
3301312月3日 晴 良 （29中山5）第2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

713 ソングオブファイア 牡2黒鹿55 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472＋ 41：13．6 1．3�

59 ヴォルフスブルク 牡2芦 55
52 ▲菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 456＋101：14．13 7．6�

612 パ ン テ ラ 牝2栗 54 北村 宏司佐藤 範夫氏 田島 俊明 新冠 松浦牧場 434－ 8 〃 アタマ 12．6�
12 ポートナイトサイト 牝2栗 54 柴田 大知ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 462－101：14．2� 46．6�
11 グラスレガシー 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 512－ 41：14．41� 15．6	
23 タイセイレーベン 牡2栗 55 柴田 善臣田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 森 政巳 516＋ 21：14．61� 121．9

714 ブルベアタカナ 牡2鹿 55 勝浦 正樹 �ブルアンドベア 中野 栄治 日高 石原牧場 434＋ 81：14．91� 60．6�
24 フォレストガーデン 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 450＋ 41：15．0クビ 11．1�
35 スマイルサンティエ 牝2鹿 54 柴山 雄一福澤 真吾氏 黒岩 陽一 日高 日高大洋牧場 478＋ 41：15．32 54．8
47 ジーアイスピリッツ 牡2鹿 55 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 碧雲牧場 420－ 21：15．4クビ 92．9�
510 マインキング 牡2芦 55 武士沢友治峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 470＋121：15．5� 251．2�
36 ソッフィダモーレ 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 450＋ 21：15．92� 113．5�
816 クードゥピエ 牡2鹿 55 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 436＋ 4 〃 クビ 211．1�
815 クラフツマンシップ �2栗 55

52 ▲木幡 育也下河邉行信氏 青木 孝文 様似 清水 誠一 468＋141：16．64 194．1�
48 ラブチャンス 牝2栗 54 西田雄一郎平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 山口 義彦 454－ 61：17．55 100．5�
611 アーチャーズリング 牝2栗 54

53 ☆井上 敏樹門野 文典氏 柴田 政人 日高 新井 昭二 430＋ 21：17．92� 222．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，254，000円 複勝： 71，546，000円 枠連： 14，620，900円
馬連： 53，597，500円 馬単： 32，663，400円 ワイド： 33，896，100円
3連複： 77，177，800円 3連単： 118，457，000円 計： 428，212，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（5－7） 290円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 160円 �� 300円 �� 560円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 1，550円

票 数

単勝票数 計 262540 的中 � 156881（1番人気）
複勝票数 計 715460 的中 � 545903（1番人気）� 48801（2番人気）� 31541（3番人気）
枠連票数 計 146209 的中 （5－7） 38724（1番人気）
馬連票数 計 535975 的中 �� 139315（1番人気）
馬単票数 計 326634 的中 �� 62380（1番人気）
ワイド票数 計 338961 的中 �� 66904（1番人気）�� 26934（2番人気）�� 12409（6番人気）
3連複票数 計 771778 的中 ��� 77788（2番人気）
3連単票数 計1184570 的中 ��� 55105（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．6―12．8―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．1―46．9―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソングオブファイア �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．9．3 新潟2着

2015．2．22生 牡2黒鹿 母 ギフトオブソング 母母 Quality Gift 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走状況〕 フォレストガーデン号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アーチャーズリング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月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） 1頭 ブロンドキュート号
（非抽選馬） 2頭 フクノヴァランス号・マイネルビーラヴド号

3301412月3日 晴 良 （29中山5）第2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）

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

46 キャベンディッシュ 牡2栗 55
54 ☆井上 敏樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 502＋ 81：56．4 7．4�

712 ギガバッケン 牡2鹿 55 西田雄一郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 542＋ 21：56．61� 34．8�

713 デルマカルヴァドス 牡2鹿 55
52 ▲武藤 雅浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 484＋121：57．13 40．5�

23 コスモロブロイ 牡2青鹿55 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B522＋ 61：57．84 3．4�
22 リキサンゴルト 牡2鹿 55 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 502＋ 61：58．65 6．5	
610 サンローレンス 牝2青鹿54 松岡 正海 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 452＋ 21：59．23� 14．7

35 プリズムレイン 牡2鹿 55 勝浦 正樹堀口 晴男氏 新開 幸一 日高 日西牧場 464± 01：59．41 68．7�
58 クラウンアート 牡2青鹿55 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 山口 義彦 518＋ 4 〃 アタマ 33．3�
814 ネ コ マ ヒ カ 牡2栗 55 杉原 誠人桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 522＋141：59．5� 129．8
34 トーセンルドラ 牡2鹿 55 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 460＋ 81：59．71 50．6�
59 カイトチャン 牡2黒鹿55 津村 明秀本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 462＋101：59．9� 39．3�
47 ピースフルエンゼル 牝2栗 54 柴山 雄一北嶋 義三氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 458＋ 22：00．32� 12．0�
611 タイセイカレッジ 牡2芦 55 三浦 皇成田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 440＋ 62：00．4� 9．6�
815 セイカフェボリット 牡2黒鹿55 吉田 豊久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 472＋ 42：03．2大差 227．2�
11 ミッキーパパイア 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 456－ 62：04．05 5．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，810，300円 複勝： 30，336，300円 枠連： 15，044，200円
馬連： 49，627，700円 馬単： 23，112，300円 ワイド： 30，408，900円
3連複： 69，583，100円 3連単： 78，667，200円 計： 317，590，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 290円 � 1，110円 � 820円 枠 連（4－7） 3，270円

馬 連 �� 16，810円 馬 単 �� 26，500円

ワ イ ド �� 4，870円 �� 3，780円 �� 13，760円

3 連 複 ��� 162，070円 3 連 単 ��� 695，530円

票 数

単勝票数 計 208103 的中 � 23740（4番人気）
複勝票数 計 303363 的中 � 31836（4番人気）� 6615（12番人気）� 9147（10番人気）
枠連票数 計 150442 的中 （4－7） 3559（11番人気）
馬連票数 計 496277 的中 �� 2288（44番人気）
馬単票数 計 231123 的中 �� 654（76番人気）
ワイド票数 計 304089 的中 �� 1616（44番人気）�� 2087（40番人気）�� 566（73番人気）
3連複票数 計 695831 的中 ��� 322（236番人気）
3連単票数 計 786672 的中 ��� 82（1191番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．7―13．0―12．8―12．9―13．0―13．1―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．6―50．6―1：03．4―1：16．3―1：29．3―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．1
1
3
6，15（1，8，12）（2，13）（3，11）－14，7，9（5，4）－10
6，12（8，15）（11，13）（1，2，3）（14，7，9）5－4，10

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

勝馬の
紹 介

キャベンディッシュ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．7．15 福島7着

2015．2．18生 牡2栗 母 キョウエイデビュー 母母 ジ ャ ー バ イ 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキーパパイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月3日まで平地競

走に出走できない。
セイカフェボリット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月3日まで平地競
走に出走できない。

※出走取消馬 スパイスマジック号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ボスアンルーリー号

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２日



3301512月3日 晴 良 （29中山5）第2日 第3競走 ��
��1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

59 キングドンドルマ 牡2青鹿55 津村 明秀田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 472＋ 21：09．3 2．1�
611 ミヤビチーター 牡2鹿 55 松岡 正海村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 464－ 21：09．83 5．1�
23 タイセイパルフェ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 440－161：10．11� 12．5�
12 ポステリタス 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 浦河 木村牧場 478＋181：10．31� 37．4�
48 シバノモスキー 牝2黒鹿54 柴山 雄一柴 一男氏 清水 英克 新冠 パカパカ

ファーム 440＋ 41：10．51 194．4�
612 パ ル シ ア 牝2鹿 54 丸田 恭介折手 邦雄氏 石毛 善彦 新ひだか 折手牧場 446－ 2 〃 クビ 22．8	
510 ニシノアリオス 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 432－ 81：10．6� 74．1

35 モ メ ン タ ム 牝2青鹿54 吉田 豊 �Gリビエール・

レーシング 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 422± 01：10．92 88．9�
713 ペイシャディア 牝2黒鹿54 北村 宏司北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 448＋ 81：11．0� 26．7�
36 チ リ ナ リ エ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 竹内 正洋 新ひだか 山田牧場 434＋141：11．1� 236．3
11 ミントグリーン 牝2鹿 54 V．シュミノー�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 栄進牧場 428± 0 〃 ハナ 4．6�

（仏）

24 	 アースジーニアス 牡2栗 55 宮崎 北斗 �グリーンファーム和田 正道 米 James David
Squires B510＋121：11．2クビ 53．1�

815 カシノベスト 牝2鹿 54
53 ☆井上 敏樹柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 三宅牧場 426－ 2 〃 ハナ 333．4�

714 ブラウンシュシュ 牝2栗 54
51 ▲武藤 雅キャピタルクラブ 武藤 善則 浦河 カナイシスタッド B428－ 6 〃 クビ 17．8�

47 ペンテコステ 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 高橋フアーム 416－101：11．3� 466．4�
816 スワンレイクカフェ 牝2鹿 54 蛯名 正義西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 440＋ 61：12．36 201．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，302，600円 複勝： 33，705，700円 枠連： 15，169，500円
馬連： 52，141，500円 馬単： 27，138，100円 ワイド： 31，302，800円
3連複： 67，254，700円 3連単： 88，136，800円 計： 340，151，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 200円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 240円 �� 380円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 4，090円

票 数

単勝票数 計 253026 的中 � 100234（1番人気）
複勝票数 計 337057 的中 � 110809（1番人気）� 46843（3番人気）� 31874（4番人気）
枠連票数 計 151695 的中 （5－6） 26535（1番人気）
馬連票数 計 521415 的中 �� 78494（1番人気）
馬単票数 計 271381 的中 �� 25613（1番人気）
ワイド票数 計 313028 的中 �� 38111（1番人気）�� 20711（3番人気）�� 11101（7番人気）
3連複票数 計 672547 的中 ��� 39535（2番人気）
3連単票数 計 881368 的中 ��� 15613（3番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．5―11．9―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．5―46．4―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．8
3 9，11（3，12）5（2，6，14）（4，1，13，16）10，8，7，15 4 ・（9，11）（3，12）（2，5，6，14）（4，1，13）（8，10，7）（15，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キングドンドルマ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2017．9．23 中山3着

2015．4．7生 牡2青鹿 母 テールバインダー 母母 ビーフレグラント 4戦1勝 賞金 9，300，000円
〔発走状況〕 カシノベスト号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 タイセイパルフェ号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カシノベスト号は，平成29年12月4日から平成30年1月2日まで出走停止。停止期間の満了後に開

催競馬場で発走調教再審査。
※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。

3301612月3日 晴 良 （29中山5）第2日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時15分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：45．6

良
良

47 バケットリスト 牝2鹿 54 吉田 豊宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 458－ 41：50．1 3．4�
12 ジェネラルシップ 牡2黒鹿55 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新冠 松浦牧場 440－ 41：50．31� 6．2�
23 ブラックイメル 牝2黒鹿54 蛯名 正義杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 456－101：50．93� 8．1�
36 ペイシャレイナ 牝2鹿 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 454－ 2 〃 クビ 24．1�
815 カシノデジール 牝2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 428± 01：51．0	 48．9�
48 ク イ ン チ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 21：51．1	 17．3	
612 ル フ ィ ー ナ 牝2鹿 54 北村 宏司小川眞査雄氏 大竹 正博 洞
湖 レイクヴィラファーム 460＋ 61：51．3	 82．7

611 プローシブル 牡2栗 55 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 5．8�
59 ア ー ス ル ナ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎松山 増男氏 粕谷 昌央 浦河 アイオイファーム 414＋ 41：51．61	 174．0�
816 アルファーティハ 牡2栗 55 杉原 誠人清水 敏氏 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 494－ 4 〃 アタマ 490．7
510 スプリングダイヤ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 岩戸 孝樹 日高 若林 順一 460－ 6 〃 クビ 373．0�
11 オートヴィル 牡2鹿 55 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 4 〃 ハナ 31．9�
714 ニシノオクタゴン 牡2青鹿55 田中 勝春西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 458－ 61：51．81� 212．9�
24 コールシーム 牝2青 54 江田 照男�下河辺牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 418＋ 21：51．9	 182．8�
713 サバイバルオオオク 牝2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 434－101：52．21	 103．0�
35 モ ン ツ ァ 牡2黒鹿55 V．シュミノー 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：52．83� 4．0�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，830，600円 複勝： 41，534，300円 枠連： 14，907，500円
馬連： 57，062，400円 馬単： 27，788，100円 ワイド： 34，966，200円
3連複： 73，318，100円 3連単： 94，332，300円 計： 371，739，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 170円 � 190円 枠 連（1－4） 660円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 290円 �� 410円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 6，390円

票 数

単勝票数 計 278306 的中 � 69017（1番人気）
複勝票数 計 415343 的中 � 87552（1番人気）� 61559（3番人気）� 49028（5番人気）
枠連票数 計 149075 的中 （1－4） 17450（2番人気）
馬連票数 計 570624 的中 �� 57100（2番人気）
馬単票数 計 277881 的中 �� 14943（3番人気）
ワイド票数 計 349662 的中 �� 34116（2番人気）�� 21554（4番人気）�� 13142（7番人気）
3連複票数 計 733181 的中 ��� 32794（4番人気）
3連単票数 計 943323 的中 ��� 10696（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．5―38．2―51．0―1：02．5―1：14．6―1：26．3―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バケットリスト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．9．3 新潟9着

2015．4．30生 牝2鹿 母 レ チ ャ ー ダ 母母 ドゥルセデレーチェ 5戦1勝 賞金 8，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グランアッシュ号
（非抽選馬） 2頭 キサラギコマチ号・コスモミクニグロ号
※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。



3301712月3日 晴 良 （29中山5）第2日 第5競走 ��
��1，800�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
1：52．7
1：50．9

良
不良

12 メジャーラプソディ 牝2栗 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 472 ―1：57．8 1．5�
612 レセディラローナ 牝2鹿 54 丸田 恭介�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 506 ―1：58．01� 6．1�
35 ラインアストリア 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 ハナ 9．4�
714 アポロカイオー 牡2黒鹿55 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 浦河 杵臼牧場 504 ―1：59．06 54．1�
510 シ ゲ ノ ブ 牡2黒鹿55 田中 勝春玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 500 ―1：59．1� 23．5�
713 ペイシャエリート 牡2栗 55

54 ☆木幡 巧也北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット 478 ―1：59．52� 50．5	
59 マラビージャドラダ 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 442 ―1：59．6クビ 294．4

23 パーラミター 牝2青鹿54 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 506 ―1：59．92 12．0�
47 ワナビーハッカー 牡2黒鹿55 柴田 善臣薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 550 ―2：00．32� 31．9�
48 オーネットヒーロー 牡2鹿 55 二本柳 壮醍醐 伸之氏 中舘 英二 日高 前川 義則 534 ― 〃 クビ 284．1
24 スガノゴールド 牡2鹿 55 柴田 大知菅原 光博氏 松山 将樹 新ひだか 沖田 博志 492 ―2：00．4クビ 32．4�
815 ブラックコニャック 牡2鹿 55 吉田 豊黒澤 尚氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 460 ― 〃 クビ 171．3�
816 テイエムフリーオー 牡2青鹿55 横山 和生竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 中地 義次 470 ―2：00．5� 136．6�
611 リワードオランジュ 牡2栗 55 伊藤 工真宮﨑 冴子氏 勢司 和浩 浦河 有限会社

リワード 540 ―2：02．6大差 199．4�
36 インコントロ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 小倉牧場 436 ―2：02．81� 379．6�
11 モンドグロッソ 牡2鹿 55 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464 ―2：03．11� 32．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，498，800円 複勝： 63，134，600円 枠連： 16，677，600円
馬連： 52，442，000円 馬単： 38，116，700円 ワイド： 33，585，300円
3連複： 68，584，500円 3連単： 115，101，500円 計： 421，141，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（1－6） 430円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 190円 �� 270円 �� 500円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 2，050円

票 数

単勝票数 計 334988 的中 � 178580（1番人気）
複勝票数 計 631346 的中 � 409192（1番人気）� 55357（2番人気）� 43194（3番人気）
枠連票数 計 166776 的中 （1－6） 29424（2番人気）
馬連票数 計 524420 的中 �� 90792（1番人気）
馬単票数 計 381167 的中 �� 54780（1番人気）
ワイド票数 計 335853 的中 �� 51593（1番人気）�� 31161（2番人気）�� 14560（4番人気）
3連複票数 計 685845 的中 ��� 56785（1番人気）
3連単票数 計1151015 的中 ��� 40573（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．8―13．9―13．1―13．0―13．1―13．4―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．2―51．1―1：04．2―1：17．2―1：30．3―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジャーラプソディ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 オペラハウス 初出走

2015．4．19生 牝2栗 母 キャッチータイトル 母母 タ イ ト ル ド 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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 エールブラン号・コニファー号・ジオパークボス号・ステリファラス号・スリーマグナム号・

ノーブルヘラクレス号・フロイデ号・ユメノイタダキ号

3301812月3日 晴 良 （29中山5）第2日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時35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

55 エリスライト 牝2鹿 54 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 432 ―2：03．7 1．9�
77 モンヴァントゥ 牡2鹿 55 V．シュミノー �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 526 ―2：04．65 4．8�

（仏）

33 ピンクダイキリ 牝2鹿 54 三浦 皇成髙橋 大氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 438 ―2：04．81� 4．3�
22 コスモヴィガー 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 426 ―2：05．22� 47．1�
11 アカリダイヤモンド 牡2栗 55

52 ▲武藤 雅小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 448 ― 〃 アタマ 34．7�
44 ケンタッキーグラス 牡2鹿 55 石橋 脩	Shadow 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 502 ―2：05．41� 7．1

66 シゲルタケノコ 牡2栗 55 勝浦 正樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 森永牧場 B474 ―2：05．93 23．6�

（7頭）

売 得 金
単勝： 33，950，200円 複勝： 23，198，800円 枠連： 発売なし
馬連： 38，749，000円 馬単： 29，655，200円 ワイド： 20，443，000円
3連複： 41，355，200円 3連単： 131，114，000円 計： 318，465，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 160円 �� 140円 �� 230円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 880円

票 数

単勝票数 計 339502 的中 � 148482（1番人気）
複勝票数 計 231988 的中 � 91773（1番人気）� 42295（3番人気）
馬連票数 計 387490 的中 �� 92835（1番人気）
馬単票数 計 296552 的中 �� 45813（1番人気）
ワイド票数 計 204430 的中 �� 32021（2番人気）�� 41757（1番人気）�� 18685（4番人気）
3連複票数 計 413552 的中 ��� 103668（1番人気）
3連単票数 計1311140 的中 ��� 106955（1番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―13．4―12．9―13．1―12．5―12．3―12．0―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．8―38．2―51．1―1：04．2―1：16．7―1：29．0―1：41．0―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7
1
3
6，7，4，3（2，5）1
6，7（4，3）（2，5）1

2
4
6，7（4，3）（2，5）－1・（6，7）5（4，3）2－1

勝馬の
紹 介

エリスライト �

父 ディープインパクト �


母父 エルコンドルパサー 初出走

2015．2．10生 牝2鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 モンヴァントゥ号の騎手V．シュミノーは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3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。



3301912月3日 晴 良 （29中山5）第2日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時05分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

33 � リョーノテソーロ 牡2鹿 55 V．シュミノー 了德寺健二氏 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC 504－ 41：12．2 2．8�

（仏）

11 ヤマニンレジスタ 牡2栗 55 小坂 忠士土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 488＋141：12．3� 7．1�
78 シャインカメリア 牝2芦 54 吉田 豊皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 464－ 21：12．62 12．9�
810 ハーモニーライズ 牡2黒鹿55 石橋 脩日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 494＋ 61：12．81	 39．7�
811 ラインギャラント 牝2芦 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 438－ 41：13．11
 10．8�
79 � セイウンスパイ 牡2栗 55 北村 宏司西山 茂行氏 池上 昌和 米 James Millar &

Janice Millar 490－12 〃 クビ 17．3�
55 コスモジョーカー 牡2鹿 55 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 488＋ 81：13．31� 46．5

44 ナムラストロベリー 牝2鹿 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 440＋ 41：13．4� 158．5�
22 シンデレラマキ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎岡 浩二氏 和田 正道 浦河 絵笛牧場 440＋ 81：14．14 52．5�
67 モ ア イ 牡2黒鹿55 柴田 善臣青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 456± 01：14．2クビ 6．4
66 スリーチェイサー 牡2鹿 55 三浦 皇成永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470＋ 21：14．41	 4．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，039，800円 複勝： 48，714，600円 枠連： 18，993，500円
馬連： 71，820，700円 馬単： 37，058，900円 ワイド： 40，868，900円
3連複： 85，220，600円 3連単： 129，857，200円 計： 471，574，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 210円 � 290円 枠 連（1－3） 1，040円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 500円 �� 770円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 11，640円

票 数

単勝票数 計 390398 的中 � 112834（1番人気）
複勝票数 計 487146 的中 � 125724（1番人気）� 54084（4番人気）� 33756（6番人気）
枠連票数 計 189935 的中 （1－3） 14086（4番人気）
馬連票数 計 718207 的中 �� 53535（3番人気）
馬単票数 計 370589 的中 �� 20373（4番人気）
ワイド票数 計 408689 的中 �� 22302（4番人気）�� 13585（9番人気）�� 5728（19番人気）
3連複票数 計 852206 的中 ��� 16793（13番人気）
3連単票数 計1298572 的中 ��� 8085（30番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．5―12．3―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．9―46．2―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．3
3 8，3（1，7）（2，5，9）－（4，11，10）－6 4 8，3－1（5，7，9）2（4，10）11，6

勝馬の
紹 介

�リョーノテソーロ �
�
父 Justin Phillip �

�
母父 Speightstown デビュー 2017．11．4 東京2着

2015．2．27生 牡2鹿 母 Town Belle 母母 Clearly a Queen 3戦2勝 賞金 15，000，000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。

3302012月3日 晴 良 （29中山5）第2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 2，450，000
2，450，000

円
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

24 スズカグラーテ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 454＋181：12．1 3．8�
23 シャンパンサーベル 牝5黒鹿 55

52 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 480＋10 〃 クビ 19．2�
815 シャインヴィットゥ 牡3芦 56

53 ▲武藤 雅皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 468－ 4 〃 同着 3．1�
36 リチュアルローズ 牝4鹿 55 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 ハナ 40．4�
47 � ライバーバード 牡3芦 56 V．シュミノー 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B496± 0 〃 アタマ 13．1�
（仏）

35 � ブランメジェール 牝3芦 54 三浦 皇成 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox

Farm 470＋ 4 〃 ハナ 3．4

12 サンアルパイン 	5鹿 57 松岡 正海 	加藤ステーブル 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B506＋ 61：12．52
 53．2�
11 � ユアザスター 牡4鹿 57 北村 宏司西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B510＋ 41：12．7� 62．1�
713 エ ル ヴ ス 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 村上牧場 460－ 41：13．01� 353．3
48 � セイウンストリーム 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 米 Jack

Swain III 472－ 4 〃 クビ 19．1�
611 バナナボート 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 436＋181：13．2� 85．3�
714 トウカイフィーバー 牝4黒鹿55 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 B446－ 21：13．51� 9．4�
59 サウスリュウセイ 牡5鹿 57 西田雄一郎南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 466＋ 6 〃 アタマ 203．3�
510� キキズブルーム 牝4鹿 55 丹内 祐次加藤 徹氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 470＋ 6 〃 ハナ 470．4�
612� ユウギリジョウ 牝3黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 432－341：13．71 192．9�
816� ワンダフルボーラー 牡4鹿 57 蛯名 正義藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 486－ 21：13．8
 101．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，111，000円 複勝： 53，199，000円 枠連： 24，432，200円
馬連： 94，419，200円 馬単： 42，001，000円 ワイド： 50，505，500円
3連複： 117，453，900円 3連単： 150，002，100円 計： 567，123，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 �
�

240円
130円 枠 連（2－2）（2－8）

1，230円
320円

馬 連 ��
��

1，050円
350円 馬 単 ��

��
1，730円
670円

ワ イ ド ��
��

700円
270円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ���
���

6，640円
4，210円

票 数

単勝票数 計 351110 的中 � 73851（3番人気）
複勝票数 計 531990 的中 � 99034（2番人気）� 42741（5番人気）� 121655（1番人気）
枠連票数 計 244322 的中 （2－2） 6845（10番人気）（2－8） 32498（3番人気）
馬連票数 計 944192 的中 �� 31631（7番人気）�� 110750（3番人気）
馬単票数 計 420010 的中 �� 8723（12番人気）�� 24287（4番人気）
ワイド票数 計 505055 的中 �� 17101（6番人気）�� 55577（1番人気）�� 16261（8番人気）
3連複票数 計1174539 的中 ��� 40414（5番人気）
3連単票数 計1500021 的中 ��� 8152（41番人気）��� 12951（15番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．4―12．1―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．8―45．9―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカグラーテ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．9．4 新潟2着

2014．5．6生 牝3黒鹿 母 グーテデロワ 母母 シ ャ ー パ リ 14戦2勝 賞金 36，501，000円
〔その他〕 トウカイフィーバー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トウカイフィーバー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年1月3日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 3頭 アースオブフェイム号・カシノアーニング号・ネオビッグバン号
※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。



3302112月3日 晴 良 （29中山5）第2日 第9競走 ��
��1，800�チ バ テ レ 杯

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56�4歳以上57�，牝馬2�減

チバテレ杯（1着）
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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 フィールザプリティ 牝5黒鹿55 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 466－ 81：53．9 31．1�
12 マイネルビクトリー 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 498＋ 6 〃 クビ 17．5�
48 � ソレイユドパリ 牡3栗 56 石橋 脩吉田 千津氏 堀 宣行 米 Stone Farm 528＋ 41：54．0	 3．1�
714 ハイランドピーク 牡3青鹿56 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 468＋18 〃 クビ 4．6�
24 バンパークロップ 牝3栗 54 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 416－ 2 〃 アタマ 10．4	
612 フジマサクラウン 牡6鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム B520－ 21：54．1	 24．1

23 � ディープオーパス 牡4芦 57 津村 明秀深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B496＋ 21：54．84 21．9�
47 スペリオルシチー 牡3鹿 56 V．シュミノー �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 458－ 61：54．9クビ 2．7�
（仏）

815 パイロキシン 牡5栗 57 西田雄一郎加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B494＋ 21：55．43 307．5
713
 トーホウリーガル 牡4青鹿57 吉田 豊東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 530＋ 4 〃 ハナ 102．1�
611 ト ラ ネ コ 牡3黒鹿56 長岡 禎仁桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 446＋ 21：55．61� 117．0�
816 スプリングフット 牡3鹿 56 井上 敏樹島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 496＋ 61：56．24 46．8�
36 
 サトノダヴィンチ 牡5鹿 57 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 488＋ 41：56．51� 79．8�
59 デグニティクローズ 牡6鹿 57 三浦 皇成�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ B540－ 21：56．81� 51．5�
510 ス ク ラ ッ タ 牝4黒鹿55 武士沢友治吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 418＋ 61：57．01� 201．8�
35 ト ゥ ル ッ リ 牡5芦 57 柴山 雄一田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 パカパカ

ファーム 498＋ 21：57．53 237．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，626，000円 複勝： 63，187，900円 枠連： 31，952，900円
馬連： 130，119，800円 馬単： 53，741，600円 ワイド： 63，616，700円
3連複： 152，853，500円 3連単： 206，751，700円 計： 751，850，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，110円 複 勝 � 530円 � 350円 � 160円 枠 連（1－1） 10，030円

馬 連 �� 11，770円 馬 単 �� 24，680円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 1，270円 �� 840円

3 連 複 ��� 11，810円 3 連 単 ��� 128，660円

票 数

単勝票数 計 496260 的中 � 12743（8番人気）
複勝票数 計 631879 的中 � 25064（8番人気）� 41986（5番人気）� 135694（1番人気）
枠連票数 計 319529 的中 （1－1） 2468（20番人気）
馬連票数 計1301198 的中 �� 8566（28番人気）
馬単票数 計 537416 的中 �� 1633（60番人気）
ワイド票数 計 636167 的中 �� 6707（26番人気）�� 12861（13番人気）�� 20180（7番人気）
3連複票数 計1528535 的中 ��� 9706（37番人気）
3連単票数 計2067517 的中 ��� 1165（319番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．7―12．8―12．5―12．4―12．7―12．6―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．9―49．7―1：02．2―1：14．6―1：27．3―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィールザプリティ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View デビュー 2014．11．22 東京1着

2012．4．11生 牝5黒鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 20戦4勝 賞金 70，056，000円
〔発走状況〕 ソレイユドパリ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 バンパークロップ号の騎手村田一誠は，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10，000円。（被害馬：3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。
（非抽選馬） 1頭 メイプルレインボー号
※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。

3302212月3日 晴 良 （29中山5）第2日 第10競走 ��
��1，600�

いちかわ

市川ステークス
発走14時40分 （芝・右・外）
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

市川市長賞（1着）
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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

711 デアレガーロ 牝3鹿 54 V．シュミノー �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：32．5 13．5�
（仏）

57 クリアザトラック 牡3鹿 56 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438－ 61：32．6� 5．8�

68 ヴ ェ ネ ト 牡5鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 41：32．7	 4．1�

45 ヒーズインラブ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 524± 01：33．01� 6．4�
710 チャンピオンルパン 牡6鹿 57 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 492± 0 〃 クビ 119．9	
22 パルティトゥーラ 牝3黒鹿54 横山 典弘 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：33．1� 2．9

56 ウイングチップ 
5黒鹿57 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 500＋ 21：33．2クビ 24．7�
69 ルグランパントル 
5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＋ 2 〃 クビ 26．1�
813 ブライトチェリー 牝7芦 55 丹内 祐次 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 476＋ 41：33．3� 248．5
44 マイネルメリエンダ 牡6栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 500＋ 81：33．61� 20．9�
812 ディアマイダーリン 牝5鹿 55 田中 勝春窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 492－ 21：33．7クビ 79．4�
11 � ルグランフリソン 牡4鹿 57 勝浦 正樹前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 480＋141：33．8� 14．2�
33 ネオスターダム 牡5黒鹿57 柴山 雄一一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490＋101：34．12 20．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，887，700円 複勝： 74，448，000円 枠連： 26，042，300円
馬連： 145，150，300円 馬単： 60，383，500円 ワイド： 71，312，400円
3連複： 170，052，300円 3連単： 240，909，200円 計： 844，185，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 310円 � 190円 � 150円 枠 連（5－7） 2，420円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 8，840円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 750円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 34，020円

票 数

単勝票数 計 558877 的中 � 33100（5番人気）
複勝票数 計 744480 的中 � 50582（6番人気）� 104872（3番人気）� 151605（1番人気）
枠連票数 計 260423 的中 （5－7） 8339（10番人気）
馬連票数 計1451503 的中 �� 29856（14番人気）
馬単票数 計 603835 的中 �� 5118（33番人気）
ワイド票数 計 713124 的中 �� 13612（13番人気）�� 23914（7番人気）�� 49653（3番人気）
3連複票数 計1700523 的中 ��� 34504（8番人気）
3連単票数 計2409092 的中 ��� 5134（111番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．3―11．3―11．4―11．5―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．1―46．4―57．8―1：09．3―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．7

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

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 デビュー 2016．12．25 中山1着

2014．4．13生 牝3鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 7戦4勝 賞金 50，639，000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。



3302312月3日 晴 良 （29中山5）第2日 第11競走 ��
��1，200�ラピスラズリステークス

発走15時20分 （芝・右・外）
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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

811 アルティマブラッド 牝5青鹿54 津村 明秀 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476－ 21：07．9 7．1�
55 ナックビーナス 牝4青鹿54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 518＋ 61：08．0	 1．8�
22 サ ザ ナ ミ 牝5鹿 54 石橋 脩 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 426＋ 41：08．1	 7．7�
68 ダノンルージュ 牝7鹿 54 V．シュミノー�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 484± 01：08．2	 37．7�

（仏）

710
 エイシンブルズアイ 牡6栗 58 北村 宏司�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 474－ 41：08．3	 17．1	
812 コスモドーム 牡6鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 526＋ 8 〃 ハナ 26．9

56 ショウナンアチーヴ 牡6黒鹿56 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496± 01：08．4� 109．7�
11 � オ ウ ノ ミ チ 牡6黒鹿56 柴田 善臣小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 472－ 8 〃 クビ 47．5�
44 グレイトチャーター 牡5鹿 56 勝浦 正樹�ノースヒルズ 島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 81：08．5クビ 4．9
33 ラヴァーズポイント 牝7青鹿54 田中 勝春三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 510－141：08．6� 21．9�
79 プレイズエターナル 牡7黒鹿56 西田雄一郎 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490－ 21：08．81� 35．8�
67 シンボリディスコ 牡7栗 56 丹内 祐次シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 490＋ 21：09．01� 66．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 66，982，600円 複勝： 88，353，900円 枠連： 44，001，600円
馬連： 214，369，600円 馬単： 105，320，900円 ワイド： 90，958，500円
3連複： 278，495，800円 3連単： 501，313，400円 計： 1，389，796，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 150円 � 110円 � 170円 枠 連（5－8） 440円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 250円 �� 670円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 7，000円

票 数

単勝票数 計 669826 的中 � 75472（3番人気）
複勝票数 計 883539 的中 � 109279（2番人気）� 384002（1番人気）� 88481（4番人気）
枠連票数 計 440016 的中 （5－8） 76179（1番人気）
馬連票数 計2143696 的中 �� 283613（2番人気）
馬単票数 計1053209 的中 �� 48435（5番人気）
ワイド票数 計 909585 的中 �� 102292（1番人気）�� 30398（9番人気）�� 77913（3番人気）
3連複票数 計2784958 的中 ��� 182359（3番人気）
3連単票数 計5013134 的中 ��� 51858（15番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．0―11．3―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―33．9―45．2―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．0
3 1，11，5（3，4，7）（2，6，8）－10－12，9 4 1（5，11）（3，4）2（6，7）（10，8）－12－9

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5青鹿 母 アルティマトゥーレ 母母 エアトゥーレ 28戦6勝 賞金 117，793，000円
※ダノンルージュ号は，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。

3302412月3日 晴 良 （29中山5）第2日 第12競走 ��
��2，500�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55�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
2：29．5
2：29．5

良
良

11 ホウオウパフューム 牝3栗 53 松岡 正海小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 484± 02：34．7 3．3�
55 � イ チ ダ イ 牡4鹿 57 三浦 皇成合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B532＋ 42：34．8	 4．8�
22 バラダガール 牝3黒鹿53 石橋 脩 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 540－ 82：34．9	 4．2�
44 コスモピクシス 牝4黒鹿55 津村 明秀 �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 424－ 62：35．0	 18．1�
78 コスモジャーベ 牡4黒鹿57 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 478＋ 4 〃 アタマ 7．2�
33 サブライムカイザー 牡5鹿 57 吉田 豊 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 498± 0 〃 ハナ 10．1

810 コウキチョウサン 牡4鹿 57 北村 宏司	チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 466＋ 22：35．31
 8．6�
66 � ハヤブサライデン 牡5鹿 57 江田 照男�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 486－ 22：35．4	 87．7�
89 マイネルフレスコ 牡6栗 57 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 488＋14 〃 クビ 19．8
77 キークラッカー 牡4鹿 57 柴田 善臣北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 532＋102：36．35 24．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 65，737，200円 複勝： 77，835，900円 枠連： 30，848，600円
馬連： 155，557，400円 馬単： 67，461，100円 ワイド： 80，008，400円
3連複： 183，668，000円 3連単： 319，787，800円 計： 980，904，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 150円 � 150円 枠 連（1－5） 940円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 360円 �� 310円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 4，800円

票 数

単勝票数 計 657372 的中 � 158461（1番人気）
複勝票数 計 778359 的中 � 155513（1番人気）� 136476（2番人気）� 122010（3番人気）
枠連票数 計 308486 的中 （1－5） 25373（4番人気）
馬連票数 計1555574 的中 �� 142396（2番人気）
馬単票数 計 674611 的中 �� 35733（2番人気）
ワイド票数 計 800084 的中 �� 56119（2番人気）�� 67482（1番人気）�� 48273（3番人気）
3連複票数 計1836680 的中 ��� 105908（1番人気）
3連単票数 計3197878 的中 ��� 48210（2番人気）

ハロンタイム 7．1―12．0―12．4―11．8―12．5―13．6―13．3―12．9―11．9―12．2―11．7―11．5―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―19．1―31．5―43．3―55．8―1：09．4―1：22．7―1：35．6―1：47．5―1：59．7―2：11．4―2：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．2―3F35．0
1
�
7－6－（3，8）5，1，2－（9，10）＝4
7，8（6，5）（3，1）（9，10，2）－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウパフューム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．8．7 新潟3着

2014．2．16生 牝3栗 母 マチカネタマカズラ 母母 Sweet and Ready 8戦3勝 賞金 29，138，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（29中山5）第2日 12月3日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

219，940，000円
5，060，000円
24，450，000円
1，400，000円
23，820，000円
67，660，000円
4，264，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
480，030，800円
669，195，000円
252，690，800円
1，115，057，100円
544，440，800円
581，872，700円
1，385，017，500円
2，174，430，200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
計 7，202，734，900円

総入場人員 25，672名 （有料入場人員 22，370名）
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