 4 〃 クビ 3．4�

（英）

36 クリノロマン 牝3芦 54 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 468＋101：13．5クビ 344．0�
23 ガッテンパートナー 牡4栗 57 松岡 正海大島 芳子氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 474＋301：15．2大差 431．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，511，900円 複勝： 64，086，600円 枠連： 24，637，800円
馬連： 100，609，100円 馬単： 42，197，500円 ワイド： 63，751，000円
3連複： 129，662，200円 3連単： 156，199，700円 計： 629，655，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 2，350円 � 220円 枠 連（5－6） 19，950円

馬 連 �� 41，320円 馬 単 �� 52，830円

ワ イ ド �� 12，060円 �� 610円 �� 7，170円

3 連 複 ��� 39，780円 3 連 単 ��� 320，800円

票 数

単勝票数 計 485119 的中 � 53999（4番人気）
複勝票数 計 640866 的中 � 72656（5番人気）� 5580（12番人気）� 87209（3番人気）
枠連票数 計 246378 的中 （5－6） 957（29番人気）
馬連票数 計1006091 的中 �� 1887（56番人気）
馬単票数 計 421975 的中 �� 599（99番人気）
ワイド票数 計 637510 的中 �� 1304（59番人気）�� 29078（3番人気）�� 2202（50番人気）
3連複票数 計1296622 的中 ��� 2444（110番人気）
3連単票数 計1561997 的中 ��� 353（769番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．4―12．0―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．8―45．8―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤギウイング �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．10．14 東京3着

2015．4．20生 牝3鹿 母 キョウエイタキオン 母母 イエローウイング 10戦2勝 賞金 18，020，000円
〔発走状況〕 ガッテンパートナー号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 アルゴロオジエ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔調教再審査〕 ガッテンパートナー号は，発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 4頭 アースヴィグラス号・トウショウデュエル号・ファインダッシュ号・ポップシンガー号
※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。



3306912月16日 曇 良 （30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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

713 サ ノ サ マ ー 牡4栗 57 内田 博幸佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 476＋ 42：34．5 3．1�
611 ミッキーポジション 牡3鹿 55 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 500＋162：35．24 5．0�
59 イルフォーコン 牡5黒鹿57 松岡 正海 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 472－ 22：35．52 110．6�
58 レッドゼノン 牡4黒鹿57 田中 勝春 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B472＋ 62：35．6� 14．5�
47 オペラハット 牡7鹿 57 戸崎 圭太小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 464－ 62：36．02� 62．2�
815 クロノスタシス 牡5芦 57 石川裕紀人 	キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 542＋122：36．1� 18．9

814 オワゾードール 牡3鹿 55 木幡 巧也 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476＋ 22：36．2クビ 90．7�
46 エルデュクラージュ 	4芦 57 O．マーフィー 	キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 488± 02：36．3
 3．4�

（英）

23 オメガドラクロワ 牡4青鹿57 田辺 裕信原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 464＋102：36．4クビ 6．5
22 � スターライトブルー 牡4黒鹿57 武藤 雅青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 42：36．5
 22．2�
34 � フレンドミラクル 牡5栗 57 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 482＋222：37．13� 335．5�
610 ユイノシンドバッド 牡3青鹿55 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 524＋242：37．31 93．9�
11 リキサンダイオー 牡5黒鹿57 三浦 皇成 	ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 460± 02：37．72� 45．9�
35 エムオーグリッタ 牡4鹿 57 勝浦 正樹大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 498＋ 22：39．310 47．6�
712 パガットケーブ 牡4青鹿57 B．アヴドゥラ 	サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 526± 03：15．0大差 34．7�

（豪）

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，610，500円 複勝： 69，838，400円 枠連： 27，958，100円
馬連： 124，974，600円 馬単： 50，674，800円 ワイド： 77，262，500円
3連複： 164，672，900円 3連単： 199，610，500円 計： 763，602，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 210円 � 1，250円 枠 連（6－7） 750円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，450円 �� 6，200円

3 連 複 ��� 16，540円 3 連 単 ��� 71，990円

票 数

単勝票数 計 486105 的中 � 124258（1番人気）
複勝票数 計 698384 的中 � 156642（1番人気）� 85930（4番人気）� 10106（12番人気）
枠連票数 計 279581 的中 （6－7） 28676（3番人気）
馬連票数 計1249746 的中 �� 115330（2番人気）
馬単票数 計 506748 的中 �� 23864（4番人気）
ワイド票数 計 772625 的中 �� 60179（2番人気）�� 7614（28番人気）�� 2960（54番人気）
3連複票数 計1646729 的中 ��� 7464（53番人気）
3連単票数 計1996105 的中 ��� 2010（212番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．6―12．6―13．3―13．8―13．5―12．7―12．5―13．1―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．5―37．1―49．7―1：03．0―1：16．8―1：30．3―1：43．0―1：55．5―2：08．6―2：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F51．5―3F39．0
1
�
・（1，12）（2，5，10）（6，7）3（8，15）11，9，4－13，14・（1，5，7，13）（2，11）10（3，15）（6，8）（9，14）4，12

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

サ ノ サ マ ー �
�
父 サマーバード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．7．16 福島7着

2014．4．19生 牡4栗 母 パ ピ ュ ラ 母母 ノースフライト 22戦4勝 賞金 76，723，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パガットケーブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月16日まで平地競

走に出走できない。
※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。

3307012月16日 曇 良 （30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，29．12．16以降30．12．9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

35 アルマエルナト �7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 478＋221：08．6 12．6�
611 アッラサルーテ 牝5栗 54 B．アヴドゥラ 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 クビ 4．9�

（豪）

714 ミトノレインボー 牝3鹿 51 川島 信二ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新ひだか 木村 秀則 468－ 21：08．7クビ 14．3�
510 ニシオボヌール �6黒鹿54 長岡 禎仁三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 494± 0 〃 クビ 66．4�
816 ファミーユボヌール 牝4黒鹿52 横山 典弘原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 450－ 4 〃 アタマ 4．5�
24 パーリオミノル 牝5鹿 52 勝浦 正樹吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 21：08．8	 29．8�
612 タイセイスターリー 牡4鹿 57 O．マーフィー 田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B530－ 4 〃 ハナ 3．4	

（英）

36 レーヴムーン 牡5黒鹿56 松山 弘平ニットー商事
 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 478＋ 6 〃 ハナ 11．8�
59 
 サダムリスペクト 牡6鹿 55 三浦 皇成大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 B480＋ 8 〃 ハナ 28．4�
23 � パラダイスガーデン 牝6栗 51 木幡 育也岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads

Farm, LLC 492－ 61：08．9� 67．3
48 イ オ ラ ニ �7黒鹿53 木幡 巧也 
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 486＋ 41：09．0アタマ 29．7�
47 オーヴィレール 牝5芦 54 大野 拓弥下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 482＋ 8 〃 アタマ 11．9�
815 フクノグローリア 牝6黒鹿51 江田 照男福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 482＋16 〃 クビ 14．8�
11 
 キングクリチャン 牡9栗 52 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B504± 01：09．1クビ 236．1�
12 ラホーヤビーチ 牝6青鹿51 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 478＋ 61：09．31 185．2�
713 ブ ロ ワ 牝5黒鹿51 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 484＋20 〃 ハナ 68．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，095，100円 複勝： 81，307，600円 枠連： 50，011，500円
馬連： 155，960，500円 馬単： 63，042，800円 ワイド： 99，275，200円
3連複： 222，942，900円 3連単： 266，491，100円 計： 990，126，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 370円 � 190円 � 380円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 3，340円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 17，200円 3 連 単 ��� 105，860円

票 数

単勝票数 計 510951 的中 � 32344（6番人気）
複勝票数 計 813076 的中 � 51937（6番人気）� 129708（2番人気）� 51141（7番人気）
枠連票数 計 500115 的中 （3－6） 59952（2番人気）
馬連票数 計1559605 的中 �� 35062（13番人気）
馬単票数 計 630428 的中 �� 5901（34番人気）
ワイド票数 計 992752 的中 �� 21213（12番人気）�� 7444（40番人気）�� 22740（10番人気）
3連複票数 計2229429 的中 ��� 9720（63番人気）
3連単票数 計2664911 的中 ��� 1825（367番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．1―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―33．8―45．2―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．8
3 13（14，16）（2，5，11，12）4（10，9，15）3（6，7）8，1 4 13（14，12）（2，5，16）11（4，9）（10，15）（3，6，7，8）1

勝馬の
紹 介

アルマエルナト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 With Approval デビュー 2013．6．23 函館4着

2011．3．1生 �7栗 母 キャメロンガール 母母 Above the Salt 41戦5勝 賞金 134，709，000円
〔制裁〕 タイセイスターリー号の騎手O．マーフィーは，3コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（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17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 アイファープリティ号・アドマイヤナイト号・エイシンデネブ号・エメラルエナジー号・カイザーメランジェ号・

クラウンルシフェル号・クリノコマチ号・クリノハッチャン号・クードラパン号・ゴルゴバローズ号・
ショウナンアエラ号・ダイトウキョウ号・ブライティアレディ号・メイショウカズヒメ号・ライブリシュネル号・
ラフィングマッチ号・ラベンダーヴァレイ号

※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16日 曇 良 （30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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

79 アドマイヤリード 牝5青鹿56 横山 典弘近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430－ 21：48．1 6．2�
78 プロディガルサン 牡5鹿 56 O．マーフィー 金子真人ホールディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：48．2	 3．2�

（英）

33 アストラエンブレム 
5鹿 57 B．アヴドゥラ �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：48．3	 6．5�
（豪）

67 ナイトオブナイツ 牡5栗 57 松山 弘平市川義美ホール
ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 ハナ 5．6�

811 ハ ー ト レ ー 
5鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 7．1	
22 マイネルハニー 牡5鹿 58 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 480＋ 41：48．4	 7．4

44 トーセンビクトリー 牝6鹿 56 三浦 皇成島川 �哉氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 480＋10 〃 ハナ 12．0�
55 ゲ ッ カ コ ウ 牝5黒鹿54 松岡 正海 �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 480＋ 41：48．5	 16．3
66 ナスノセイカン 牡6鹿 56 大野 拓弥�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 486＋ 81：48．6� 39．2�
11 ダイワリベラル 牡7黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B542＋221：49．13 103．7�
810 マックスドリーム 
11青鹿56 石川裕紀人山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 548± 01：49．84 289．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 82，424，500円 複勝： 105，851，400円 枠連： 45，802，300円
馬連： 280，345，800円 馬単： 110，355，000円 ワイド： 134，415，100円
3連複： 365，686，200円 3連単： 554，437，500円 計： 1，679，317，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 140円 � 180円 枠 連（7－7） 1，350円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 470円 �� 800円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 14，090円

票 数

単勝票数 計 824245 的中 � 104941（3番人気）
複勝票数 計1058514 的中 � 117477（4番人気）� 227308（1番人気）� 147276（3番人気）
枠連票数 計 458023 的中 （7－7） 26105（5番人気）
馬連票数 計2803458 的中 �� 185624（3番人気）
馬単票数 計1103550 的中 �� 32462（8番人気）
ワイド票数 計1344151 的中 �� 74543（4番人気）�� 41066（12番人気）�� 79093（3番人気）
3連複票数 計3656862 的中 ��� 104054（8番人気）
3連単票数 計5544375 的中 ��� 28519（30番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．2―12．0―11．7―11．9―11．8―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―37．3―49．3―1：01．0―1：12．9―1：24．7―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤリード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Numerous デビュー 2015．7．11 中京1着

2013．3．18生 牝5青鹿 母 ベルアリュールⅡ 母母 Mare Aux Fees 22戦6勝 賞金 237，936，000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16日 曇 良 （30中山5）第6日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走16時00分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

11 レッドシルヴィ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460＋ 41：48．9 8．0�
712 ダイイチターミナル 牡4鹿 57 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 458＋ 81：49．0� 97．3�
69 トータルソッカー 牡4栗 57 柴田 善臣渡邊 隆氏 伊藤 正徳 新ひだか 真歌田中牧場 510＋ 2 〃 クビ 10．2�
22 グ ラ ン サ ム 牡3栗 56 B．アヴドゥラ �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B474＋ 41：49．1� 7．9�

（豪）

610 ジョーマイク 	5栗 57 太宰 啓介上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 468－10 〃 クビ 240．9	
34 プレイヤーサムソン 牡5鹿 57 田辺 裕信嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 478＋ 41：49．2クビ 13．4


711 キングパール 牡6黒鹿57 内田 博幸フジイ興産� 田中 博康 安平 ノーザンファーム 486＋101：49．3� 20．5�
（法942）

814 エフティスパークル 牡5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＋ 4 〃 クビ 11．6�
58 クラークキー 牡4鹿 57 O．マーフィー 保坂 和孝氏 池上 昌和 新冠 長浜牧場 488－ 4 〃 アタマ 4．7

（英）

57 
 フィールドシャルム 牡5鹿 57 田中 勝春岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ
ファーム 490－ 2 〃 ハナ 367．5�

33 コ ー カ ス 牡4鹿 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514＋ 61：49．51� 2．2�

813 ヴェアリアスサマー 牡7栗 57 北村 宏司小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 520＋ 81：50．03 90．6�
46 ビオラフォーエバー 	7栗 57

54 ▲野中悠太郎熊澤 浩樹氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：50．1クビ 338．4�
45 トロピカルガーデン 牝6鹿 55

52 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 496＋ 81：51．37 377．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 78，100，300円 複勝： 95，403，500円 枠連： 38，674，100円
馬連： 172，554，800円 馬単： 73，755，500円 ワイド： 102，382，200円
3連複： 221，079，900円 3連単： 340，074，700円 計： 1，122，025，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 1，340円 � 310円 枠 連（1－7） 5，430円

馬 連 �� 28，070円 馬 単 �� 38，760円

ワ イ ド �� 5，650円 �� 1，080円 �� 6，240円

3 連 複 ��� 52，480円 3 連 単 ��� 301，410円

票 数

単勝票数 計 781003 的中 � 77626（4番人気）
複勝票数 計 954035 的中 � 124139（3番人気）� 15351（9番人気）� 84285（5番人気）
枠連票数 計 386741 的中 （1－7） 5513（20番人気）
馬連票数 計1725548 的中 �� 4764（39番人気）
馬単票数 計 737555 的中 �� 1427（68番人気）
ワイド票数 計1023822 的中 �� 4586（34番人気）�� 25256（13番人気）�� 4144（37番人気）
3連複票数 計2210799 的中 ��� 3159（94番人気）
3連単票数 計3400747 的中 ��� 818（520番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．7―49．3―1：01．3―1：13．2―1：25．1―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドシルヴィ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Highest Honor デビュー 2015．9．20 中山1着

2013．2．22生 牝5鹿 母 ダンスーズデトワール 母母 Latifolia 22戦4勝 賞金 47，758，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出走取消馬 ミュートロギア号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※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



（30中山5）第6日 12月16日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 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

222，270，000円
5，180，000円
25，740，000円
1，290，000円
24，520，000円
76，021，000円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
571，957，100円
768，375，800円
304，660，400円
1，267，604，500円
578，478，400円
792，797，700円
1，706，137，800円
2，328，994，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，319，005，800円

総入場人員 24，809名 （有料入場人員 21，608名）
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