
3309712月25日 曇 稍重 （28中山5）第9日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時05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

713� 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 474－ 61：13．1 1．1�

611 リオファンク 牝2鹿 54 大野 拓弥阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 堤 牧場 474－ 41：13．95 42．7�
816 ヴ ィ オ ラ 牝2黒鹿54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋101：14．11 15．6�
23 ラブパレード 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新ひだか 酒井 秀紀 458－121：14．52� 52．6�
11 アキラノテソーロ 牡2黒鹿55 吉田 隼人了德寺健二氏 池上 昌和 浦河 丸幸小林牧場 466± 0 〃 クビ 13．2�
714 セトノムーン 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎難波 澄子氏 田島 俊明 日高 新井 昭二 460± 01：14．6クビ 49．7�
12 プ チ マ ロ ン 牝2栗 54 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 424＋ 21：14．92 82．6	
815 サツキジョオウ 牝2黒鹿 54

52 △木幡 巧也小野 博郷氏 土田 稔 日高 三輪牧場 472－ 81：15．22 194．5

612 ペイシャパッチ 牝2栗 54

53 ☆長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 平取 川向高橋育
成牧場 440－ 21：15．41 151．7�

48 シュエットヌーベル 牝2栗 54 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B452－ 21：15．61	 25．5

59 ワタシガンバルネ 牝2栗 54
52 △原田 和真�LS.M 天間 昭一 平取 船越 伸也 416－ 81：15．81	 110．0�

47 コロリアージュ 牝2鹿 54
51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 新井 昭二 438＋20 〃 アタマ 102．5�

510 ア ロ 牝2鹿 54 横山 和生石川 秀守氏 菅原 泰夫 新ひだか サンコウ牧場 354± 01：16．11
 77．1�
35 ココホレワンワン 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 原 フアーム 478＋121：16．2
 73．6�
36 コメンテーター 牝2鹿 54

52 △井上 敏樹小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 430＋ 21：16．83� 293．1�
24 プ ロ セ ッ コ 牝2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 日高 神島 芳仁 410＋ 61：18．8大差 325．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，870，300円 複勝： 153，392，800円 枠連： 20，364，100円
馬連： 86，178，200円 馬単： 71，594，700円 ワイド： 53，533，800円
3連複： 112，950，600円 3連単： 241，302，500円 計： 786，187，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 410円 � 210円 枠 連（6－7） 1，300円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 830円 �� 300円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 14，170円

票 数

単勝票数 計 468703 的中 � 350017（1番人気）
複勝票数 計1533928 的中 � 1274104（1番人気）� 16397（7番人気）� 40331（3番人気）
枠連票数 計 203641 的中 （6－7） 12112（6番人気）
馬連票数 計 861782 的中 �� 35191（6番人気）
馬単票数 計 715947 的中 �� 24447（7番人気）
ワイド票数 計 535338 的中 �� 15798（8番人気）�� 52648（2番人気）�� 3664（27番人気）
3連複票数 計1129506 的中 ��� 16872（15番人気）
3連単票数 計2413025 的中 ��� 12340（43番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．1―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―35．3―47．9―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セイウンストリーム �
�
父 Twirling Candy �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2016．10．15 東京2着

2014．3．11生 牡2鹿 母 Ada Clare 母母 Onemiracleatatime 4戦1勝 賞金 11，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プロセッコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月25日まで平地競走に

出走できない。

3309812月25日 曇 稍重 （28中山5）第9日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時35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

47 アイアムノーブル 牡2鹿 55 戸崎 圭太堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 474＋ 21：58．2 2．1�
23 トモジャヴァリ 牡2鹿 55 武 豊吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 448± 0 〃 ハナ 15．4�
59 リパーカッション 牡2鹿 55

53 △木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 510－ 61：58．3� 9．0�
22 ウ ル ラ ー レ 牡2栗 55 田辺 裕信�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 61：58．4� 8．5�
713 フォーハンドレッド 牡2黒鹿55 内田 博幸窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 476＋ 41：58．5� 42．4�
35 ウインコーラル 牡2栗 55 V．シュミノー�ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 490＋ 81：58．92� 28．3	

（仏）

46 シャドウボーダー �2栗 55 大野 拓弥飯塚 知一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 502－ 41：59．11� 129．5

712 リバーサルフィルム 牡2芦 55 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：59．2クビ 4．2�
58 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 428－ 81：59．3� 316．3
611 ペドラプレシオーザ 牡2鹿 55 江田 照男内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 中館牧場 446± 01：59．61� 412．2�
814 ガクチカキッズ 牡2黒鹿55 北村 宏司菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 446－ 4 〃 アタマ 67．6�
815 マーベラスワン 牡2鹿 55 福永 祐一山本又一郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 536＋ 21：59．91� 6．6�
11 パ ラ ボ ラ 牡2鹿 55

54 ☆石川裕紀人 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504＋ 22：00．11� 75．5�

610 フ ァ ウ ス ト 牡2鹿 55 岩部 純二清水 敏氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 466＋ 6 〃 ハナ 308．6�
34 コスモアツミサン 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 むかわ ヤマイチ牧場 472± 02：00．2クビ 350．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，925，000円 複勝： 70，501，300円 枠連： 20，753，100円
馬連： 107，438，700円 馬単： 53，827，400円 ワイド： 55，936，300円
3連複： 130，246，800円 3連単： 191，070，800円 計： 677，699，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 260円 � 190円 枠 連（2－4） 550円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 460円 �� 320円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 11，740円

票 数

単勝票数 計 479250 的中 � 179197（1番人気）
複勝票数 計 705013 的中 � 278495（1番人気）� 45324（6番人気）� 70181（4番人気）
枠連票数 計 207531 的中 （2－4） 28829（2番人気）
馬連票数 計1074387 的中 �� 63682（5番人気）
馬単票数 計 538274 的中 �� 19224（7番人気）
ワイド票数 計 559363 的中 �� 31127（4番人気）�� 49140（2番人気）�� 10426（16番人気）
3連複票数 計1302468 的中 ��� 33238（10番人気）
3連単票数 計1910708 的中 ��� 11799（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．6―38．8―51．9―1：04．6―1：17．8―1：31．1―1：44．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイアムノーブル �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．17 福島7着

2014．3．16生 牡2鹿 母 アイアムカミノマゴ 母母 アイアムザウィナー 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔発走状況〕 パラボラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 リパーカッション号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠

金50，000円。（被害馬：13番）
〔調教再審査〕 パラボラ号は，発走調教再審査。
※出走取消馬 エーブインブレム号（疾病〔右肩跛行〕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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 中山競馬 第９日



3309912月25日 曇 良 （28中山5）第9日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時05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

24 スーパーブレイク 牡2黒鹿55 岩田 康誠堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 464± 01：37．7 16．8�
815 ホーププラウド 牡2鹿 55 横山 典弘岡田 勇氏 柴田 政人 日高 千葉飯田牧場 460± 01：37．8� 15．3�
59 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 478－ 21：38．01� 30．1�
611 サトノジーガー 牡2鹿 55 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 日高 下河辺牧場 418－ 21：38．1� 5．3�
36 ジェイケイオジョウ 牝2鹿 54 武 豊小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 458＋ 6 〃 クビ 2．8�
47 ア ギ シ ャ ン 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 41：38．41� 113．9	
612 ツ エ ー ゲ ン 牝2鹿 54 C．ルメール 諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 ハナ 4．3

713 ローズオブテキサス 牝2栗 54 平野 優�タイヘイ牧場 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 444－ 2 〃 クビ 210．7�
714 ヒハマタノボル 牝2鹿 54

52 △木幡 初也山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村田牧場 468－ 2 〃 ハナ 11．3�
12 グラスセレーネ 牝2栗 54

52 △木幡 巧也半沢 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 434＋ 4 〃 ハナ 122．9�
48 フ ィ ネ ス 牝2青鹿54 戸崎 圭太落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 424－161：38．5クビ 7．7�
23 ダ ー ナ 牝2青鹿 54

52 △原田 和真門野 重雄氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 390＋141：38．81� 14．5�
35 クレードラリュンヌ 牝2黒鹿54 西村 太一ミルファーム 高橋 文雅 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 422＋ 41：39．01� 402．1�
11 シ ラ バ ブ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎ミルファーム 的場 均 むかわ 上水牧場 458＋101：39．42	 430．8�
510 ヤマニンイリザブル 牝2鹿 54 村田 一誠土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 440＋ 6 〃 クビ 215．1�
816 フローラサーカス 牝2栗 54 嶋田 純次島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 430＋ 61：40．89 196．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，343，000円 複勝： 68，384，400円 枠連： 27，559，400円
馬連： 119，090，400円 馬単： 55，297，000円 ワイド： 64，879，000円
3連複： 154，618，800円 3連単： 206，256，300円 計： 741，428，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 410円 � 450円 � 840円 枠 連（2－8） 4，600円

馬 連 �� 9，700円 馬 単 �� 19，590円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 4，480円 �� 3，950円

3 連 複 ��� 67，100円 3 連 単 ��� 446，370円

票 数

単勝票数 計 453430 的中 � 21484（8番人気）
複勝票数 計 683844 的中 � 45534（5番人気）� 41264（8番人気）� 20039（9番人気）
枠連票数 計 275594 的中 （2－8） 4643（15番人気）
馬連票数 計1190904 的中 �� 10119（26番人気）
馬単票数 計 552970 的中 �� 2116（58番人気）
ワイド票数 計 648790 的中 �� 7772（25番人気）�� 3710（38番人気）�� 4221（36番人気）
3連複票数 計1546188 的中 ��� 1728（107番人気）
3連単票数 計2062563 的中 ��� 335（655番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．3―12．3―12．4―12．3―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．5―48．8―1：01．2―1：13．5―1：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．9―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

スーパーブレイク �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．10．2 中山4着

2014．4．13生 牡2黒鹿 母 ウェディングフジコ 母母 ウェディングハニー 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 ジェイケイオジョウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ラヴィソント号

3310012月25日 曇 稍重 （28中山5）第9日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11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

58 � アニマルインミー 牡2鹿 55 M．デムーロ田記 正規氏 小島 茂之 米 Linda Lee
Schroetlin 492 ―1：13．3 4．6�

712 ナムラムート 牡2栗 55 北村 宏司奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 いとう牧場 480 ―1：13．61� 22．4�
813 ブロードアリュール 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 アタマ 1．9�
69 ペイシャオブワキア 牝2鹿 54 石橋 脩北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 454 ―1：13．7	 53．2�
610 シェリーカスク 牝2鹿 54 V．シュミノー 水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 420 ―1：14．65 20．2�

（仏）

814 サウスギガパワー 牡2鹿 55 田辺 裕信南波 壽氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B470 ―1：14．81
 6．1	
57 シセイハクト 牝2黒鹿54 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 454 ― 〃 クビ 31．8

22 コ ハ ク 牡2栗 55

53 △伴 啓太中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 464 ―1：14．9	 190．0�
45 アトラクティヴアイ 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 546 ―1：15．11	 8．7�
11 ジュピターステラ 牝2栗 54 村田 一誠島川 哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 434 ―1：15．31
 51．1�
33 ポリテクニーク 牡2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 482 ―1：16．15 42．1�
711 ローザローザ 牝2鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 422 ―1：16．41� 24．3�
34 ノースアリュール 牡2鹿 55 嘉藤 貴行関 駿也氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 494 ―1：16．5� 114．1�
46 ナ マ ハ ゲ 牡2栗 55

53 △井上 敏樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 432 ―1：16．6	 157．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 53，747，400円 複勝： 53，760，400円 枠連： 27，450，000円
馬連： 101，842，100円 馬単： 55，430，700円 ワイド： 52，376，600円
3連複： 118，583，500円 3連単： 175，435，500円 計： 638，626，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 380円 � 120円 枠 連（5－7） 1，880円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 240円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 24，940円

票 数

単勝票数 計 537474 的中 � 91850（2番人気）
複勝票数 計 537604 的中 � 85380（2番人気）� 23240（7番人気）� 166366（1番人気）
枠連票数 計 274500 的中 （5－7） 11266（7番人気）
馬連票数 計1018421 的中 �� 15660（17番人気）
馬単票数 計 554307 的中 �� 6159（23番人気）
ワイド票数 計 523766 的中 �� 9458（16番人気）�� 66423（1番人気）�� 16380（8番人気）
3連複票数 計1185835 的中 ��� 29598（9番人気）
3連単票数 計1754355 的中 ��� 5098（70番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．8―13．0―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．6―47．6―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アニマルインミー �
�
父 Run Away and Hide �

�
母父 Flashy Bull 初出走

2014．3．8生 牡2鹿 母 I Saw It 母母 Patooie 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ブロードアリュール号の騎手C．ルメールは，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：5番）
※ジュピターステラ号・ナムラムート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3310112月25日 曇 良 （28中山5）第9日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時25分 （芝・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
1：59．9
1：59．8

良
良

57 デアレガーロ 牝2鹿 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 470 ―2：05．6 8．5�
45 フライベルク 牡2鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 508 ―2：06．13 1．9�
33 ジャカンドジョー 牡2鹿 55 黛 弘人井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 466 ―2：06．31� 49．9�
69 ヌンジュリエット 牝2黒鹿54 蛯名 正義ヌンクラブ� 清水 英克 日高 ナカノファーム 462 ―2：06．5� 52．7�
711 ダンスアラウンド 牡2鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 538 ― 〃 アタマ 35．7	
56 ダイワエトワール 牝2黒鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502 ―2：06．6� 8．9

22 インスティンクト 牡2青鹿55 武 豊�ノースヒルズ 上原 博之 日高 戸川牧場 480 ―2：06．81	 20．1�
11 ブラックヘルト 牡2鹿 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 522 ― 〃 ハナ 78．6�
710 バラダガール 牝2黒鹿54 V．シュミノー �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 540 ―2：06．9� 12．9

（仏）

44 
 ケイパーストーリー 牡2鹿 55 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 英 Darley 548 ― 〃 アタマ 3．9�
68 ヘラクレスバイオ 牡2黒鹿55 吉田 豊バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 450 ―2：07．0クビ 107．0�
813 エ ケ ッ コ 牡2鹿 55 内田 博幸佐久間拓士氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 472 ―2：07．74 60．1�
812 ロットワイラー 牡2鹿 55 田中 勝春村木 隆氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 456 ―2：09．5大差 35．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，813，300円 複勝： 52，341，800円 枠連： 30，675，800円
馬連： 99，882，100円 馬単： 57，388，500円 ワイド： 53，972，700円
3連複： 116，729，000円 3連単： 199，450，100円 計： 663，253，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 220円 � 120円 � 610円 枠 連（4－5） 320円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，870円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 7，680円 3 連 単 ��� 41，510円

票 数

単勝票数 計 528133 的中 � 49367（3番人気）
複勝票数 計 523418 的中 � 53653（3番人気）� 161894（1番人気）� 14684（9番人気）
枠連票数 計 306758 的中 （4－5） 73915（1番人気）
馬連票数 計 998821 的中 �� 92546（2番人気）
馬単票数 計 573885 的中 �� 18710（7番人気）
ワイド票数 計 539727 的中 �� 47644（2番人気）�� 4424（27番人気）�� 9227（13番人気）
3連複票数 計1167290 的中 ��� 11393（23番人気）
3連単票数 計1994501 的中 ��� 3483（117番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―13．6―13．6―13．1―12．2―12．5―12．1―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．8―38．4―52．0―1：05．1―1：17．3―1：29．8―1：41．9―1：53．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8
1
3
7，9，11（3，5）8（6，2）4（1，12）13，10
7（9，11）（3，5，8）6，4（1，2）10（12，13）

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

勝馬の
紹 介

デアレガーロ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Souvenir Copy 初出走

2014．4．13生 牝2鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3310212月25日 晴 稍重 （28中山5）第9日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走12時55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

816 パイロキネシスト 牡4黒鹿57 蛯名 正義平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 484＋ 21：54．9 5．0�
36 レ オ ニ ー ズ 牡5鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 61：55．11 5．7�
59 カズノテイオー 牡3黒鹿56 大野 拓弥鈴木 可一氏 田村 康仁 浦河 大道牧場 478＋ 6 〃 クビ 5．4�
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 504± 01：55．52� 6．8�
714 タ ニ ガ ワ 牡3鹿 56 戸崎 圭太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 476＋ 21：55．6クビ 4．0�
24 	 マ イ テ ィ 
3栗 56

53 ▲藤田菜七子	カネツ牧場 根本 康広 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456－101：55．81� 11．5


612 アップルハウス 牡6青鹿 57
55 △木幡 巧也新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム B470＋121：56．33 15．4�

35 ニシノファルコン 牡3黒鹿56 大庭 和弥西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 470＋101：56．4� 49．4�
815� コスモナチュラル 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 508＋271：56．61� 97．1
611 ボ ル ド ネ ス 
4鹿 57 V．シュミノー	G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：56．81� 15．5�

（仏）

12 ダンガンコゾウ 牡4栗 57 内田 博幸海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 2 〃 アタマ 171．1�
47 	 ミラクルナイト 牡4芦 57 上野 翔小野 博郷氏 柴田 政人 新冠 山岡ファーム 478＋141：57．11 312．4�
510 ジュガンティーヤ 牡5青 57

56 ☆石川裕紀人�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B536＋181：57．2 51．6�
11 カラダロマン 牡4鹿 57 江田 勇亮子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 472－131：57．41 255．1�
713 ダ イ フ ク 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 474＋ 41：57．61� 85．7�
23 ドミナドール 
3鹿 56 津村 明秀本間 茂氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 470－ 22：03．4大差 134．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，893，500円 複勝： 76，647，400円 枠連： 30，873，900円
馬連： 150，279，700円 馬単： 58，895，900円 ワイド： 74，840，200円
3連複： 182，810，100円 3連単： 219，670，900円 計： 847，911，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 180円 � 180円 枠 連（3－8） 1，450円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 550円 �� 580円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 16，110円

票 数

単勝票数 計 538935 的中 � 85556（2番人気）
複勝票数 計 766474 的中 � 129324（2番人気）� 109264（4番人気）� 110074（3番人気）
枠連票数 計 308739 的中 （3－8） 16410（8番人気）
馬連票数 計1502797 的中 �� 81664（4番人気）
馬単票数 計 588959 的中 �� 15205（10番人気）
ワイド票数 計 748402 的中 �� 35065（4番人気）�� 32587（6番人気）�� 35791（3番人気）
3連複票数 計1828101 的中 ��� 51142（8番人気）
3連単票数 計2196709 的中 ��� 9881（53番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．7―13．1―12．4―12．3―13．0―13．2―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．0―50．1―1：02．5―1：14．8―1：27．8―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F40．1
1
3
10，16（12，13）－15，14－（6，11）8，3，5，7，1－9－2，4・（10，16）（12，13，11）（14，8）（15，6）－（3，7）5（1，4）9－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パイロキネシスト �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シアトルスズカ デビュー 2014．8．9 札幌5着

2012．2．22生 牡4黒鹿 母 グランドホイッスル 母母 ク チ ブ エ 14戦3勝 賞金 32，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドミナドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月25日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アオイプリンス号・クリノダイシャリン号・ピアシングステア号・フォーワンタイキ号・ペガサスジュニア号
※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。



3310312月25日 晴 良 （28中山5）第9日 第7競走 ��
��2，500�グッドラックハンデキャップ

発走13時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

47 ステイパーシスト 牡3黒鹿53 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432＋ 62：33．9 5．6�

59 ブライトバローズ 牡4鹿 57 C．ルメール 猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494＋10 〃 ハナ 4．3�
24 ステイブラビッシモ 牡3鹿 54 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 464＋ 62：34．11� 6．5�
36 ウインヴォラーレ 牡3黒鹿53 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 42：34．2クビ 34．2�
510 エニグマバリエート 牡4青鹿55 浜中 俊平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 486＋ 22：34．3� 35．5�
48 プレイヤーハウス 牡4鹿 54 岩田 康誠嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 B458＋ 42：34．4� 21．2	
11 フジマサエンペラー 	7黒鹿56 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 506＋102：34．5クビ 15．0

35 タケルラムセス 牡4鹿 55 北村 宏司森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 480＋ 62：34．71 14．2�
714 デルマサリーチャン 牝5鹿 52 M．デムーロ浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 486＋ 8 〃 ハナ 17．6�
612 スパーブデイ 牡5鹿 54 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 536＋14 〃 クビ 47．3
611 マイネルカレッツァ 牡4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 530＋ 82：35．12� 58．9�
12 エクストレミティー 牡5鹿 54 吉田 隼人 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 クビ 41．7�
815 デバイスドライバー 牡4栗 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 534＋ 6 〃 ハナ 27．5�
713 コスモジャーベ 牡3黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 470＋ 42：35．41� 9．2�
23 クラシックエース 牡4鹿 55 石川裕紀人 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 440＋ 22：36．03� 48．9�
816 メ ゾ ン リ ー 牡3黒鹿55 横山 典弘西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 02：36．21
 6．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，050，000円 複勝： 105，893，400円 枠連： 42，630，100円
馬連： 194，777，100円 馬単： 70，402，900円 ワイド： 105，265，600円
3連複： 262，811，900円 3連単： 292，186，600円 計： 1，138，017，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 200円 � 210円 枠 連（4－5） 1，270円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 730円 �� 600円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 17，250円

票 数

単勝票数 計 640500 的中 � 90568（2番人気）
複勝票数 計1058934 的中 � 142991（2番人気）� 138794（3番人気）� 127446（4番人気）
枠連票数 計 426301 的中 （4－5） 25955（4番人気）
馬連票数 計1947771 的中 �� 88933（4番人気）
馬単票数 計 704029 的中 �� 16315（6番人気）
ワイド票数 計1052656 的中 �� 36776（5番人気）�� 45530（3番人気）�� 34441（7番人気）
3連複票数 計2628119 的中 ��� 56473（5番人気）
3連単票数 計2921866 的中 ��� 12275（15番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―18．5―30．5―42．2―54．1―1：07．0―1：19．9―1：32．8―1：44．7―1：56．6―2：08．8―2：20．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ステイパーシスト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．10．11 東京6着

2013．5．20生 牡3黒鹿 母 ロマンシエール 母母 オグリローマン 8戦3勝 賞金 35，509，000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 プライムセラー号

3310412月25日 晴 稍重 （28中山5）第9日 第8競走 ��
��1，200�2016フェアウェルステークス

発走14時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 レッドゲルニカ 牡3鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 550－ 41：11．3 2．0�
22 ニットウスバル 牡4鹿 57 岩田 康誠�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 524＋10 〃 クビ 12．5�
47 � ベ ッ ク 牡5栗 57 横山 典弘細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 500± 01：11．4クビ 19．5�
58 ガ ン ジ ー 牡5栗 57 戸崎 圭太岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 500± 0 〃 ハナ 9．7�
59 アールプロセス 牡5鹿 57 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 518＋10 〃 クビ 6．0	
815 ドリームドルチェ 牡4青鹿57 野中悠太郎ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 506＋ 61：11．61	 6．5

712 ヴ ァ ー ノ ン 牡5栗 57 浜中 俊�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 516－ 21：11．7クビ 23．7�
34 ゲマインシャフト 牡6鹿 57 内田 博幸丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 530＋201：11．8	 29．5�
610 リバーソウル 牡5黒鹿57 柴田 善臣林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 アタマ 36．2
23 ヒカリマサムネ 牡6栗 57 江田 照男�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 468＋ 2 〃 クビ 31．9�
35 イーグルカザン 牡8鹿 57 丸山 元気山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 538＋ 41：12．01
 262．1�
814 キープレイヤー 牝5青鹿55 松岡 正海下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 522－ 21：12．42	 66．2�
46 ガッサンプレイ 牡6栗 57 杉原 誠人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 494＋22 〃 アタマ 165．7�
713 テイクファイア 牡6鹿 57 津村 明秀加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 480± 01：12．82	 227．7�
611 ヨ シ オ 牡3鹿 56 M．バルザローナ 仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466－ 41：14．18 25．0�
（仏）

（15頭）

売 得 金
単勝： 86，919，000円 複勝： 113，986，300円 枠連： 49，345，600円
馬連： 242，735，500円 馬単： 101，272，200円 ワイド： 112，090，900円
3連複： 288，423，500円 3連単： 422，372，600円 計： 1，417，145，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 260円 � 340円 枠 連（1－2） 860円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 520円 �� 780円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 13，500円

票 数

単勝票数 計 869190 的中 � 343541（1番人気）
複勝票数 計1139863 的中 � 342290（1番人気）� 91681（5番人気）� 64820（6番人気）
枠連票数 計 493456 的中 （1－2） 44045（3番人気）
馬連票数 計2427355 的中 �� 173019（4番人気）
馬単票数 計1012722 的中 �� 47810（4番人気）
ワイド票数 計1120909 的中 �� 58116（4番人気）�� 36818（7番人気）�� 13767（25番人気）
3連複票数 計2884235 的中 ��� 47079（13番人気）
3連単票数 計4223726 的中 ��� 22673（29番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．6―12．1―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．6―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドゲルニカ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Point Given デビュー 2015．12．19 中山3着

2013．3．24生 牡3鹿 母 エポカブラヴァ 母母 Aucilla 13戦4勝 賞金 56，286，000円
※出走取消馬 コスタアレグレ号（疾病〔左肩跛行〕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。

１レース目



3310512月25日 晴 良 （28中山5）第9日 第9競走 ��
��2，000�第33回ホープフルステークス（ＧⅡ）

発走14時35分 （芝・右）
牡・牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

22 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± 02：01．3 1．5�
711 マイネルスフェーン 牡2栗 55 V．シュミノー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 438± 02：01．51� 47．3�

（仏）

46 グローブシアター 牡2黒鹿55 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 432－ 62：01．71� 5．3�
813 ベストリゾート 牡2鹿 55 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋ 82：01．8� 22．1�
45 サングレーザー 牡2青鹿55 武 豊�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 474＋ 2 〃 クビ 9．2	
712	 メ リ オ ラ 牡2鹿 55 蛯名 正義前田 幸治氏 中竹 和也 米 Diamond A

Racing Corp. 416－ 22：01．9クビ 37．8

57 ビルズトレジャー 牝2鹿 54 田中 勝春島井新一郎氏 田中 剛 洞
湖 レイクヴィラファーム 472± 0 〃 アタマ 110．4�
11 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 502－ 42：02．32� 152．5�
814� コ ス モ ス 牡2栗 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 河津 裕昭 浦河 中神牧場 446－ 5 〃 クビ 12．0

（川崎）

69 ショワドゥロワ 牡2黒鹿55 M．バルザローナ 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 494± 02：02．4� 154．3�
（仏）

34 アドマイヤウイナー 牡2黒鹿55 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：02．5� 12．7�
33 エンドゲーム 牡2鹿 55 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新冠 パカパカ

ファーム 492＋ 22：03．13� 57．1�
58 ニシノアップルパイ 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 棚川 光男 472－ 42：03．52� 114．9�
610 ミスディレクション 牡2黒鹿55 浜中 俊�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494± 02：05．2大差 117．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 185，361，200円 複勝： 259，395，900円 枠連： 78，978，200円
馬連： 441，414，400円 馬単： 236，246，800円 ワイド： 195，484，400円
3連複： 558，540，300円 3連単： 1，143，698，800円 計： 3，099，120，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 400円 � 150円 枠 連（2－7） 1，040円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 750円 �� 230円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 15，250円

票 数

単勝票数 計1853612 的中 � 957106（1番人気）
複勝票数 計2593959 的中 � 1526489（1番人気）� 61623（7番人気）� 258452（2番人気）
枠連票数 計 789782 的中 （2－7） 58674（4番人気）
馬連票数 計4414144 的中 �� 152402（7番人気）
馬単票数 計2362468 的中 �� 66121（10番人気）
ワイド票数 計1954844 的中 �� 61435（8番人気）�� 271084（1番人気）�� 20184（23番人気）
3連複票数 計5585403 的中 ��� 116339（9番人気）
3連単票数 計11436988 的中 ��� 54347（46番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．3―12．2―12．5―12．1―12．3―12．1―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―35．6―47．8―1：00．3―1：12．4―1：24．7―1：36．8―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

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 3戦3勝 賞金 84，770，000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。

3310612月25日 晴 良 （28中山5）第9日 第10競走 ��
��2，500�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走15時25分 （第61回グランプリ） （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬；負担重量は，3歳55�4
歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 300，000，000円 120，000，000円 75，000，000円 45，000，000円 30，000，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：29．5
2：29．5
2：29．5

良
良
良

611 サトノダイヤモンド 牡3鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：32．6 2．6�
11 キタサンブラック 牡4鹿 57 武 豊�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 536± 0 〃 クビ 2．7�
12 ゴールドアクター 牡5青鹿57 吉田 隼人居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 498－ 62：32．7� 7．9�
24 ヤマカツエース 牡4栗 57 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 508＋ 42：32．91	 32．6�
48 ミッキークイーン 牝4鹿 55 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 434－ 82：33．0クビ 21．9�
714 シュヴァルグラン 牡4栗 57 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：33．1� 16．2	
815 ア ル バ ー ト 牡5栗 57 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472± 02：33．31� 68．0

36 サウンズオブアース 牡5黒鹿57 M．デムーロ吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 506＋ 42：33．4� 8．7�
713 デニムアンドルビー 牝6鹿 55 M．バルザローナ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 クビ 71．0

（仏）

816 マリアライト 牝5黒鹿55 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 436＋ 42：33．61� 19．3�
510 アドマイヤデウス 牡5栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 490＋14 〃 ハナ 51．5�
59 ヒットザターゲット 牡8栗 57 田辺 裕信前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 520＋ 42：34．13 189．6�
612 サトノノブレス 牡6黒鹿57 V．シュミノー 里見 治氏 池江 泰寿 洞
湖 メジロ牧場 510－ 22：34．84 155．2�

（仏）

23 ムスカテール 牡8黒鹿57 中谷 雄太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：34．9� 202．3�
47 マルターズアポジー 牡4鹿 57 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 536＋ 82：35．0� 83．1�
35 サムソンズプライド 牡6鹿 57 横山 典弘 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 484± 02：35．63� 180．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 2，714，006，200円 複勝： 1，559，200，800円 枠連： 1，551，781，500円 馬連： 6，571，025，600円 馬単： 3，043，326，000円
ワイド： 2，162，363，500円 3連複： 8，775，736，900円 3連単：18，525，131，500円 5重勝： 977，690，200円 計： 45，880，262，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 120円 � 200円 枠 連（1－6） 330円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 200円 �� 450円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 3，940円

5 重 勝
対象競走：中山8R／阪神9R／中山9R／阪神10R／中山10R

キャリーオーバー なし����� 783，040円

票 数

単勝票数 計27140062 的中 � 8055932（1番人気）
複勝票数 計15592008 的中 � 4064195（1番人気）� 3592326（2番人気）� 1396156（4番人気）
枠連票数 計15517815 的中 （1－6）3610094（1番人気）
馬連票数 計65710256 的中 �� 12107211（1番人気）
馬単票数 計30433260 的中 �� 2943942（1番人気）
ワイド票数 計21623635 的中 �� 3255618（1番人気）�� 1109727（5番人気）�� 1205319（4番人気）
3連複票数 計87757369 的中 ���6256727（2番人気）
3連単票数 計185251315 的中 ���3403315（3番人気）
5重勝票数 差引計9776902（返還計166763） 的中 ����� 874

ハロンタイム 6．8―11．3―12．0―11．9―12．1―13．4―12．8―12．9―11．8―11．7―12．1―11．7―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．8―18．1―30．1―42．0―54．1―1：07．5―1：20．3―1：33．2―1：45．0―1：56．7―2：08．8―2：20．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノダイヤモンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen デビュー 2015．11．8 京都1着

2013．1．30生 牡3鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 8戦6勝 賞金 674，964，000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 トウシンモンステラ号
※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。

５レース目３レース目



3310712月25日 晴 良 （28中山5）第9日 第11競走 ��
��1，200�ハッピーエンドカップ

発走16時05分 （芝・右・外）
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

714 アルティマブラッド 牝4青鹿55 M．デムーロ �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472－101：09．3 6．1�
35 ナンヨーアミーコ 牡3栗 56 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430± 01：09．51� 4．3�
47 エリーティアラ 牝4青鹿55 岩田 康誠谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B468＋ 21：09．6	 76．0�
816 ショウナンワダチ 牡5芦 57 蛯名 正義国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 488＋ 6 〃 クビ 74．6�
611 カトルラポール 牝3鹿 54 北村 宏司石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 470± 01：09．7クビ 17．6�
12 シルヴァーコード 牝4芦 55 戸崎 圭太田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 61：09．91 2．9	
23 ラインミーティア 牡6鹿 57 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 480－ 2 〃 クビ 52．3

59 サ フ ィ ロ ス 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 ハナ 5．9�
48 イーグルアモン 牝5鹿 55 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B462＋ 4 〃 クビ 18．9�
815 イ キ オ イ 牡4鹿 57 横山 典弘西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 460＋ 8 〃 ハナ 38．6
11 メジャータイフーン 牝3栗 54 V．シュミノー 林 正道氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 494＋261：10．22 33．4�

（仏）

36 ミエノドリーマー 牡3栗 56 浜中 俊里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 458－ 21：10．3	 18．3�
713
 タイキパラドックス 牡4栗 57 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 440± 0 〃 ハナ 103．0�
24 
 フレンチイデアル 牡3鹿 56 内田 博幸杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 512＋121：10．4クビ 22．6�
510 キタサンガンバ 牡3鹿 56 石川裕紀人�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社

RUMIファーム 482＋ 41：10．61� 54．9�
612 ゼットフーリ 牝3鹿 54 津村 明秀�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B478－ 21：10．7� 78．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 167，636，800円 複勝： 166，941，000円 枠連： 100，823，000円
馬連： 485，829，300円 馬単： 200，632，300円 ワイド： 203，503，700円
3連複： 607，806，700円 3連単： 1，009，198，400円 計： 2，942，371，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 160円 � 1，150円 枠 連（3－7） 1，260円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 560円 �� 4，830円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 27，790円 3 連 単 ��� 117，870円

票 数

単勝票数 計1676368 的中 � 217497（4番人気）
複勝票数 計1669410 的中 � 224453（3番人気）� 326544（2番人気）� 27176（14番人気）
枠連票数 計1008230 的中 （3－7） 61663（4番人気）
馬連票数 計4858293 的中 �� 253119（4番人気）
馬単票数 計2006323 的中 �� 46786（8番人気）
ワイド票数 計2035037 的中 �� 100650（4番人気）�� 10385（49番人気）�� 10628（47番人気）
3連複票数 計6078067 的中 ��� 16402（89番人気）
3連単票数 計10091984 的中 ��� 6207（370番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．7―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―45．8―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルティマブラッド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．12．20 阪神5着

2012．4．30生 牝4青鹿 母 アルティマトゥーレ 母母 エアトゥーレ 20戦4勝 賞金 67，429，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時10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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アドマイヤゴッド号・ヤマニンマンドール号
（非抽選馬） 2頭 タケデンタイガー号・ペイシャオブロー号
※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。



（28中山5）第9日 12月25日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 11回 出走頭数 167頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

859，220，000円
2，530，000円
10，960，000円
7，160，000円
112，120，000円
80，000，000円
68，936，500円
5，172，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
3，518，565，700円
2，680，445，500円
1，981，234，700円
8，600，493，100円
4，004，314，400円
3，134，246，700円
11，309，258，100円
22，625，774，000円
977，690，200円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 58，832，022，400円

総入場人員 98，626名 （有料入場人員 89，537名）



平成28年度 第5回中山競馬 総計

競走回数 107回 出走延頭数 1，592頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，802，800，000円
21，510，000円
135，900，000円
21，150，000円
322，670，000円
83，000，000円
636，513，500円
44，901，400円
15，283，200円

勝馬投票券売得金
7，382，979，200円
8，736，522，100円
4，411，702，300円
18，804，796，700円
8，988，019，500円
8，413，230，100円
24，752，282，500円
42，795，335，000円
977，690，200円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 125，262，557，600円

総入場延人員 307，639名 （有料入場延人員 272，816名）
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