
3308512月24日 晴 稍重 （28中山5）第8日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時55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

11 プリティマックス 牝2栗 54 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 424± 01：13．1 2．3�
12 メ リ ー ク ン 牡2鹿 55 吉田 豊ケンレーシング組合 田村 康仁 新ひだか ムーンシェル・インベストメンツ 462＋ 21：13．2� 4．9�
713 オ ー ル イ ン 牡2鹿 55 北村 宏司菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B446－ 21：13．73 24．4�
59 ヤマタケシンバ 牡2鹿 55 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 418＋ 41：13．8� 68．0�
23 シゲルパンダ 牝2栗 54 勝浦 正樹森中 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 390－ 21：14．01� 254．4�
611 サンピッツバーグ 牝2鹿 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 有限会社

ケイズ 438－ 21：14．1クビ 233．0	
815 サンニューオリンズ 牝2栗 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 冨岡 博一 436＋ 2 〃 クビ 21．6

612 ニシノアラモード 牝2黒鹿54 戸崎 圭太西山 茂行氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 468＋ 21：14．2クビ 3．0�
36 アイアイハッピー 牡2鹿 55 石橋 脩齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新ひだか 見上牧場 470－ 61：14．41� 65．8�
24 リライアブルアミ 牡2青鹿55 田中 勝春島川 哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 436＋ 21：14．82� 17．0�
816 ラストステージ 牝2栗 54

52 △伴 啓太福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 426＋ 61：14．9� 103．6�
714 アイビーグラチア 牝2黒鹿 54

52 △木幡 初也本間 充氏 伊藤 圭三 日高 本間牧場 402－ 61：15．21� 37．7�
48 トミケンナプロスト 牡2鹿 55 武士沢友治冨樫 賢二氏 南田美知雄 青森 石田 英機 470＋141：15．41� 180．8�
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 440－ 21：15．82� 250．5�
47 スプラッシュスリー 牝2鹿 54 蛯名 正義大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 428－ 21：16．43� 20．6�
35 アドバンスクライ 牡2鹿 55 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B450＋ 41：17．25 40．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，842，800円 複勝： 56，090，300円 枠連： 18，416，400円
馬連： 68，983，900円 馬単： 35，519，900円 ワイド： 43，864，600円
3連複： 98，402，000円 3連単： 128，578，900円 計： 478，698，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 140円 � 380円 枠 連（1－1） 520円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 220円 �� 870円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 10，570円

票 数

単勝票数 計 288428 的中 � 96782（1番人気）
複勝票数 計 560903 的中 � 280699（1番人気）� 76059（2番人気）� 16171（7番人気）
枠連票数 計 184164 的中 （1－1） 27025（2番人気）
馬連票数 計 689839 的中 �� 105226（1番人気）
馬単票数 計 355199 的中 �� 31961（1番人気）
ワイド票数 計 438646 的中 �� 62752（1番人気）�� 11548（8番人気）�� 9251（13番人気）
3連複票数 計 984020 的中 ��� 28838（5番人気）
3連単票数 計1285789 的中 ��� 8817（19番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―12．5―13．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―46．3―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F39．3
3 ・（2，12，13）－（7，14）－（5，6）1－（3，4）－11（10，15）（9，16）－8 4 ・（2，12）13－14（1，6）－7（5，3，4）（11，15）9（10，16）－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プリティマックス �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2016．11．6 東京4着

2014．3．30生 牝2栗 母 ビクトリーステップ 母母 ミセスビクトリア 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔その他〕 アドバンスクライ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 アンヌ号・エヌティーバルドル号・エボニーアイボリー号・クララフトゥーラ号・ペイシャエロイース号

3308612月24日 晴 稍重 （28中山5）第8日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時25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

714 ブ ル ビ ネ ラ 牝2栗 54
53 ☆石川裕紀人 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－ 81：57．0 2．3�
510 ジュブリーユ 牝2芦 54

52 △木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 486－ 41：58．610 3．6�
612 デ コ ラ ス 牝2鹿 54 蛯名 正義林 正道氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 438－ 21：58．91� 5．2�
713 マースチェル 牝2栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 41：59．11� 138．3�
12 ビ ジ ョ ッ テ 牝2鹿 54 吉田 隼人古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 488＋ 21：59．31 14．5	
59 ヤクマンブルース 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎�向別牧場 根本 康広 新冠 川上牧場 464＋ 21：59．4� 23．0

24 オーシャンケリー 牝2鹿 54 宮崎 北斗高橋 佑吉氏 中川 公成 浦河 地興牧場 442± 01：59．61 388．7�
36 ミッキークルソラ 牝2栗 54 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 462－ 4 〃 クビ 14．6�
11 ベストベット 牝2鹿 54 石橋 脩下河行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 430＋ 22：00．98 69．2�
611 トーアアテナ 牝2芦 54 村田 一誠高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 478－ 42：01．43 180．0�
35 タイセイサルート 牝2青鹿54 内田 博幸田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 千葉飯田牧場 456＋ 22：01．5クビ 127．5�
815 メイスンラック 牝2黒鹿54 柴山 雄一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 B466－ 22：02．03 22．2�
47 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 B470－ 82：02．53 17．5�
23 レ ウ ィ シ ア 牝2芦 54 北村 宏司吉田 安惠氏 奥村 武 安平 追分ファーム 454－ 6 〃 クビ 69．2�
48 レディーフランソワ 牝2鹿 54 和田 竜二植木 茂年氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 488± 02：04．3大差 43．7�
816 オ イ チ 牝2青鹿54 丸田 恭介石井 義孝氏 浅野洋一郎 新冠 岩見牧場 464＋222：04．61� 102．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，808，000円 複勝： 49，281，300円 枠連： 17，257，900円
馬連： 83，245，500円 馬単： 40，032，100円 ワイド： 46，252，100円
3連複： 109，588，900円 3連単： 136，322，400円 計： 512，788，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（5－7） 540円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 260円 �� 240円 �� 300円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 2，530円

票 数

単勝票数 計 308080 的中 � 103908（1番人気）
複勝票数 計 492813 的中 � 124396（1番人気）� 102674（2番人気）� 85432（3番人気）
枠連票数 計 172579 的中 （5－7） 24573（1番人気）
馬連票数 計 832455 的中 �� 120834（1番人気）
馬単票数 計 400321 的中 �� 39588（1番人気）
ワイド票数 計 462521 的中 �� 44614（2番人気）�� 50888（1番人気）�� 37012（3番人気）
3連複票数 計1095889 的中 ��� 127245（1番人気）
3連単票数 計1363224 的中 ��� 38991（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．2―12．9―12．9―12．9―13．3―13．6―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．5―50．4―1：03．3―1：16．2―1：29．5―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブ ル ビ ネ ラ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．11．5 東京3着

2014．3．31生 牝2栗 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアチャイブ号・レウィシア号・レディーフランソワ号・オイチ号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成29年1月24日まで平地競走に出走できない。

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８日



3308712月24日 晴 良 （28中山5）第8日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時55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

48 アダマンティン 牡2鹿 55 北村 宏司�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 538＋ 42：04．4 19．7�
23 エスティーム 牡2黒鹿55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 520＋ 2 〃 アタマ 6．4�
817 クリップスプリンガ 牡2鹿 55 田中 勝春山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 430＋ 22：04．61� 40．8�
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 468－ 42：04．7� 10．7�
611 マイネルラプティス 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 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 2 〃 ハナ 13．7�
47 エムオーグリッタ 牡2鹿 55 石橋 脩大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 502－ 22：04．8クビ 44．9	
713 アルトリウス 牡2鹿 55 蛯名 正義�G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 468± 0 〃 クビ 5．5

36 ニシノオラクル 牡2栗 55 内田 博幸西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446± 02：04．9� 96．1�
714 ワインアンドダイン 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 42：05．11� 87．6�
24 ブルーリゲル 牡2黒鹿55 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 500－ 4 〃 ハナ 70．4
35 クープデュモンド 牡2芦 55 吉田 豊�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 22：05．31 72．1�
12 シチテンハッキ 牝2鹿 54 柴田 善臣 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 448＋ 62：05．4� 137．0�
815 メイプルストロング 牡2鹿 55

54 ☆長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 506＋ 42：05．5� 10．6�
510 オーロラエンブレム 牝2鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 420－ 2 〃 アタマ 2．0�
612 クリノロワイヤル 牝2鹿 54

52 △井上 敏樹栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 柏木 一則 384＋ 42：06．77 616．9�
59 リ ュ ネ ッ ト 牝2栗 54 柴山 雄一落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 414－ 22：06．91� 315．5�
11 ウインシェリー 牝2鹿 54 黛 弘人�ウイン 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 360± 02：07．0� 512．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 41，025，500円 複勝： 64，270，200円 枠連： 22，040，200円
馬連： 85，501，100円 馬単： 45，428，800円 ワイド： 52，681，900円
3連複： 111，391，700円 3連単： 151，038，900円 計： 573，378，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 530円 � 230円 � 940円 枠 連（2－4） 2，590円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 10，710円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 6，670円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 38，870円 3 連 単 ��� 203，530円

票 数

単勝票数 計 410255 的中 � 16643（7番人気）
複勝票数 計 642702 的中 � 29974（7番人気）� 86748（2番人気）� 15765（9番人気）
枠連票数 計 220402 的中 （2－4） 6585（12番人気）
馬連票数 計 855011 的中 �� 15006（16番人気）
馬単票数 計 454288 的中 �� 3179（38番人気）
ワイド票数 計 526819 的中 �� 10555（16番人気）�� 1994（47番人気）�� 4874（26番人気）
3連複票数 計1113917 的中 ��� 2149（99番人気）
3連単票数 計1510389 的中 ��� 538（482番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―13．2―13．0―12．9―12．3―11．8―11．9―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―37．3―50．3―1：03．2―1：15．5―1：27．3―1：39．2―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．1
1
3

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

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

アダマンティン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．12．4 中山3着

2014．3．4生 牡2鹿 母 キラリダイヤモンド 母母 ブリリアントカット 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 アダマンティン号の騎手北村宏司は，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：2番）

アダマンティン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30，000円。
※出走取消馬 コンフィデンス号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルヴンシュ号
（非抽選馬） 5頭 アルチレイロ号・オフリドフェスト号・ディアラビーニア号・トモジャバルジャン号・トータルソッカー号

3308812月24日 晴 稍重 （28中山5）第8日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時25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

510 シルヴァーメテオ 牡2芦 55
52 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 宮内牧場 474＋ 21：59．3 8．1�

24 ショウナンカルミナ 牡2黒鹿55 和田 竜二国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 522－ 41：59．4� 55．7�
815� オルファリオン 牡2青鹿55 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 米 AR Enter-
prises, Inc B518－ 41：59．71	 18．0�

23 � ストロボスコープ 牡2鹿 55 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

476＋121：59．8� 2．5�
12 デルマネライウチ 牝2鹿 54

53 ☆長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506－ 22：00．12 311．9�

59 バーンザブリッジ 牡2鹿 55 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 508－ 42：01．05 7．7	
612 ウインポディオ 牡2栗 55 丹内 祐次�ウイン 粕谷 昌央 浦河 栄進牧場 464＋102：01．1クビ 209．9

713 カシノルーラー 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 藤沢牧場 460－ 42：01．63 346．4�
48 フリージングレイン 牡2鹿 55 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 512＋ 42：01．81� 2．3
35 ペイシャギンコ 牝2鹿 54

52 △井上 敏樹北所 直人氏 本間 忍 日高 浜本 幸雄 450－ 22：02．22� 85．8�
11 ベリルイモン 牡2鹿 55

53 △木幡 巧也井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 448－ 22：02．73 88．2�
36 マグニフィセント 牡2鹿 55

52 ▲菊沢 一樹長谷川清英氏 菊沢 隆徳 新ひだか 武 牧場 504＋ 22：02．91
 74．6�
816 ビーハッピー 牡2鹿 55 江田 照男�ミルファーム 大和田 成 様似 富田 恭司 474＋102：03．75 59．7�
47 カ ツ オ ブ シ 牡2芦 55

53 △原田 和真小原 該一氏 和田 雄二 鹿児島 釘田 義美 472－ 32：04．44 117．8�
714 アネッロドーロ 牝2鹿 54

53 ☆石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 458＋222：04．5� 44．4�
611 ツ ラ ラ 牝2芦 54 田中 勝春吉田喜代司氏 伊藤 伸一 新ひだか 田中 春美 460± 02：08．1大差 119．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，368，800円 複勝： 47，586，200円 枠連： 21，406，900円
馬連： 77，168，800円 馬単： 40，738，500円 ワイド： 45，580，200円
3連複： 104，018，500円 3連単： 148，153，500円 計： 523，021，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 270円 � 870円 � 350円 枠 連（2－5） 610円

馬 連 �� 15，890円 馬 単 �� 24，110円

ワ イ ド �� 3，420円 �� 1，170円 �� 4，930円

3 連 複 ��� 40，610円 3 連 単 ��� 249，210円

票 数

単勝票数 計 383688 的中 � 37682（4番人気）
複勝票数 計 475862 的中 � 51085（4番人気）� 12616（7番人気）� 36904（5番人気）
枠連票数 計 214069 的中 （2－5） 26808（3番人気）
馬連票数 計 771688 的中 �� 4005（29番人気）
馬単票数 計 407385 的中 �� 1267（46番人気）
ワイド票数 計 455802 的中 �� 3392（29番人気）�� 10390（9番人気）�� 2337（37番人気）
3連複票数 計1040185 的中 ��� 1921（79番人気）
3連単票数 計1481535 的中 ��� 431（428番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．9―13．2―12．9―13．1―14．1―14．3―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．6―50．8―1：03．7―1：16．8―1：30．9―1：45．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F55．6―3F42．5
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

シルヴァーメテオ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．9．11 中山3着

2014．4．23生 牡2芦 母 クールリーヴ 母母 クールアライヴァル 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 カツオブシ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 カツオブシ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カツオブシ号・アネッロドーロ号・ツララ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

1月24日まで平地競走に出走できない。



3308912月24日 晴 稍重 （28中山5）第8日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

611 サクセスライン 牝2黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 496 ―1：13．9 49．0�

24 キ ュ ン メ ル 牝2栗 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 上原 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440 ― 〃 ハナ 1．9�

59 カネトシユキミ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 400 ―1：14．53� 120．6�
612 シゲルインパラ 牝2鹿 54

52 △木幡 巧也森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 大林ファーム 428 ―1：14．92� 61．6�
816 スマートブローラ 牝2栗 54 和田 竜二大川 徹氏 吉田 直弘 新冠 大栄牧場 474 ― 〃 クビ 6．2	
47 サラデコラシオン 牝2栗 54 丹内 祐次川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 424 ―1：15．0� 68．2

815 フォレルスケット 牝2鹿 54 蛯名 正義�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 426 ―1：15．1� 15．8�
35 ブライティアセンス 牝2鹿 54

52 △木幡 初也小林 昌志氏 矢野 英一 平取 雅 牧場 460 ―1：15．2クビ 23．7�
23 ア ン ジ ー 牝2栗 54 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡部牧場 456 ―1：15．51� 139．1
11 メ グ ミ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 前田ファーム 466 ―1：15．6� 58．6�
12 ディアユリアザミ 牝2鹿 54 吉田 豊ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 470 ―1：15．7� 3．7�
36 ローズゴールド 牝2栗 54 柴田 善臣村山 忠弘氏 鹿戸 雄一 日高 モリナガファーム 420 ― 〃 クビ 18．3�
48 ノーブルデザイア 牝2栗 54 江田 照男吉木 伸彦氏 菊川 正達 日高 大江牧場 444 ―1：16．12� 98．6�
714 ブリリアントレター 牝2栗 54 丸山 元気熊坂 俊一氏 根本 康広 福島 農事組合法人

天栄牧場 436 ―1：16．31 208．9�
510 モダンフォーチュン 牝2青鹿54 丸田 恭介田島榮二郎氏 田島 俊明 浦河 高村牧場 460 ―1：17．04 24．7�
713 トゥルーレジーナ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行芹澤 精一氏 田中 清隆 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 424 ―1：18．06 189．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，701，400円 複勝： 46，582，700円 枠連： 23，566，800円
馬連： 70，832，300円 馬単： 43，638，000円 ワイド： 43，084，300円
3連複： 86，477，700円 3連単： 135，416，200円 計： 488，299，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，900円 複 勝 � 810円 � 130円 � 1，480円 枠 連（2－6） 2，300円

馬 連 �� 5，940円 馬 単 �� 19，300円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 20，200円 �� 3，240円

3 連 複 ��� 69，890円 3 連 単 ��� 637，510円

票 数

単勝票数 計 387014 的中 � 6308（8番人気）
複勝票数 計 465827 的中 � 10784（8番人気）� 153585（1番人気）� 5628（13番人気）
枠連票数 計 235668 的中 （2－6） 7934（8番人気）
馬連票数 計 708323 的中 �� 9836（17番人気）
馬単票数 計 436380 的中 �� 1695（44番人気）
ワイド票数 計 430843 的中 �� 4604（20番人気）�� 542（87番人気）�� 3446（29番人気）
3連複票数 計 864777 的中 ��� 928（138番人気）
3連単票数 計1354162 的中 ��� 154（905番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．9―12．8―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．9―47．7―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F39．0
3 7（10，11）（2，4，9，12）（6，16）13（5，15）14－3－1＝8 4 7（2，11）12（4，16）（6，10，9）（5，15）13，14－3－1，8

勝馬の
紹 介

サクセスライン �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

2014．4．22生 牝2黒鹿 母 トーセンエキコ 母母 ラグランジヤ 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジュピターステラ号

3309012月24日 晴 良 （28中山5）第8日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時45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

610 サウンディングベル 牡2黒鹿55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 436 ―1：40．0 43．1�

815 アイアムビューティ 牝2鹿 54 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 452 ―1：40．21� 6．8�
713 グラスルアー 牡2青鹿55 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 474 ― 〃 クビ 3．6�
23 マツリダウメキチ 牡2鹿 55 蛯名 正義髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490 ―1：40．41� 3．6�
814 サーストンバッカ 牡2黒鹿55 吉田 隼人齊藤 宣勝氏 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478 ―1：40．5� 81．5�
22 ファウンダー 牡2栗 55 内田 博幸 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 458 ― 〃 クビ 6．0	
59 ジ ャ ン ヌ 牝2栗 54 戸崎 圭太荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 390 ―1：40．6	 7．6

712 ルミナスコースト 牝2鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 454 ―1：40．81� 15．1�
11 ラストプライドワン 牡2黒鹿55 柴山 雄一嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 476 ―1：40．9	 51．7�
46 エリーヒストリー 牝2鹿 54

52 △木幡 初也谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 482 ― 〃 ハナ 80．8
34 ダイバージェント 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 456 ― 〃 ハナ 13．7�
58 ジュングレイド 牡2栗 55 石橋 脩河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 462 ―1：41．21	 75．1�
35 ハクサンジョイ 牝2鹿 54

52 △木幡 巧也河﨑 五市氏 牧 光二 浦河 
川 啓一 448 ―1：41．51	 24．6�
611 ブレイビットアウト 牡2青鹿55 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 村上牧場 462 ―1：42．03 185．2�

（14頭）
47 コウギョウスター 牡2栗 55 丸山 元気菊地 捷士氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，221，400円 複勝： 43，518，900円 枠連： 25，222，300円
馬連： 75，838，700円 馬単： 35，692，800円 ワイド： 41，396，800円
3連複： 88，545，200円 3連単： 115，786，500円 計： 462，222，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，310円 複 勝 � 850円 � 230円 � 160円 枠 連（6－8） 8，490円

馬 連 �� 19，550円 馬 単 �� 39，480円

ワ イ ド �� 4，360円 �� 3，040円 �� 660円

3 連 複 ��� 19，360円 3 連 単 ��� 197，050円

票 数

単勝票数 計 362214 的中 � 6716（9番人気）
複勝票数 計 435189 的中 � 9759（9番人気）� 50155（4番人気）� 92053（1番人気）
枠連票数 計 252223 的中 （6－8） 2301（18番人気）
馬連票数 計 758387 的中 �� 3199（42番人気）
馬単票数 計 356928 的中 �� 678（91番人気）
ワイド票数 計 413968 的中 �� 2354（43番人気）�� 3408（30番人気）�� 17220（6番人気）
3連複票数 計 885452 的中 ��� 3429（61番人気）
3連単票数 計1157865 的中 ��� 426（528番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―25．1―38．2―51．1―1：03．9―1：16．4―1：28．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．9―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

サウンディングベル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2014．4．22生 牡2黒鹿 母 メ ダ ー リ ア 母母 ルナセレナータ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 コウギョウスター号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。



3309112月24日 晴 稍重 （28中山5）第8日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時15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 タケルラグーン 牡4鹿 57 戸崎 圭太森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 482＋ 21：12．0 2．7�
714 チェイスダウン 牡3鹿 56 蛯名 正義畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 470＋ 21：12．21� 5．2�
815 キョウエイスコール 牡3栗 56 内田 博幸田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 498＋ 81：12．3	 24．5�
59 メランコリア 牝4栗 55 江田 照男�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 486± 0 〃 クビ 39．2�
816 キチロクステージ 牡3鹿 56 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 474＋ 41：12．4	 77．1�
35 テンプルツリー 牝3鹿 54

52 △木幡 巧也山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 456＋ 21：12．5クビ 6．3	
24 
 リアリゾンルレーヴ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B470± 01：12．6	 10．7

23 トモジャポルックス 牡3芦 56 横山 典弘吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 484＋101：12．7� 16．6�
48 トーセンスティング 牡5鹿 57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 川端 正博 520－ 6 〃 ハナ 176．1
713 ルノンキュール 牝4黒鹿55 杉原 誠人山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504＋121：12．8クビ 14．9�
11 ハッピーサークル 牝4黒鹿55 吉田 豊西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 484＋ 21：13．01� 24．5�
510 パーソナルブルー 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎 �ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 474± 01：13．1	 22．4�

12 � ノ ラ ネ コ 4栗 57 的場 勇人�ヒダカファーム的場 均 浦河 ヒダカフアーム 482＋121：13．41� 187．5�
47 トブガゴトク 牡3芦 56 勝浦 正樹松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 494＋ 41：13．82	 9．1�
611� マジックベル 牝4黒鹿 55

54 ☆石川裕紀人�杵臼牧場 高橋 裕 浦河 杵臼牧場 B504－ 21：13．9� 238．6�
36 � グルーヴィー 牡3芦 56

54 △原田 和真佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 土田 扶美子 494－ 81：14．53	 32．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，979，000円 複勝： 68，714，300円 枠連： 26，137，700円
馬連： 110，492，400円 馬単： 47，522，500円 ワイド： 63，340，500円
3連複： 139，859，500円 3連単： 168，517，200円 計： 666，563，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 170円 � 500円 枠 連（6－7） 620円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，120円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 5，710円 3 連 単 ��� 17，890円

票 数

単勝票数 計 419790 的中 � 121881（1番人気）
複勝票数 計 687143 的中 � 168707（1番人気）� 108325（2番人気）� 24424（9番人気）
枠連票数 計 261377 的中 （6－7） 32218（1番人気）
馬連票数 計1104924 的中 �� 108086（1番人気）
馬単票数 計 475225 的中 �� 27827（1番人気）
ワイド票数 計 633405 的中 �� 52258（1番人気）�� 13841（12番人気）�� 7844（23番人気）
3連複票数 計1398595 的中 ��� 18367（14番人気）
3連単票数 計1685172 的中 ��� 6827（31番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．6―12．3―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．8―46．1―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タケルラグーン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．8．2 新潟5着

2012．3．3生 牡4鹿 母 マルカサファイヤ 母母 マルカコマチ 20戦3勝 賞金 35，520，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ローレルウラノス号
（非抽選馬） 1頭 ホッコーヴァール号

3309212月24日 晴 稍重 （28中山5）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （ダート・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
1：48．5
1：47．8

重
重

510 ブランシェクール 牝3芦 54 北村 宏司 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 506± 01：54．2 10．2�
612 ゴールドリーガル 牡5鹿 57

55 △木幡 初也居城 寿与氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 482＋ 41：54．83� 21．3�
59 デグニティクローズ 牡5鹿 57 和田 竜二�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 548＋ 81：54．9クビ 19．3�
48 メリーウィドウ 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 520＋ 61：55．0� 20．5�
816 ダンディーレイ 牡6栗 57 田中 勝春 �高木競走馬育成牧場 菅原 泰夫 新ひだか 藤原牧場 488± 01：55．21� 54．6	
815 シーリーヴェール 牡5青鹿57 内田 博幸 �社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム 492－ 2 〃 クビ 12．0

36 ブルーボサノヴァ 牝5栗 55

52 ▲藤田菜七子 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 506＋ 81：55．3クビ 42．9�
611 ノーブルサンズ 牝3栗 54

52 △木幡 巧也吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー
クスタツド 446＋ 2 〃 ハナ 23．3�

47 ベーリングメファ 牝4栗 55 戸崎 圭太手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 454＋ 21：55．4� 3．6
24 ブロンクスシルバー 牝5芦 55 柴山 雄一 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 488－ 61：55．61� 105．5�
714 クールエイジア 牡4鹿 57 柴田 善臣�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 478＋ 61：55．7クビ 8．4�
35 クラーロデルナ 牡7鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 510＋ 8 〃 ハナ 63．2�
713	 フレンドスイート 牝5鹿 55 丸山 元気横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 462± 01：55．8� 257．2�
12 メイショウカマクラ 牡3青鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 520－101：55．9� 19．9�
11 ジョースターライト 牡3青鹿56 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B464－ 21：56．53� 11．1�
23 アルセナーレ 牝3鹿 54 吉田 豊 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 504＋ 21：56．71� 3．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，021，600円 複勝： 72，850，000円 枠連： 34，667，300円
馬連： 126，908，000円 馬単： 50，298，400円 ワイド： 72，712，300円
3連複： 161，281，100円 3連単： 195，310，700円 計： 758，049，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 390円 � 520円 � 700円 枠 連（5－6） 2，940円

馬 連 �� 10，720円 馬 単 �� 16，830円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 2，360円 �� 4，300円

3 連 複 ��� 43，040円 3 連 単 ��� 211，650円

票 数

単勝票数 計 440216 的中 � 34463（4番人気）
複勝票数 計 728500 的中 � 52188（5番人気）� 36631（7番人気）� 26358（11番人気）
枠連票数 計 346673 的中 （5－6） 9118（15番人気）
馬連票数 計1269080 的中 �� 9761（37番人気）
馬単票数 計 502984 的中 �� 2241（68番人気）
ワイド票数 計 727123 的中 �� 6918（37番人気）�� 8005（28番人気）�� 4324（54番人気）
3連複票数 計1612811 的中 ��� 2810（160番人気）
3連単票数 計1953107 的中 ��� 669（744番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．1―51．0―1：03．1―1：15．0―1：27．6―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F39．2
1
3
3，2（1，9）（4，10）13，7－（12，15）16－8（6，11）5－14・（3，2，9）10－（1，13）4（7，15）－12（8，6，11）16－14，5

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

勝馬の
紹 介

ブランシェクール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．28 東京11着

2013．2．19生 牝3芦 母 モンプティクール 母母 ゲートドクール 11戦3勝 賞金 28，100，000円
※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 ポロス号



3309312月24日 晴 稍重 （28中山5）第8日 第9競走 ��
��1，200�

ふゆざくら

冬 桜 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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

510 ディオスコリダー 牡2黒鹿55 和田 竜二野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 498＋ 81：11．3 18．1�
36 グッドヒューマー 牡2栗 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 458－ 21：11．51� 6．1�
24 スズカグラーテ 牝2黒鹿54 中谷 雄太永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 436± 01：12．03 21．7�
48 テンザワールド 牡2栗 55 松田 大作天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 428－ 21：12．32 7．4�
612 メイショウグジョウ 牡2栗 55 内田 博幸松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 464± 01：12．61� 61．5�
816 ハルクンノテソーロ 牡2黒鹿55 吉田 隼人了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 472＋ 21：12．7� 4．6	
713 キタノユーリン 牝2鹿 54 石川裕紀人北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 478－ 21：12．8クビ 83．9

59 バリンジャー 牡2栗 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 442± 0 〃 ハナ 5．6�
714 ポッドジーニー 牝2黒鹿54 長岡 禎仁小川眞査雄氏 伊藤 伸一 新ひだか 下屋敷牧場 452＋ 2 〃 クビ 6．7�
611 カ ム カ ム 牡2鹿 55 木幡 巧也共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 460± 0 〃 ハナ 14．4
35 ヴィーグリーズ 牡2鹿 55 丸田 恭介�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 466＋ 21：12．9クビ 31．9�
815 アポロミッション 牡2鹿 55 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 454－ 41：13．0	 25．0�
47 メイショウオオヅツ 牡2鹿 55 石橋 脩松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 526－ 81：13．21� 28．3�
12 ジ ョ イ フ ル 牡2鹿 55 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 21：13．83	 10．9�
11 エ ル ヴ ス 牝2栗 54 津村 明秀岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 村上牧場 458－ 41：14．01	 66．3�
23 
 ビービーアングラー 牝2黒鹿54 松岡 正海�坂東牧場 中舘 英二 平取 坂東牧場 430＋ 21：14．74 293．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，144，800円 複勝： 86，770，200円 枠連： 37，365，600円
馬連： 154，339，500円 馬単： 59，113，600円 ワイド： 76，736，400円
3連複： 183，580，100円 3連単： 220，520，200円 計： 870，570，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 520円 � 200円 � 530円 枠 連（3－5） 1，130円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 10，780円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 3，780円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 26，210円 3 連 単 ��� 143，640円

票 数

単勝票数 計 521448 的中 � 22960（8番人気）
複勝票数 計 867702 的中 � 38802（8番人気）� 141163（1番人気）� 38037（9番人気）
枠連票数 計 373656 的中 （3－5） 25543（2番人気）
馬連票数 計1543395 的中 �� 24170（21番人気）
馬単票数 計 591136 的中 �� 4109（47番人気）
ワイド票数 計 767364 的中 �� 11608（21番人気）�� 5143（50番人気）�� 12049（19番人気）
3連複票数 計1835801 的中 ��� 5253（98番人気）
3連単票数 計2205202 的中 ��� 1113（526番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．4―12．3―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．6―45．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディオスコリダー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2016．6．18 阪神1着

2014．3．28生 牡2黒鹿 母 エリモトゥデイ 母母 レ ー ス カ ム 4戦2勝 賞金 20，457，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 スッチェッソ号・トルマリ号・ハシルキセキ号・ハタノオヌール号・パルフェット号・ルミノーザ号・

レイナデレイナス号

3309412月24日 晴 良 （28中山5）第8日 第10競走 ��
��1，800�クリスマスカップ

発走14時50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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

46 ハナズレジェンド 牡3栗 56 戸崎 圭太広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 452－ 41：49．9 1．9�
815 オウケンブラック 牡5鹿 57 蛯名 正義福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 482＋ 81：50．0	 18．7�
611 サトノスティング 牡5青鹿57 勝浦 正樹里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 クビ 32．9�
712 スモークフリー 牡4芦 57 横山 典弘 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 534＋161：50．1
 9．4�
58 ショウナンサスケ 牡3鹿 56 内田 博幸国本 哲秀氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 476＋ 4 〃 クビ 3．8	
59 コスモナインボール 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 478－ 21：50．31� 12．3

34 テスタメント 牡5鹿 57 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 クビ 32．0�
11 サトノフェラーリ 牡5鹿 57 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 472± 01：50．4クビ 51．1�
47 ユウチェンジ 牡3黒鹿56 和田 竜二�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 504＋ 2 〃 ハナ 15．3
713 オンタケハート 牡5鹿 57 田中 勝春宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 490＋ 41：50．5	 45．1�
22 ヤマニンバステト 牝5鹿 55 丸田 恭介土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 462－161：50．71� 79．8�
610 スパーキングジョイ 牡3栗 56 津村 明秀幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 41：51．23 177．6�
35 � ネオヴェルザンディ 牝3鹿 54 石川裕紀人小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 米 Lake Shore

Farm LLC 460－ 4 〃 クビ 50．1�
23 キングカラカウア 牡4黒鹿57 吉田 隼人窪田 芳郎氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 500－ 41：51．51	 54．1�
814 スワンボート 牡6鹿 57 岩部 純二田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 472± 01：52．45 366．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 73，093，400円 複勝： 112，077，600円 枠連： 51，423，700円
馬連： 223，453，100円 馬単： 100，612，300円 ワイド： 103，036，400円
3連複： 265，786，300円 3連単： 413，517，000円 計： 1，342，999，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 350円 � 530円 枠 連（4－8） 1，490円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，250円 �� 3，740円

3 連 複 ��� 11，290円 3 連 単 ��� 34，180円

票 数

単勝票数 計 730934 的中 � 306487（1番人気）
複勝票数 計1120776 的中 � 440791（1番人気）� 56283（5番人気）� 34814（8番人気）
枠連票数 計 514237 的中 （4－8） 26653（4番人気）
馬連票数 計2234531 的中 �� 101362（6番人気）
馬単票数 計1006123 的中 �� 34095（5番人気）
ワイド票数 計1030364 的中 �� 34094（7番人気）�� 21325（11番人気）�� 6817（36番人気）
3連複票数 計2657863 的中 ��� 17655（33番人気）
3連単票数 計4135170 的中 ��� 8769（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．5―38．2―50．7―1：02．6―1：14．5―1：26．3―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハナズレジェンド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Moon Rocket デビュー 2016．2．14 京都2着

2013．4．5生 牡3栗 母 ムーンライトゼファー 母母 Zephyr’s Test 9戦3勝 賞金 46，243，000円



3309512月24日 晴 稍重 （28中山5）第8日 第11競走 ��
��1，800�

し わ す

師走ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，27．12．26以降28．12．18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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 グレンツェント 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 470－ 41：53．3 1．5�
816 トラキチシャチョウ 牡5鹿 56 蛯名 正義 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 514＋101：53．4� 13．3�
815 ブラゾンドゥリス 牡4鹿 55 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 526＋ 41：53．82� 11．8�
612 メイショウウタゲ 牡5栗 55 内田 博幸松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 518＋ 6 〃 ハナ 54．1�
510 イースターパレード �7栗 54 加藤 祥太�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 518＋ 21：53．9� 47．7	
36 	 ドリームキラリ 牡4青 55 黛 弘人ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC 486＋ 61：54．0クビ 11．2

47 メイショウスミトモ 牡5鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 474－10 〃 ハナ 13．1�
611 ヒラボクプリンス 牡6鹿 54 柴田 大知�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 500＋ 61：54．31
 151．4�
48 トウショウフリーク 牡9鹿 56 丸田 恭介トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500－ 21：54．4� 179．4
35 リ ッ カ ル ド �5芦 57 北村 宏司岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 506＋101：54．5
 10．7�
11 キープインタッチ 牡6鹿 54 木幡 巧也村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B516＋121：54．92� 145．7�
23 サンライズホーム 牡5青鹿54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 B502＋ 81：55．0� 33．7�
24 キ ク ノ ソ ル 牡6鹿 54 吉田 隼人菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 514＋ 41：55．32 84．9�
714 タガノグランパ 牡5鹿 55 畑端 省吾八木 良司氏 須貝 尚介 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480± 0 〃 アタマ 210．7�
12 ショウナンアポロン 牡6鹿 57 松岡 正海国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 524＋141：55．93� 23．0�
713 ミュゼエイリアン 牡4鹿 56 横山 典弘菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 494＋ 61：57．8大差 31．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，928，200円 複勝： 275，468，200円 枠連： 73，516，100円
馬連： 343，196，100円 馬単： 182，670，800円 ワイド： 159，382，400円
3連複： 467，350，700円 3連単： 837，260，600円 計： 2，440，773，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 280円 � 240円 枠 連（5－8） 480円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 550円 �� 390円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 9，740円

票 数

単勝票数 計1019282 的中 � 532357（1番人気）
複勝票数 計2754682 的中 � 1879593（1番人気）� 88028（6番人気）� 107681（5番人気）
枠連票数 計 735161 的中 （5－8） 118600（2番人気）
馬連票数 計3431961 的中 �� 252101（5番人気）
馬単票数 計1826708 的中 �� 106496（5番人気）
ワイド票数 計1593824 的中 �� 74536（5番人気）�� 110780（3番人気）�� 26690（15番人気）
3連複票数 計4673507 的中 ��� 126436（8番人気）
3連単票数 計8372606 的中 ��� 62283（21番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．8―12．8―12．1―12．5―12．8―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．9―49．7―1：01．8―1：14．3―1：27．1―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
・（6，15）（2，14）5，8（7，11）12（9，13）10，3，4－（1，16）・（6，15）（5，2，14）8（7，11，12）9（10，13）（3，16）（4，1）

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

勝馬の
紹 介

グレンツェント �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．8．9 新潟5着

2013．4．8生 牡3鹿 母 ボ シ ン シ ェ 母母 Hatoof 9戦5勝 賞金 125，342，000円

3309612月24日 晴 良 （28中山5）第8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）

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
1：30．7
1：30．7

良
良

47 サ ン ク ロ ワ 牡3栗 56 戸崎 圭太�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：35．4 2．3�
59 ニシノカブケ 牡4栗 57 柴山 雄一西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 504＋10 〃 クビ 17．3�
611 エイブルボス 牡4黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 474－ 21：35．5クビ 14．4�
713 クインズクオーツ 牡3栗 56 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 456＋161：35．6� 205．0�
48 ホッコーモモタン 牝3黒鹿54 柴田 善臣北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 412＋ 4 〃 ハナ 41．2�
510 ブ ル ロ ー ネ 牝4黒鹿 55

53 △木幡 巧也山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 小河 豊水 482＋ 61：35．7� 41．5	
714 トーセンカナロア 牡4鹿 57 内田 博幸島川 
哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 488＋ 21：35．91 6．0�
35 ダイワエキスパート 牡4芦 57

56 ☆石川裕紀人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 448＋101：36．0� 17．0�
24 ラブリーアモン 牝3青 54 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 482＋ 6 〃 ハナ 4．7
816 エクストラファイン 牝4黒鹿55 丸山 元気 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 458＋ 41：36．1� 8．5�
815 スマートアリシア 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎大川 徹氏 古賀 史生 日高 いとう牧場 442＋10 〃 クビ 161．2�
36 ペイシャマリヤ 牝3栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 454＋ 41：36．41� 106．7�
11 ビレッジソング 牝5鹿 55

53 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 452＋341：36．5� 70．8�
23 フィンガーポスト 牡3鹿 56 江田 照男伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 482＋101：36．71	 37．3�
612 サーストンアクセス 牡3黒鹿56 横山 典弘齊藤 宣勝氏 戸田 博文 日高 スマイルファーム 454－ 2 〃 アタマ 50．1�
12 シ ト ロ ン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 442＋ 81：36．8� 180．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，272，400円 複勝： 60，955，500円 枠連： 32，446，600円
馬連： 144，237，100円 馬単： 56，072，200円 ワイド： 66，604，600円
3連複： 178，391，400円 3連単： 254，921，800円 計： 847，901，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 340円 � 350円 枠 連（4－5） 1，590円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 930円 �� 810円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 9，960円 3 連 単 ��� 36，140円

票 数

単勝票数 計 542724 的中 � 188360（1番人気）
複勝票数 計 609555 的中 � 146649（1番人気）� 39066（5番人気）� 37903（6番人気）
枠連票数 計 324466 的中 （4－5） 15736（7番人気）
馬連票数 計1442371 的中 �� 51649（7番人気）
馬単票数 計 560722 的中 �� 14127（9番人気）
ワイド票数 計 666046 的中 �� 18552（9番人気）�� 21667（7番人気）�� 7329（21番人気）
3連複票数 計1783914 的中 ��� 13422（29番人気）
3連単票数 計2549218 的中 ��� 5113（106番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．3―11．5―11．7―12．0―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．1―46．6―58．3―1：10．3―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F37．1

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

勝馬の
紹 介

サ ン ク ロ ワ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．5．15 東京3着

2013．3．30生 牡3栗 母 サンヴィクトワール 母母 ヴィクトリーバンク 4戦2勝 賞金 14，350，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コスモヨハネ号・シリーシンフォニー号
（非抽選馬） 1頭 ユキノサンブライト号



（28中山5）第8日 12月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 190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 手 当

202，850，000円
2，530，000円
14，450，000円
1，520，000円
20，610，000円
75，411，000円
4，940，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
581，407，300円
984，165，400円
383，467，500円
1，564，196，500円
737，339，900円
814，672，500円
1，994，673，100円
2，905，343，900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 9，965，266，100円

総入場人員 29，677名 （有料入場人員 26，393名）
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