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3300112月3日 晴 重 （28中山5）第1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

714 トロピカルスパート 牝2栗 54 石橋 脩日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 472－ 41：12．3 15．9�
24 リンガスネオ 牡2黒鹿55 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 476± 01：12．51� 13．9�
36 � セイウンストリーム 牡2鹿 55 戸崎 圭太西山 茂行氏 水野 貴広 米 Jack

Swain III 480＋ 41：12．6クビ 2．1�
12 サンデュランゴ 牝2栗 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 466－ 2 〃 アタマ 160．6�
48 コントローラー 牡2栗 55 的場 勇人�ヒダカファーム的場 均 浦河 榊原 敏明 472－ 21：13．23� 21．8	
611� バンケットスクエア 牡2黒鹿55 内田 博幸飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Dr. Masa-

take Iida 488± 01：13．3	 3．4

816 クリノレオノール 牝2鹿 54

52 △伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 438＋ 81：13．51� 416．0�
612 ベストティアーズ 牝2青 54 武 幸四郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 太 むかわ 上水牧場 476＋ 2 〃 ハナ 17．4�
35 ハンディマン 牡2鹿 55 C．ルメール スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 守矢牧場 458＋ 41：13．6	 4．4
11 シゲルパンダ 牝2栗 54 丸山 元気森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 392－121：13．7クビ 207．2�
47 ワイルドスマッシュ 牡2黒鹿 55

53 △木幡 巧也古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 478＋ 8 〃 クビ 264．2�
815 デュトロノミー 牡2鹿 55 江田 照男�ミルファーム 土田 稔 浦河 櫛桁牧場 484＋ 81：14．02 327．2�
713 ナムラアヴィ 牝2栗 54 田中 勝春奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 466＋ 61：14．1� 213．7�
510 マジカルナンバー 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎池谷 誠一氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 412－ 81：14．41	 184．5�
59 ベインオブゴールド 牡2黒鹿55 吉田 豊�明栄商事 小野 次郎 新冠 津田牧場 494＋ 41：14．93 476．6�
23 コ チ 牝2栗 54 嘉藤 貴行清水 敏氏 南田美知雄 新冠 有限会社 大

作ステーブル 432－ 21：15．0クビ 298．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，272，400円 複勝： 37，815，000円 枠連： 13，639，600円
馬連： 52，504，200円 馬単： 30，370，300円 ワイド： 28，516，400円
3連複： 79，437，400円 3連単： 110，984，600円 計： 374，539，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 280円 � 290円 � 110円 枠 連（2－7） 6，110円

馬 連 �� 6，130円 馬 単 �� 9，690円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 650円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 55，260円

票 数

単勝票数 計 212724 的中 � 10697（5番人気）
複勝票数 計 378150 的中 � 22489（4番人気）� 21826（5番人気）� 159143（1番人気）
枠連票数 計 136396 的中 （2－7） 1730（12番人気）
馬連票数 計 525042 的中 �� 6637（16番人気）
馬単票数 計 303703 的中 �� 2349（31番人気）
ワイド票数 計 285164 的中 �� 5076（16番人気）�� 11322（6番人気）�� 14947（4番人気）
3連複票数 計 794374 的中 ��� 14503（13番人気）
3連単票数 計1109846 的中 ��� 1456（138番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．3―12．4―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．0―46．4―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロピカルスパート �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．6．12 東京10着

2014．4．17生 牝2栗 母 タヒチアンメモリ 母母 タヒチアンブリーズ 4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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 タキオンレイ号・レオフェアリー号

3300212月3日 晴 重 （28中山5）第1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

34 アポロユッキー 牝2鹿 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 渋谷 一郎 492± 01：57．1 14．9�
713 スギノエンプレス 牝2黒鹿54 石橋 脩杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 478－ 81：57．2� 4．4�
58 アシャカダイキ 牝2鹿 54 田辺 裕信吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：57．41 3．2�
712 ディアチャイブ 牝2鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B478－101：57．71� 60．9�
814 プレシャスクイン 牝2栗 54 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 472－ 21：58．12� 3．2	
22 ルーセントオーデ 牝2鹿 54 田中 勝春吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 三輪牧場 478± 01：58．52� 33．7

46 ハンドレッドアーツ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新ひだか 静内坂本牧場 464± 0 〃 ハナ 32．5�
610 ルートフォーミー 牝2黒鹿54 柴山 雄一前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440± 01：58．6� 15．9�
23 センノギモーヴ 牝2栗 54

51 ▲菊沢 一樹浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 436－ 21：58．81� 359．1
11 コスモメソッド 牝2鹿 54 柴田 大知 �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 492± 01：59．01� 135．2�
47 セレニティフレア 牝2栗 54 菅原 隆一島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 454± 01：59．2� 315．6�
35 ペイシャエロイース 牝2栗 54 松岡 正海北所 直人氏 松永 康利 日高 北田 剛 456＋ 21：59．41� 217．2�
611 クイーンズスタイル 牝2鹿 54 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B446－ 2 〃 アタマ 7．1�
59 フレンドパリ 牝2黒鹿54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 446± 01：59．82� 37．0�
815 グレースディアーナ 牝2鹿 54

52 △木幡 巧也吉田 千津氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 508－ 8 （競走中止） 47．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，597，600円 複勝： 27，843，200円 枠連： 11，595，600円
馬連： 46，782，700円 馬単： 24，305，100円 ワイド： 27，541，200円
3連複： 60，125，900円 3連単： 74，279，800円 計： 290，071，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 290円 � 160円 � 150円 枠 連（3－7） 2，370円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 6，290円

ワ イ ド �� 780円 �� 470円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 26，020円

票 数

単勝票数 計 175976 的中 � 9445（5番人気）
複勝票数 計 278432 的中 � 18997（5番人気）� 47948（3番人気）� 55825（2番人気）
枠連票数 計 115956 的中 （3－7） 3785（9番人気）
馬連票数 計 467827 的中 �� 13945（9番人気）
馬単票数 計 243051 的中 �� 2897（21番人気）
ワイド票数 計 275412 的中 �� 8447（9番人気）�� 14878（4番人気）�� 20851（3番人気）
3連複票数 計 601259 的中 ��� 15601（8番人気）
3連単票数 計 742798 的中 ��� 2069（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―39．0―52．9―1：05．6―1：18．0―1：30．4―1：43．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アポロユッキー �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ワ レ ン ダ ー デビュー 2016．10．23 東京6着

2014．6．11生 牝2鹿 母 ワレンダークイン 母母 マルゼンソロン 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔競走中止〕 グレースディアーナ号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため4コーナーで競走中止。

第５回 中山競馬 第１日



3300312月3日 晴 良 （28中山5）第1日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時45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

713 ウ ォ ー ブ ル 牝2黒鹿54 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 462＋ 82：02．6 237．0�
816 シ ン デ ン 牡2鹿 55

53 △木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 472－ 4 〃 クビ 26．0�
611 パルフェクォーツ 牡2栗 55 C．ルメール �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 530－ 42：02．7クビ 1．7�
23 オメガドラクロワ 牡2青鹿55 R．ムーア 原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B460－ 22：02．8� 13．9�

（英）

35 ブリッツシュラーク 牡2芦 55 北村 宏司�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476＋ 2 〃 クビ 3．8	

12 メイプルストロング 牡2鹿 55 内田 博幸節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 502＋ 42：02．9クビ 20．9

59 マイネルヴンシュ 牡2鹿 55 石橋 脩 �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 458－ 42：03．0� 54．0�
36 マイネルラプティス 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 62：03．21� 7．6�
510 ショウナンサザナミ 牝2鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 430－ 42：03．41� 31．7
24 ナカヤマグラン 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 北洋牧場 450－ 22：03．61� 158．7�
48 ウインシェリー 牝2鹿 54

52 △伴 啓太�ウイン 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 360－ 22：03．7� 698．1�
714 ワンナイトインパリ 牡2鹿 55 戸崎 圭太青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋122：03．8� 14．2�
612 コスモスコーチ 牡2鹿 55 宮崎 北斗 �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＋ 82：04．22� 462．5�
47 ウインミストレス 牝2黒鹿54 松岡 正海�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 454± 0 〃 アタマ 187．2�
817 ムスメジントーヨー 牝2鹿 54 勝浦 正樹瀬谷 �雄氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 414＋ 22：04．51� 685．6�
11 ブラックモトヒメ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子黒澤 尚氏 柴田 政人 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B440± 02：06．09 216．1�

815 オリヴェヴリオ 牝2黒鹿 54
51 ▲菊沢 一樹神田 通博氏 浅野洋一郎 鹿児島 神田 通博 426＋102：06．32 736．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 28，796，800円 複勝： 49，290，900円 枠連： 15，911，400円
馬連： 57，913，300円 馬単： 33，935，800円 ワイド： 35，577，600円
3連複： 77，671，700円 3連単： 111，665，400円 計： 410，762，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 23，700円 複 勝 � 3，810円 � 520円 � 120円 枠 連（7－8） 8，470円

馬 連 �� 157，480円 馬 単 �� 81，050円

ワ イ ド �� 27，960円 �� 6，270円 �� 900円

3 連 複 ��� 87，460円 3 連 単 ��� 1，527，490円

票 数

単勝票数 計 287968 的中 � 972（13番人気）
複勝票数 計 492909 的中 � 2066（13番人気）� 17170（8番人気）� 184609（1番人気）
枠連票数 計 159114 的中 （7－8） 1455（18番人気）
馬連票数 計 579133 的中 �� 285（69番人気）
馬単票数 計 339358 的中 �� 314（87番人気）
ワイド票数 計 355776 的中 �� 318（66番人気）�� 1430（37番人気）�� 10752（9番人気）
3連複票数 計 776717 的中 ��� 666（106番人気）
3連単票数 計1116654 的中 ��� 53（906番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―36．5―49．3―1：02．0―1：14．1―1：26．2―1：38．1―1：49．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ウ ォ ー ブ ル �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．8．21 新潟7着

2014．5．17生 牝2黒鹿 母 ト リ リ ウ ム 母母 バースルート 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 マイネルラプティス号の騎手柴田大知は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番・14番）
※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。

3300412月3日 晴 重 （28中山5）第1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

714 ディアシューター 牡2黒鹿55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 506＋ 21：54．9 2．2�
612 トワードポラリス 牡2黒鹿55 戸崎 圭太吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 450± 01：55．43 12．8�
815 ゴールデンターキン 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 454＋ 21：55．82� 27．0�
611 ク テ ィ ノ ス 牡2鹿 55 C．ルメール 金山 敏也氏 栗田 徹 新冠 樋渡 志尚 472＋ 4 〃 クビ 4．0�
47 トモジャヴァリ 牡2鹿 55 内田 博幸吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 448＋ 61：56．54 6．1�
12 ザッカリーア 牡2黒鹿55 北村 宏司杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 528－ 41：56．82 14．7	
24 エーブインブレム 牡2鹿 55

52 ▲藤田菜七子阿部 紀子氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 446＋161：57．86 117．3

713 ビービーパドル 牡2鹿 55 松岡 正海坂東 勝彦氏 中舘 英二 新ひだか 中橋 清 470－ 81：58．12 116．5�
23 ジャストヒーロー 牡2黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 466＋ 41：58．2クビ 115．6�
510 プリンスオブサクラ 牡2鹿 55 西田雄一郎国田 正忠氏 松永 康利 新冠 有限会社 大

作ステーブル 454－12 〃 クビ 369．2
48 アポロポラリス 牡2黒鹿55 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか へいはた牧場 440± 01：58．62� 109．1�
816 シ ュ ラ ブ 牡2鹿 55 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 厚真 大川牧場 490－ 61：59．34 13．2�
35 コスモワンエイティ 牡2鹿 55 柴田 大知 �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 424＋181：59．72� 163．1�
59 カガエクリプス 牡2黒鹿55 江田 照男香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 534± 02：00．23 252．6�
36 ロングバージョン 牡2鹿 55 勝浦 正樹 �スピードファーム小西 一男 新冠 スピードフアーム 466＋ 62：00．41 12．3�
11 モットスマイル 牡2鹿 55

53 △木幡 巧也飯田 正剛氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B444＋ 62：01．78 138．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，293，300円 複勝： 34，263，600円 枠連： 16，172，300円
馬連： 53，017，000円 馬単： 28，492，800円 ワイド： 30，649，800円
3連複： 65，197，800円 3連単： 85，432，500円 計： 338，519，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 280円 � 480円 枠 連（6－7） 360円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，050円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 7，600円 3 連 単 ��� 28，970円

票 数

単勝票数 計 252933 的中 � 89828（1番人気）
複勝票数 計 342636 的中 � 107595（1番人気）� 25794（5番人気）� 13013（8番人気）
枠連票数 計 161723 的中 （6－7） 34658（1番人気）
馬連票数 計 530170 的中 �� 32766（4番人気）
馬単票数 計 284928 的中 �� 12078（4番人気）
ワイド票数 計 306498 的中 �� 16607（4番人気）�� 7375（12番人気）�� 2388（30番人気）
3連複票数 計 651978 的中 ��� 6426（24番人気）
3連単票数 計 854325 的中 ��� 2138（90番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―13．2―12．7―12．4―12．6―12．7―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．3―51．0―1：03．4―1：16．0―1：28．7―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディアシューター �
�
父 サムライハート �

�
母父 Miswaki デビュー 2016．8．14 新潟4着

2014．4．7生 牡2黒鹿 母 ナムラクロシェット 母母 Romy 4戦1勝 賞金 8，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カガエクリプス号・ロングバージョン号・モットスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成29年1月3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） 2頭 カシノルーラー号・シゲルバッファロー号
（非抽選馬） 1頭 イーゼル号



3300512月3日 晴 良 （28中山5）第1日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時05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
1：07．8
1：07．8

良
良

612 モ ザ イ ク 牡2黒鹿55 C．ルメール 吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 432 ―1：09．3 3．3�
24 ブラウンローズ 牝2黒鹿54 吉田 豊大塚 亮一氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 444 ―1：09．51� 6．7�
36 フランツジョセフ 牝2栗 54 柴田 大知手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 444 ―1：09．82 64．8�
48 ファイブフォース 牝2鹿 54 田辺 裕信�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 476 ―1：10．01 12．6�
35 アイアムエメラルド 牝2栗 54

53 ☆石川裕紀人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 480 ―1：10．21� 25．2�
59 トウカイレーヌ 牝2青 54 戸崎 圭太内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 412 ―1：10．3クビ 2．7	
816 デ ィ ー チ ェ 牝2栗 54 蛯名 正義
G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 444 ― 〃 ハナ 10．9�
815� リ モ ン デ ィ 牡2鹿 52 内田 博幸吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 516 ― 〃 クビ 18．1�
510 クララフトゥーラ 牝2鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 飛渡牧場 442 ―1：10．72	 14．6
47 セブンシーミノル 牝2鹿 54 松岡 正海吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 434 ―1：11．76 61．2�
23 パラシオプリンセサ 牝2鹿 54 北村 宏司丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 416 ― 〃 ハナ 118．8�
714 バ シ ョ ウ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 424 ―1：11．8クビ 48．8�
11 ダイドマッセル 牝2青鹿 54

51 ▲藤田菜七子�ターフ・スポート根本 康広 浦河 大道牧場 408 ― 〃 クビ 87．1�
611 コッコリーノ 牝2青鹿54 石橋 脩
ラ・メール 池上 昌和 新冠 タニグチ牧場 420 ―1：12．22	 62．7�
713 カラーグレード 牝2鹿 54 田中 勝春田中 春美氏 伊藤 伸一 新ひだか 山口 忠彦 438 ―1：12．83	 144．2�
12 ハシルヨマッテテ 牝2栗 54

52 △木幡 巧也田中 幹雄氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 422 ―1：13．12 73．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，192，800円 複勝： 28，889，400円 枠連： 16，505，400円
馬連： 50，827，200円 馬単： 28，065，700円 ワイド： 29，405，800円
3連複： 61，572，800円 3連単： 81，426，800円 計： 320，885，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 210円 � 1，080円 枠 連（2－6） 1，440円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，280円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 16，300円 3 連 単 ��� 68，880円

票 数

単勝票数 計 241928 的中 � 56940（2番人気）
複勝票数 計 288894 的中 � 61390（2番人気）� 37579（3番人気）� 4917（10番人気）
枠連票数 計 165054 的中 （2－6） 8877（6番人気）
馬連票数 計 508272 的中 �� 29794（3番人気）
馬単票数 計 280657 的中 �� 9385（4番人気）
ワイド票数 計 294058 的中 �� 14941（3番人気）�� 3210（25番人気）�� 1876（39番人気）
3連複票数 計 615728 的中 ��� 2832（48番人気）
3連単票数 計 814268 的中 ��� 857（194番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ザ イ ク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

2014．5．8生 牡2黒鹿 母 キョウモヨロシク 母母 シートゥシャイニングシー 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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アースミステリー号・ジュンアイルランド号・トキメキスワロー号

3300612月3日 晴 重 （28中山5）第1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

611 スマートシャヒーン 牡2芦 55 R．ムーア 大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 482 ―1：12．7 3．8�
（英）

713 ウ マ コ 牝2栗 54 吉田 豊河原 義宏氏 森田 直行 新ひだか 城地 清満 430 ―1：13．23 21．1�
24 バングルバングル 牡2栗 55

53 △木幡 巧也手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 484 ― 〃 クビ 5．7�
714 ノーフィアー 牡2栗 55 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 488 ―1：13．3クビ 15．2�
12 フォレストクイーン 牝2栗 54 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 438 ―1：13．72� 9．9�
612 タイセイスマッシュ 牝2芦 54 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 新冠 山岡ファーム 432 ―1：13．8� 3．1�
36 ウェルカムドリンク 牡2芦 55

52 ▲野中悠太郎加納 大志氏 伊藤 大士 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 448 ―1：14．01� 46．3	

815 キングアスリート 牡2鹿 55 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 468 ―1：14．21� 158．6

59 リネンスカッシュ 牝2栗 54 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 沖田 博志 484 ―1：14．62� 66．7�
816 スマートバッカス 牡2鹿 55 C．ルメール 大川 徹氏 吉田 直弘 新ひだか 土田 和男 486 ― 〃 アタマ 6．6�
510 デルマアンコツバキ 牝2栗 54

51 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 442 ―1：15．23� 122．6
35 カンパニリズモ �2栗 55 松岡 正海松本 俊廣氏 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 466 ―1：15．3クビ 94．6�
23 トップシークレット 牝2栗 54

53 ☆石川裕紀人井手 慶祐氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464 ―1：15．72� 59．6�

48 ハーモニームジーク �2芦 55
53 △伴 啓太日下部勝德氏 黒岩 陽一 日高 道見牧場 468 ―1：15．8� 385．1�

11 ビートフォルテ 牝2黒鹿54 内田 博幸吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 498 ―1：15．9� 25．5�
47 シャトーレディー 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子円城 幸男氏 根本 康広 平取 鹿戸 辰幸 434 ―1：17．510 108．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，855，900円 複勝： 31，223，400円 枠連： 19，578，500円
馬連： 51，506，400円 馬単： 26，752，100円 ワイド： 30，544，500円
3連複： 61，940，800円 3連単： 78，717，200円 計： 326，118，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 430円 � 180円 枠 連（6－7） 670円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 490円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 5，430円 3 連 単 ��� 30，320円

票 数

単勝票数 計 258559 的中 � 54027（2番人気）
複勝票数 計 312234 的中 � 53282（2番人気）� 14486（7番人気）� 50613（3番人気）
枠連票数 計 195785 的中 （6－7） 22533（3番人気）
馬連票数 計 515064 的中 �� 11700（14番人気）
馬単票数 計 267521 的中 �� 4277（18番人気）
ワイド票数 計 305445 的中 �� 6210（14番人気）�� 17031（3番人気）�� 5366（17番人気）
3連複票数 計 619408 的中 ��� 8543（17番人気）
3連単票数 計 787172 的中 ��� 1882（91番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―12．7―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．5―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートシャヒーン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2014．2．4生 牡2芦 母 ファイブスター 母母 スターリーロマンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ウマコ号の騎手吉田豊は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アベストルース号・エルヴス号・グレームーン号・ミルトプレスト号
※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。



3300712月3日 晴 重 （28中山5）第1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）

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

24 ネイビーブルー 牡3鹿 56 C．ルメール 青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 498＋ 61：53．7 13．5�
510� アンリキャトル �5黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 472＋ 81：54．12� 26．2�
612 メイショウフェイク 牡4鹿 57 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B506＋ 41：54．2	 32．8�
36 ダノンバウンド 牡3栗 56 蛯名 正義�ダノックス 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 506－ 21：54．41� 3．4�
11 ディリゲント 牡3黒鹿56 江田 照男ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新ひだか 静内フアーム 506－12 〃 アタマ 306．7�
714 ミュゼリバイアサン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎坂本 肇氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 522＋161：54．82� 44．8	
611 ヨクエロマンボ �3芦 56 R．ムーア 平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 452＋ 41：54．9クビ 2．7


（英）

815 ノースランドボーイ �4青 57 内田 博幸河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 B500＋ 8 〃 ハナ 10．2�
12 サンウィノナ 牝4鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 シンボリ牧場 456＋12 〃 ハナ 101．0�
35 アスタリスク 牡3鹿 56 柴山 雄一石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 466－ 2 〃 アタマ 109．2
23 タニセンビクトリー 牡3鹿 56 田辺 裕信染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 杵臼牧場 482＋ 41：55．0� 7．0�
59 デュアルフレイム 牡4栗 57

55 △木幡 巧也 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 460± 01：55．42� 65．5�
47 ジェイケイライアン 牡4鹿 57 勝浦 正樹小谷野次郎氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤川フアーム B482＋ 21：56．03� 153．5�
816 ヴィガーエッジ 牡3鹿 56 田中 勝春島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 488± 0 〃 ハナ 98．7�
48 コスモボアソルテ 牡4芦 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 510＋ 81：56．1� 7．1�
713� アスターレジェンド �4黒鹿57 丸山 元気菅原 広隆氏 伊藤 大士 新ひだか 前川 正美 478＋ 61：56．84 304．1�
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売 得 金
単勝： 27，412，200円 複勝： 39，785，500円 枠連： 18，429，800円
馬連： 69，657，100円 馬単： 33，610，900円 ワイド： 40，320，200円
3連複： 87，458，700円 3連単： 110，805，400円 計： 427，479，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 420円 � 560円 � 780円 枠 連（2－5） 3，370円

馬 連 �� 12，460円 馬 単 �� 26，590円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 4，940円 �� 7，270円

3 連 複 ��� 112，120円 3 連 単 ��� 617，950円

票 数

単勝票数 計 274122 的中 � 16236（6番人気）
複勝票数 計 397855 的中 � 26469（6番人気）� 18655（7番人気）� 12841（8番人気）
枠連票数 計 184298 的中 （2－5） 4232（14番人気）
馬連票数 計 696571 的中 �� 4330（31番人気）
馬単票数 計 336109 的中 �� 948（65番人気）
ワイド票数 計 403202 的中 �� 3512（28番人気）�� 2102（40番人気）�� 1422（51番人気）
3連複票数 計 874587 的中 ��� 585（177番人気）
3連単票数 計1108054 的中 ��� 130（938番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．0―12．9―12．4―12．2―12．2―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．8―50．7―1：03．1―1：15．3―1：27．5―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネイビーブルー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．8．29 札幌7着

2013．4．16生 牡3鹿 母 ホーマンピクシー 母母 タ イ ト ー ク 10戦2勝 賞金 17，000，000円
〔制裁〕 アンリキャトル号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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を表示している。

3300812月3日 晴 良 （28中山5）第1日 第8競走 ��3，570�イルミネーションジャンプステークス
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬3�増，J・
GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード3：58．2良

79 タイセイドリーム 牡6鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 540＋ 44：08．0 1．6�
67 シゲルヒノクニ 牡4栗 60 石神 深一森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 504＋ 24：08．1� 11．9�
78 シンキングダンサー 牡3栗 58 山本 康志岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 44：08．42 27．8�
66 アイティテイオー 牡8栗 60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 470＋ 64：09．03� 6．1�
11 ルートヴィヒコード 牡4鹿 60 小坂 忠士�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 44：09．42� 13．3�
44 ティリアンパープル 牝6鹿 58 金子 光希飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 478－104：10．25 42．1	
810 ウメジマダイオー 牡7鹿 60 江田 勇亮村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 532＋ 24：10．3� 119．1

33 マイネルマーク 牡8青鹿60 上野 翔 �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 480＋104：10．83 88．6�
811 ウインイルソーレ 牡5鹿 60 蓑島 靖典�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 484＋ 44：11．97 171．5�
55 サンディアタッチ 牝4黒鹿58 五十嵐雄祐飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 466± 04：16．1大差 23．1
22 � ブライアンキング 牡4鹿 60 植野 貴也林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 490± 0 （競走中止） 4．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，207，200円 複勝： 43，390，100円 枠連： 15，148，300円
馬連： 53，951，700円 馬単： 36，461，400円 ワイド： 29，966，600円
3連複： 76，933，600円 3連単： 152，922，500円 計： 432，981，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 420円 枠 連（6－7） 320円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 490円 �� 810円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 12，820円

票 数

単勝票数 計 242072 的中 � 115582（1番人気）
複勝票数 計 433901 的中 � 244891（1番人気）� 23306（5番人気）� 11903（8番人気）
枠連票数 計 151483 的中 （6－7） 36114（1番人気）
馬連票数 計 539517 的中 �� 36647（4番人気）
馬単票数 計 364614 的中 �� 19182（5番人気）
ワイド票数 計 299666 的中 �� 16680（4番人気）�� 9444（10番人気）�� 2475（28番人気）
3連複票数 計 769336 的中 ��� 10702（17番人気）
3連単票数 計1529225 的中 ��� 8642（42番人気）
上り 1マイル 1：48．7 4F 52．8－3F 39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
8，5－9－（6，10）（7，3）－1（11，4）
9，7（8，6，10）5（1，4）（11，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイドリーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2012．6．30 中京2着

2010．2．24生 牡6鹿 母 モアザンベスト 母母 Laguna Seca 障害：7戦4勝 賞金 81，444，000円
〔競走中止〕 ブライアンキング号は，1周目5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 タイセイドリーム号の騎手平沢健治は，3周目5号障害手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）



3300912月3日 曇 良 （28中山5）第1日 第9競走 ��
��2，000�

は ぼ た ん

葉 牡 丹 賞
発走14時15分 （芝・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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

811 レ イ デ オ ロ 牡2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 476± 02：01．0 1．7�
812 コマノインパルス 牡2黒鹿55 田辺 裕信長谷川芳信氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 464＋102：01．21� 28．9�
33 アサギリジョー 牡2鹿 55 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 486－ 22：01．83� 24．6�
11 ミラアイトーン 牡2青鹿55 武 幸四郎島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512＋ 62：01．9� 8．2�
55 ショワドゥロワ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 クビ 9．8	
68 キューバンマンボ 牝2鹿 54 丸山 元気 �スピードファーム小西 一男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 426± 02：02．0クビ 121．4

44 ハーツブライト 牝2黒鹿54 内田 博幸伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 13．9�
22 ニシノアップルパイ 牡2鹿 55 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 棚川 光男 476＋12 〃 ハナ 52．4�
710 コリエドール 牡2栗 55 R．ムーア �サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 62：02．1� 8．2
（英）

79 マイネルユニブラン 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 518＋ 22：02．31� 11．5�

56 アピールバイオ 牝2鹿 54 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 450± 02：02．83 13．8�
67 アルミューテン 牝2栗 54 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 474＋ 22：03．22� 66．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 48，712，900円 複勝： 66，992，900円 枠連： 25，677，400円
馬連： 109，464，700円 馬単： 56，110，200円 ワイド： 58，171，600円
3連複： 133，900，000円 3連単： 208，262，500円 計： 707，292，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 490円 � 330円 枠 連（8－8） 2，720円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 670円 �� 3，670円

3 連 複 ��� 9，470円 3 連 単 ��� 28，490円

票 数

単勝票数 計 487129 的中 � 217450（1番人気）
複勝票数 計 669929 的中 � 241426（1番人気）� 23423（9番人気）� 38792（8番人気）
枠連票数 計 256774 的中 （8－8） 7307（9番人気）
馬連票数 計1094647 的中 �� 30067（8番人気）
馬単票数 計 561102 的中 �� 12183（12番人気）
ワイド票数 計 581716 的中 �� 13343（11番人気）�� 23239（7番人気）�� 3892（35番人気）
3連複票数 計1339000 的中 ��� 10602（29番人気）
3連単票数 計2082625 的中 ��� 5298（97番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．7―12．2―12．5―12．4―11．7―11．9―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―36．3―48．5―1：01．0―1：13．4―1：25．1―1：37．0―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ イ デ オ ロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．9 東京1着

2014．2．5生 牡2鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 2戦2勝 賞金 17，259，000円
〔制裁〕 ハーツブライト号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※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。

3301012月3日 曇 重 （28中山5）第1日 第10競走 ��1，200�
ま い は ま

舞 浜 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510 チュラカーギー 牝3栗 54 戸崎 圭太瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：10．2 2．0�
816 マ レ ー ナ 牝5黒鹿55 北村 宏司山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480－ 61：10．94 46．9�
24 ブ ロ ワ 牝3黒鹿54 田辺 裕信�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 466＋ 41：11．0� 17．9�
36 メイショウユメゴゼ 牝7栃栗55 R．ムーア 松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 472－18 〃 クビ 8．2�

（英）

611 タイセイラナキラ 牝3栗 54 内田 博幸田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 498－201：11．1クビ 31．0	
48 � ブロンズテーラー 牝5青鹿55 柴山 雄一中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 454－121：11．2� 5．1

12 ノーブルヴィーナス 牝4黒鹿55 四位 洋文吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 440－161：11．3� 14．9�
23 ウィズエモーション 牝3鹿 54 木幡 巧也 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 488＋161：11．51	 83．6�
815 レイヨンヴェール 牝5黒鹿55 江田 照男 グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 510－ 81：11．6� 50．1�
59 グリューヴァイン 牝4栗 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 460－141：11．7� 30．4�
11 タイセイラルーナ 牝3栗 54 石橋 脩田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 490＋ 8 〃 ハナ 95．9�
47 ヤマニンシャンデル 牝4栗 55 田中 勝春土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 462＋ 61：11．8� 7．6�
35 � ジョディーズロマン 牝6栗 55 柴田 大知 ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 452－ 4 〃 ハナ 246．3�
713 ナムラヒラリー 牝5青鹿55 嘉藤 貴行奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 432－ 61：11．9� 63．4�
714 マーブルケーキ 牝5白 55 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 482－ 81：12．22 36．5�
612 ソロダンサー 牝3鹿 54 伴 啓太G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 466－ 81：12．3� 42．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，688，100円 複勝： 63，335，000円 枠連： 34，249，400円
馬連： 129，517，700円 馬単： 63，102，800円 ワイド： 68，338，000円
3連複： 168，137，700円 3連単： 240，728，400円 計： 814，097，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 150円 � 730円 � 470円 枠 連（5－8） 2，110円

馬 連 �� 6，260円 馬 単 �� 8，480円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 940円 �� 11，680円

3 連 複 ��� 33，380円 3 連 単 ��� 125，550円

票 数

単勝票数 計 466881 的中 � 179495（1番人気）
複勝票数 計 633350 的中 � 161596（1番人気）� 17285（9番人気）� 28694（6番人気）
枠連票数 計 342494 的中 （5－8） 12568（10番人気）
馬連票数 計1295177 的中 �� 16027（20番人気）
馬単票数 計 631028 的中 �� 5576（26番人気）
ワイド票数 計 683380 的中 �� 9078（21番人気）�� 19376（9番人気）�� 1454（82番人気）
3連複票数 計1681377 的中 ��� 3777（95番人気）
3連単票数 計2407284 的中 ��� 1390（352番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―11．8―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．3―46．1―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チュラカーギー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2015．12．5 中山2着

2013．1．31生 牝3栗 母 キッズスター 母母 Dart Star 7戦3勝 賞金 33，071，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ツインキャンドル号
（非抽選馬） 2頭 スマートプラネット号・リバーサイドパーク号
※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。



3301112月3日 曇 良 （28中山5）第1日 第11競走 ��
��3，600�第50回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス（ＧⅡ）

発走15時25分 （芝・右・内2）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，27．12．5以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，27．12．4以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 924，000円 264，000円 132，000円 � コースレコード

中央レコード
3：41．6
3：41．6

良
良

33 ア ル バ ー ト 牡5栗 57 R．ムーア 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472－ 23：47．4 1．3�
（英）

57 ファタモルガーナ �8鹿 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 494－ 6 〃 クビ 17．4�
68 モンドインテロ 牡4鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486＋ 23：47．71	 3．9�
45 プレストウィック 牡5芦 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 528－ 63：48．12
 30．3�
44 タマモベストプレイ 牡6栗 56 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 484＋ 63：48．84 29．5	
56 ジャングルクルーズ �7鹿 56 四位 洋文窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514＋123：48．9クビ 21．6

11 サムソンズプライド 牡6鹿 56 吉田 豊 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 484＋12 〃 クビ 42．6�
813 カ ム フ ィ ー 牡7黒鹿56 田辺 裕信清水 二朗氏 池上 昌和 池田 新田牧場 464＋ 23：49．21	 28．7�
710 プロモントーリオ �6鹿 56 北村 宏司水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 504± 0 〃 クビ 95．6
69 マドリードカフェ 牡5黒鹿56 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 チャンピオン

ズファーム 516－103：49．3	 48．4�
711 マイネルメダリスト 牡8鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 504＋ 43：49．4クビ 135．1�
22 ウインインスパイア 牡5黒鹿56 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 452－ 23：51．2大差 179．7�
812 サイモントルナーレ 牡10栗 56 内田 博幸澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 470＋103：51．83
 207．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 102，165，200円 複勝： 281，459，600円 枠連： 60，976，700円
馬連： 334，836，100円 馬単： 205，954，600円 ワイド： 157，545，800円
3連複： 513，907，700円 3連単： 1，115，121，100円 計： 2，771，966，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 190円 � 120円 枠 連（3－5） 480円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 290円 �� 140円 �� 550円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 2，710円

票 数

単勝票数 計1021652 的中 � 588174（1番人気）
複勝票数 計2814596 的中 � 2121865（1番人気）� 85044（3番人気）� 237717（2番人気）
枠連票数 計 609767 的中 （3－5） 97755（2番人気）
馬連票数 計3348361 的中 �� 293555（2番人気）
馬単票数 計2059546 的中 �� 159481（3番人気）
ワイド票数 計1575458 的中 �� 122279（2番人気）�� 384487（1番人気）�� 54624（7番人気）
3連複票数 計5139077 的中 ��� 518873（1番人気）
3連単票数 計11151211 的中 ��� 297974（6番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．7―13．1―12．6―13．2―13．5―13．5―12．8―12．8―13．4―12．9―12．0―11．7―11．9―12．2
―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．6―38．3―51．4―1：04．0―1：17．2―1：30．7―1：44．2―1：57．0―2：09．8―2：23．2―2：36．1

2，600� 2，800� 3，000� 3，200� 3，400�
―2：48．1―2：59．8―3：11．7―3：23．9―3：35．3

コーナー
通過順位

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

�
�

・（2，4，12）9（1，7，13）（3，11，5）（6，8）10・（4，7）（9，3）（13，5）（2，1）（11，6，8）（12，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア ル バ ー ト �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．6．23 東京12着

2011．2．7生 牡5栗 母 フォルクローレ 母母 アンデスレディー 21戦7勝 賞金 221，175，000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。

3301212月3日 曇 良 （28中山5）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

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

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

57 グレーターロンドン 牡4鹿 57 田辺 裕信窪田 康志氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 462－101：34．1 2．0�
45 デルカイザー �5黒鹿57 R．ムーア 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B482＋ 4 〃 ハナ 28．3�

（英）

11 パワースラッガー 牡5鹿 57 内田 博幸丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 484－ 21：34．2	 22．9�
69 ルグランパントル �4鹿 57 柴田 善臣 �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 478＋ 61：34．3	 6．2�
68 エスユーハリケーン �6鹿 57 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 492＋ 81：34．51
 255．3�
22 サーストンコラルド 牡5鹿 57 吉田 豊齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 476± 01：34．6クビ 43．7	
33 カープストリーマー 牡3栗 56 C．ルメール 
キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 518－ 4 〃 クビ 3．7�
813 カ ネ ノ イ ロ 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 468－ 2 〃 ハナ 95．4�
56 � アーチキング 牡3鹿 56 戸崎 圭太 
シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 530＋ 81：34．91	 9．0
812 ストリートキャップ 牡4芦 57 石橋 脩 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 498＋121：35．0� 19．2�
44 ヨ イ ミ ヤ 牝3栗 54 嘉藤 貴行
ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 412＋ 8 〃 クビ 20．9�
711 キングクリチャン 牡7栗 57

54 ▲野中悠太郎栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B504－ 21：35．1クビ 195．8�
710 トーセンラーク 牝4栗 55 田中 勝春島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 484＋ 61：35．73� 141．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，813，900円 複勝： 64，507，100円 枠連： 30，267，400円
馬連： 142，239，600円 馬単： 62，841，100円 ワイド： 68，866，900円
3連複： 166，873，200円 3連単： 272，351，100円 計： 862，760，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 460円 � 340円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 820円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 9，910円 3 連 単 ��� 31，700円

票 数

単勝票数 計 548139 的中 � 212994（1番人気）
複勝票数 計 645071 的中 � 158523（1番人気）� 28491（8番人気）� 42362（5番人気）
枠連票数 計 302674 的中 （4－5） 21724（3番人気）
馬連票数 計1422396 的中 �� 43309（9番人気）
馬単票数 計 628411 的中 �� 14868（12番人気）
ワイド票数 計 688669 的中 �� 16516（15番人気）�� 22126（8番人気）�� 5996（27番人気）
3連複票数 計1668732 的中 ��� 12622（33番人気）
3連単票数 計2723511 的中 ��� 6227（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．2―46．5―58．2―1：10．2―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

グレーターロンドン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2015．2．14 東京1着

2012．5．23生 牡4鹿 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン 5戦4勝 賞金 35，578，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（28中山5）第1日 12月3日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 177頭 本 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 手 当

295，700，000円
16，280，000円
2，550，000円
34，110，000円
3，000，000円
70，775，000円
5，463，200円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
447，008，300円
768，795，700円
278，151，800円
1，152，217，700円
630，002，800円
605，444，400円
1，553，157，300円
2，642，697，300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 8，077，475，300円

総入場人員 26，422名 （有料入場人員 23，186名）
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