
3302512月9日 晴 良 （29中山5）第3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

510 レーヌダンス 牝2青鹿 54
51 ▲武藤 雅酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 小河 豊水 458＋ 81：13．2 1．5�

714 バットオールソー 牡2栗 55 田辺 裕信久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋101：13．41� 10．8�

24 コスモビスティー 牡2鹿 55 黛 弘人岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 472＋ 21：13．61� 12．7�
48 ユ メ イ チ ズ 牡2栗 55 松岡 正海上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 474＋ 41：13．81� 15．3�
612 モンサンロジェ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 480－ 81：13．9クビ 26．0�
816 ムテキノオジョウ 牝2芦 54 三浦 皇成國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 454－ 4 〃 ハナ 39．7�
11 ディアバビアナ 牝2栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ	 高橋 裕 浦河 松栄牧場 480＋ 2 〃 アタマ 5．6

611 ラッキーチャンス 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 452＋ 21：14．11 63．0�
713 ニシノシコン 牡2鹿 55 嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 日進牧場 444－ 21：15．16 55．7�
12 ケ ル ー ス 牡2黒鹿55 柴山 雄一橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 484－ 41：15．63 386．9
35 ピンクソルト 牝2栗 54 宮崎 北斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 430－ 41：15．92 190．2�
59 ナ タ ー シ ャ 牝2青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 468－ 41：16．11 480．2�
23 アリーヤベント 牝2黒鹿54 丹内 祐次馬目 卓氏 萱野 浩二 新ひだか カタオカステーブル 454－ 2 〃 アタマ 289．9�
815 セグレートシチー 牡2栗 55 内田 博幸 	友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B512＋ 41：16．63 40．8�
36 サンタフェサン 牡2鹿 55 大野 拓弥田島榮二郎氏 和田 雄二 様似 中村 勝則 454＋ 2 〃 アタマ 186．4�
47 ベストロマン 牝2栗 54

51 ▲横山 武史西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 464－ 2 〃 ハナ 443．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，374，600円 複勝： 93，794，200円 枠連： 14，915，500円
馬連： 56，858，300円 馬単： 34，027，300円 ワイド： 42，601，800円
3連複： 82，188，400円 3連単： 116，631，400円 計： 473，391，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 180円 枠 連（5－7） 580円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 370円 �� 300円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 4，180円

票 数

単勝票数 計 323746 的中 � 171849（1番人気）
複勝票数 計 937942 的中 � 607377（1番人気）� 39776（5番人気）� 59173（4番人気）
枠連票数 計 149155 的中 （5－7） 19867（2番人気）
馬連票数 計 568583 的中 �� 64187（3番人気）
馬単票数 計 340273 的中 �� 26798（3番人気）
ワイド票数 計 426018 的中 �� 30478（4番人気）�� 39726（3番人気）�� 10449（9番人気）
3連複票数 計 821884 的中 ��� 38395（5番人気）
3連単票数 計1166314 的中 ��� 20189（9番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―12．4―12．8―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．9―46．3―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヌダンス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Nureyev デビュー 2017．10．28 東京2着

2015．5．4生 牝2青鹿 母 ヒドゥンダンス 母母 Hidden Light 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 ユメイチズ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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 ウサギノダンス号・クルーズヴォイス号・フクノヴァランス号

3302612月9日 晴 良 （29中山5）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時20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

11 サムライブルー 牡2黒鹿55 田辺 裕信青山 洋一氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 462－ 21：58．3 2．8�
78 コハクノユメ 牡2鹿 55 柴山 雄一橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 大道牧場 512＋121：58．72� 2．2�
55 ディナミーデン 牡2芦 55 戸崎 圭太ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 464＋ 41：59．23 8．5�
89 ディーエスノワール 牡2青鹿55 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 480＋ 81：59．41� 6．6�
810 サンシャイアン 牡2鹿 55 蛯名 正義 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 浦河 吉田 又治 476－ 41：59．61� 60．4�
22 トニーシャレード 牡2青鹿55 杉原 誠人トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 474＋ 8 〃 アタマ 225．3	
77 ガーデンテラス 牡2栗 55 吉田 豊窪田 芳郎氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 510± 02：00．13 12．7

66 モダンクラシック 牡2栗 55 丹内 祐次中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 今井 秀樹 458＋162：00．52� 209．2�
44 ハンゲキノノロシ 牡2鹿 55 黛 弘人福田 光博氏 和田 雄二 むかわ ヤマイチ牧場 448＋ 22：01．77 68．2�
33 ヤンソンノユウワク 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎内田 玄祥氏 根本 康広 えりも 能登 浩 422－ 42：02．23 93．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 28，854，900円 複勝： 36，349，100円 枠連： 9，100，900円
馬連： 42，383，700円 馬単： 26，003，000円 ワイド： 23，767，500円
3連複： 50，690，300円 3連単： 97，047，700円 計： 314，197，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（1－7） 210円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 130円 �� 240円 �� 250円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，320円

票 数

単勝票数 計 288549 的中 � 85421（2番人気）
複勝票数 計 363491 的中 � 87295（2番人気）� 155658（1番人気）� 34165（4番人気）
枠連票数 計 91009 的中 （1－7） 33277（1番人気）
馬連票数 計 423837 的中 �� 146829（1番人気）
馬単票数 計 260030 的中 �� 36270（2番人気）
ワイド票数 計 237675 的中 �� 60898（1番人気）�� 21177（3番人気）�� 19385（4番人気）
3連複票数 計 506903 的中 ��� 115033（1番人気）
3連単票数 計 970477 的中 ��� 53060（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．5―38．9―52．6―1：05．5―1：18．3―1：31．4―1：44．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．0
1
3
1，2，7－（3，5，6）（10，9）8，4・（1，2）（7，8）5，9（3，4）（10，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サムライブルー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．9．10 中山3着

2015．4．10生 牡2黒鹿 母 スティールパス 母母 ロイヤルペルラ 5戦1勝 賞金 9，600，000円
〔制裁〕 コハクノユメ号の騎手柴山雄一は，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）

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３日



3302712月9日 晴 良 （29中山5）第3日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時50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

714 ジョブックコメン 牝2黒鹿54 吉田 豊�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 422＋ 21：35．3 3．6�
611 シュバルツリッター 牡2青鹿55 三浦 皇成ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 458± 01：35．51� 22．2�
713 マートルリース 牝2黒鹿54 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 446－ 41：35．6� 2．6�
11 ロイヤルジュビリー 牝2青 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 436± 01：35．7クビ 28．2�
48 ア シ ェ ッ ト 牝2鹿 54 大庭 和弥加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 446＋121：35．8� 200．4	
12 レ ア バ ー ド 牡2鹿 55 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 518＋ 6 〃 ハナ 7．3

815 エイワファースト 牝2鹿 54 田辺 裕信永井公太郎氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 456＋ 61：35．9クビ 23．1�
816 ドクターデューン 牝2鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 476－ 81：36．0� 165．3�
612 ノアダイヤモンド 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 464－ 2 〃 ハナ 48．8
24 ムーンライズ 牝2鹿 54 大野 拓弥平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 444＋121：36．21	 311．2�
36 ダイワダンディ 牡2栗 55 内田 博幸大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 526＋ 41：36．3クビ 14．1�
47 ベストミライ 牝2芦 54 戸崎 圭太松尾 正氏 藤原 辰雄 青森 諏訪牧場 500± 0 〃 クビ 6．4�
59 キングスキャット 牡2鹿 55 北村 宏司 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 498－ 41：36．51	 88．2�
35 マイネルゲルトナー 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 日高 瀬戸牧場 464＋ 21：37．24 165．5�
510 オマツリサワギ 牝2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 岡田スタツド 444＋12 〃 クビ 325．0�
23 サンマルパール 牝2黒鹿54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 398＋121：38．15 276．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，173，200円 複勝： 43，373，400円 枠連： 17，175，400円
馬連： 50，826，100円 馬単： 25，246，400円 ワイド： 34，804，000円
3連複： 70，745，400円 3連単： 86，601，400円 計： 358，945，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 340円 � 130円 枠 連（6－7） 1，110円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 790円 �� 210円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 16，320円

票 数

単勝票数 計 301732 的中 � 69864（2番人気）
複勝票数 計 433734 的中 � 99091（2番人気）� 21496（6番人気）� 101634（1番人気）
枠連票数 計 171754 的中 （6－7） 11966（4番人気）
馬連票数 計 508261 的中 �� 12652（11番人気）
馬単票数 計 252464 的中 �� 4315（17番人気）
ワイド票数 計 348040 的中 �� 9959（9番人気）�� 52926（1番人気）�� 8566（11番人気）
3連複票数 計 707454 的中 ��� 26201（6番人気）
3連単票数 計 866014 的中 ��� 3845（42番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―11．9―12．1―12．0―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．6―46．5―58．6―1：10．6―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．7

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

勝馬の
紹 介

ジョブックコメン �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．7．8 福島3着

2015．3．12生 牝2黒鹿 母 カルトマリーヌ 母母 アイリスタイム 7戦1勝 賞金 14，150，000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 ウィキャン号・キサラギコマチ号

3302812月9日 晴 良 （29中山5）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時20分 （芝・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
1：46．4
1：45．6

良
良

23 エフティアテナ 牝2黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：49．2 5．2�
612 ハーレムライン 牝2鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 466＋ 8 〃 クビ 18．7�
611 ク リ ッ パ ー 牝2青鹿54 戸崎 圭太吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 452－ 81：49．3クビ 1．9�
47 パイオニアバイオ 牝2鹿 54 柴田 善臣バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 432＋101：49．51� 7．9�
11 ハービンマオ 牝2栗 54 松岡 正海森口�一郎氏 中舘 英二 登別 登別上水牧場 450± 0 〃 ハナ 22．5	
816 プリマドンナ 牝2黒鹿54 田辺 裕信近藤 英子氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 430－ 61：49．81� 59．0

713 ソリフロール 牝2黒鹿54 北村 宏司�ヤブウチ 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 450＋ 41：50．22� 73．7�
714 ダイワルーシー 牝2鹿 54 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454＋ 81：50．3クビ 156．2�
510 オーヴォドーロ 牝2黒鹿54 内田 博幸 いとはんホール

ディングス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 464＋ 21：50．4� 17．0�
12 シエルクレール 牝2鹿 54 吉田 豊 �カナヤマホール

ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 494＋ 6 〃 ハナ 31．1�
24 オースオブゴールド 牝2栗 54 V．シュミノー 吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 434± 01：50．5� 9．1�

（仏）

35 マコトオキツカガミ 牝2黒鹿 54
51 ▲武藤 雅�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 436＋141：50．6クビ 150．5�

36 マ リ ー ツ ァ 牝2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 462＋ 41：50．7� 228．3�
59 ベ リ ー タ 牝2栗 54 柴田 大知 �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 428－16 〃 クビ 239．0�
815 マオノキャッツアイ 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也湯浅 健司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 462＋ 41：51．44 369．6�
48 フューチャフラッグ 牝2栗 54 丹内 祐次 コスモヴューファーム 小笠 倫弘 青森 ワールドファーム 432＋ 61：51．5� 770．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，706，200円 複勝： 54，166，400円 枠連： 17，232，500円
馬連： 57，282，000円 馬単： 29，517，600円 ワイド： 40，614，300円
3連複： 73，725，900円 3連単： 100，446，800円 計： 409，691，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 140円 � 240円 � 120円 枠 連（2－6） 260円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 630円 �� 230円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 14，730円

票 数

単勝票数 計 367062 的中 � 59580（2番人気）
複勝票数 計 541664 的中 � 107187（2番人気）� 41581（5番人気）� 137407（1番人気）
枠連票数 計 172325 的中 （2－6） 50496（1番人気）
馬連票数 計 572820 的中 �� 16997（8番人気）
馬単票数 計 295176 的中 �� 4647（16番人気）
ワイド票数 計 406143 的中 �� 14987（8番人気）�� 52011（1番人気）�� 18579（5番人気）
3連複票数 計 737259 的中 ��� 31781（3番人気）
3連単票数 計1004468 的中 ��� 4943（36番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―11．8―12．3―12．1―12．2―12．3―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．3―48．6―1：00．7―1：12．9―1：25．2―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エフティアテナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．21 東京2着

2015．3．1生 牝2黒鹿 母 エフティマイア 母母 カツラドライバー 3戦1勝 賞金 9，800，000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。



3302912月9日 晴 良 （29中山5）第3日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時10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

713 ツ ヅ ミ モ ン 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �いとはんホール
ディングス 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 540 ―1：36．2 1．7�

611 フ レ ッ チ ア 牡2青鹿55 V．シュミノー�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484 ― 〃 ハナ 6．1�
（仏）

34 コスモビッグハート 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 浦河 市川フアーム 482 ―1：36．94 55．1�
610 ソーラーフレア 牡2鹿 55 津村 明秀 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 476 ― 〃 アタマ 26．5�
814 ニシノフリヒメ 牝2栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 浦河 谷川牧場 424 ―1：37．11� 92．2	
23 ケイツーシリング 牝2鹿 54 松岡 正海楠本 勝美氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 420 ―1：37．42 314．1

59 グットクルサマー 牡2栗 55 北村 宏司 �アフロin El Paso 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496 ―1：37．61 14．9�
22 フ ィ デ リ オ 牡2黒鹿55 三浦 皇成�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 408 ―1：37．81� 34．1�
815 ナイトジュレップ 牡2栗 55 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 482 ―1：37．9	 182．4
58 スクワットゴールズ 牝2鹿 54 蛯名 正義清水 正裕氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 438 ―1：38．21	 249．7�
11 モルドレッド 牡2鹿 55 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 488 ―1：38．3� 5．5�
35 シネマソングス 牝2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社
吉田ファーム 424 ― 〃 クビ 18．3�

712 ブラウンファシール 牝2黒鹿54 内田 博幸キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 多田 善弘 444 ―1：38．4� 92．7�
46 コスモジェム 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 浦河 富田牧場 448 ―1：40．3大差 319．6�
47 ビクトリーモーン 牡2鹿 55 吉田 豊吉田 千津氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 476 ― （競走中止） 111．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，506，000円 複勝： 51，938，900円 枠連： 15，113，800円
馬連： 53，212，600円 馬単： 35，325，100円 ワイド： 35，333，800円
3連複： 65，170，300円 3連単： 101，970，600円 計： 401，571，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 720円 枠 連（6－7） 380円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，240円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 10，190円

票 数

単勝票数 計 435060 的中 � 216050（1番人気）
複勝票数 計 519389 的中 � 233705（1番人気）� 65532（3番人気）� 8694（8番人気）
枠連票数 計 151138 的中 （6－7） 30725（1番人気）
馬連票数 計 532126 的中 �� 87786（1番人気）
馬単票数 計 353251 的中 �� 42217（1番人気）
ワイド票数 計 353338 的中 �� 49658（1番人気）�� 6492（15番人気）�� 2634（25番人気）
3連複票数 計 651703 的中 ��� 9903（13番人気）
3連単票数 計1019706 的中 ��� 7249（25番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．8―12．5―12．4―12．0―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．1―48．6―1：01．0―1：13．0―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ツ ヅ ミ モ ン �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2015．2．23生 牝2黒鹿 母 カタマチボタン 母母 タヤスブルーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ビクトリーモーン号は，4コーナーで急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ビクトリーモーン号は，4コーナーで急に外側に逃避したことについて平成29年12月10日から

平成29年12月31日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
※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。

3303012月9日 晴 良 （29中山5）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時45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

57 � オーロリンチェ 牝2栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Trackside Farm
& Tenlane Farm 482 ―1：11．9 2．3�

610 ファニーバニー 牝2青 54 戸崎 圭太市川義美ホール
ディングス� 藤岡 健一 日高 白井牧場 448 ―1：12．0� 4．9�

58 スマートアルタイル 牡2栗 55 内田 博幸大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 458 ―1：12．53 5．3�
814 シンボリソウル 	2青鹿55 嶋田 純次シンボリ牧場 尾形 和幸 浦河 高村牧場 440 ―1：13．88 9．8�
46 アイアムサファイア 牝2青鹿 54

51 ▲横山 武史堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 406 ―1：14．54 42．3�
69 ベ イ ス ン 牡2黒鹿55 田辺 裕信吉田 晴哉氏 尾形 和幸 安平 追分ファーム 480 ―1：14．6
 7．6	
711 セイユウガッツ 牡2栗 55

52 ▲木幡 育也松岡 正二氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 472 ―1：15．13 41．4

813 ダイメイライガー 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 468 ―1：15．42 53．7�
11 ノボサプライズ 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン
テンファーム 420 ―1：15．72 89．4�

33 ティーエスフォルソ 牡2黒鹿55 松岡 正海深見 富朗氏 的場 均 新冠 前川 隆範 420 ―1：15．8
 150．4
45 オンディーヌ 牝2鹿 54 柴山 雄一的場 徹氏 菊沢 隆徳 新ひだか 大平牧場 520 ―1：15．9
 21．4�
712 ミメウルワシ 牝2栃栗54 柴田 善臣江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 446 ―1：16．22 382．6�
34 アイラブトントン 牡2栗 55 武士沢友治村田 哲朗氏 浅野洋一郎 新冠 村上牧場 460 ―1：17．47 164．4�
22 ワンダークイーン 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也小林 章氏 蛯名 利弘 平取 有限会社中
田牧場 488 ―1：17．5
 163．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，126，000円 複勝： 37，818，000円 枠連： 17，788，800円
馬連： 56，916，600円 馬単： 31，171，000円 ワイド： 36，037，200円
3連複： 65，453，000円 3連単： 93，272，700円 計： 376，583，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 150円 � 150円 枠 連（5－6） 260円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 260円 �� 250円 �� 340円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 3，020円

票 数

単勝票数 計 381260 的中 � 135093（1番人気）
複勝票数 計 378180 的中 � 103490（1番人気）� 57733（2番人気）� 57169（3番人気）
枠連票数 計 177888 的中 （5－6） 53000（1番人気）
馬連票数 計 569166 的中 �� 67905（2番人気）
馬単票数 計 311710 的中 �� 22103（2番人気）
ワイド票数 計 360372 的中 �� 36833（2番人気）�� 37814（1番人気）�� 24893（4番人気）
3連複票数 計 654530 的中 ��� 61292（1番人気）
3連単票数 計 932727 的中 ��� 22366（2番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．7―12．1―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．8―46．9―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．1
3 ・（7，10）14－（6，8）（12，13）11－5（1，2，9）＝3－4 4 ・（7，10）－14－（6，8）－（12，13）11（5，9）1－2＝3＝4

勝馬の
紹 介

�オーロリンチェ �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Meadowlake 初出走

2015．4．9生 牝2栗 母 It’schemistrybaby 母母 Not So Pleasant 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アイアムサファイア号の騎手横山武史は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・4番・3番・2番）
〔その他〕 アイラブトントン号・ワンダークイーン号は，発走直後に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。



3303112月9日 晴 良 （29中山5）第3日 第7競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

23 � ランニングウインド 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 480－ 81：54．4 257．1�
714 アドマイヤガスト 牡5鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 538＋141：54．61	 61．0�
611 グレイスニコ 牝3栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 472＋ 21：54．7
 13．1�
35 クインズプルート 牡4栗 57 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 526＋ 81：54．91 10．2�
11 ボーントゥレイン 牡4鹿 57 柴山 雄一窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 522＋ 4 〃 ハナ 34．8	
815 アルセナーレ 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �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 518＋ 21：55．0
 9．8

48 ダイワハッスル 牡5栃栗 57

54 ▲武藤 雅大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B484± 01：55．1クビ 55．3�
12 マイネルネッツ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 492＋ 6 〃 ハナ 7．9�
59 � バスカヴィル 牡3鹿 56 V．シュミノー H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

476± 01：55．2� 3．5
（仏）

713 ハルカノテソーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二氏 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 520－ 2 〃 クビ 2．9�
816 ワイルドゲーム 牡4鹿 57 松岡 正海合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 498＋101：55．3クビ 138．7�
612� トリリオネア 牡3鹿 56 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 英 Darley 466＋ 81：55．4� 24．0�
510 ダイワチャーチル 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B514＋ 21：55．61 18．8�
47 クラウンロマン 牝4芦 55 大野 拓弥矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 456＋ 21：55．81� 121．0�
36 バルビエール 牡5鹿 57 蛯名 正義吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか タイヘイ牧場 518＋ 41：56．01	 99．2�
24 オウケンスターダム 牡3鹿 56 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 486＋ 61：56．85 29．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，790，500円 複勝： 54，596，100円 枠連： 18，384，000円
馬連： 78，363，600円 馬単： 34，652，900円 ワイド： 51，878，600円
3連複： 101，192，400円 3連単： 120，288，700円 計： 499，146，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 25，710円 複 勝 � 5，400円 � 1，300円 � 350円 枠 連（2－7） 4，520円

馬 連 �� 446，550円 馬 単 �� 962，580円

ワ イ ド �� 124，860円 �� 36，560円 �� 9，400円

3 連 複 ��� 2，232，180円 3 連 単 ��� 21，802，320円

票 数

単勝票数 計 397905 的中 � 1238（16番人気）
複勝票数 計 545961 的中 � 2434（16番人気）� 10553（11番人気）� 46481（5番人気）
枠連票数 計 183840 的中 （2－7） 3152（17番人気）
馬連票数 計 783636 的中 �� 136（117番人気）
馬単票数 計 346529 的中 �� 27（237番人気）
ワイド票数 計 518786 的中 �� 107（119番人気）�� 366（103番人気）�� 1432（63番人気）
3連複票数 計1011924 的中 ��� 34（541番人気）
3連単票数 計1202887 的中 ��� 4（3249番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．2―50．4―1：02．8―1：15．0―1：27．4―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ランニングウインド �
�
父 Discreetly Mine �

�
母父 Running Stag

2014．2．27生 牡3鹿 母 ランニングボブキャッツ 母母 Backatem 2戦1勝 賞金 7，500，000円
地方デビュー 2017．8．18 浦和

〔騎手変更〕 ボーントゥレイン号の騎手吉田豊は，第5競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミラクルユニバンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3303212月9日 晴 良 （29中山5）第3日 第8競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

714� リ モ ン デ ィ 牡3鹿 55 V．シュミノー 吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-
toral Co Pty Ltd 534＋ 81：11．2 3．4�

（仏）

612 シ ェ ア ー ド 牡4鹿 57
56 ☆木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 486＋ 41：11．3	 3．1�

47 カフェライジング 牡5鹿 57
54 ▲武藤 雅西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 510－141：11．51	 12．5�

48 メイショウミズカゼ 牡3栗 56 三浦 皇成松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 484＋ 41：11．6	 17．4�
815 シルバーストーン 牡3芦 56 柴山 雄一峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 502＋101：11．81
 21．8�
36 シゲルヒラマサ 牡4芦 57 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 478＋ 61：11．9� 6．7�
12 ホウオウマリリン 牝4栗 55 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 410＋ 81：12．0� 41．1	
713 タケルラグーン 牡5鹿 57 戸崎 圭太森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 490－ 6 〃 ハナ 9．0

11 スレッジハンマー 牡5鹿 57 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 484＋ 81：12．1クビ 73．0�
611 パッシングブリーズ 牡6鹿 57 蛯名 正義三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 クビ 26．3
816 ネ コ ビ ッ チ 牡3鹿 56 北村 宏司桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 高瀬牧場 486＋ 41：12．2クビ 19．6�
24 コスモラヴモア 牡6鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 504＋10 〃 クビ 55．0�
59 コンドルヒデオ 牡5鹿 57

54 ▲横山 武史庄司 修二氏 牧浦 充徳 浦河 小島牧場 512± 01：12．3クビ 38．1�
35 バ イ レ 牝5芦 55

52 ▲野中悠太郎 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 41：14．0大差 134．7�
510� ウ リ ボ ー 牡5栗 57 内田 博幸冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 532＋101：14．74 52．9�
23 ミッキーシーガル 牡5青鹿 57

54 ▲木幡 育也野田みづき氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B496＋ 41：15．02 141．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，370，500円 複勝： 56，843，200円 枠連： 24，064，700円
馬連： 79，653，200円 馬単： 33，910，200円 ワイド： 48，607，800円
3連複： 99，480，200円 3連単： 117，615，300円 計： 497，545，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 140円 � 300円 枠 連（6－7） 420円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 310円 �� 830円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 373705 的中 � 85533（2番人気）
複勝票数 計 568432 的中 � 116034（2番人気）� 122467（1番人気）� 35093（5番人気）
枠連票数 計 240647 的中 （6－7） 44392（1番人気）
馬連票数 計 796532 的中 �� 91909（1番人気）
馬単票数 計 339102 的中 �� 22761（1番人気）
ワイド票数 計 486078 的中 �� 44661（1番人気）�� 14011（9番人気）�� 18672（5番人気）
3連複票数 計 994802 的中 ��� 30924（3番人気）
3連単票数 計1176153 的中 ��� 10761（7番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―11．8―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．2―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リ モ ン デ ィ �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Danehill デビュー 2016．12．3 中山8着

2014．9．13生 牡3鹿 母 Niagara Falls 母母 Bracken Bank 8戦3勝 賞金 24，250，000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） 2頭 エメラルエナジー号・ワンボーイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3303312月9日 晴 良 （29中山5）第3日 第9競走 ��
��1，800�

か す み が う ら

霞 ヶ 浦 特 別
発走14時15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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

812 クラウンディバイダ 牡4黒鹿57 大野 拓弥�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 472＋ 81：48．7 10．6�
11 スマートエレメンツ 牡3鹿 56 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 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 502± 01：49．33� 3．8�

56 ラッシュアタック 牡5鹿 57 木幡 巧也 �キャロットファーム 菊川 正達 洞	湖 レイクヴィラファーム 506＋10 〃 アタマ 22．9�
33 
 フィールドシャルム 牡4鹿 57 田中 勝春岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 492＋121：49．4� 80．4�
67 ジョンブドール 牝5鹿 55 V．シュミノー �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 448± 01：49．5� 11．4	

（仏）

22 ケルフロイデ 牡4鹿 57 内田 博幸 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 30．3

68 シャインアロー �5栗 57 松岡 正海岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 458－ 41：49．6クビ 11．6�
710 ゴールドスミス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 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 534＋ 81：49．81� 2．0�
811 フジマサエンペラー �8黒鹿57 柴山 雄一藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 500＋ 41：50．12 42．5
79 サ ン シ ロ ウ 牡3鹿 56 柴田 善臣合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 498＋12 〃 ハナ 33．1�
55 トライブキング 牡4鹿 57 津村 明秀前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 444－ 61：50．52� 56．9�
44 テスタメント 牡6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 456＋141：50．71� 13．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，190，400円 複勝： 61，650，400円 枠連： 19，112，200円
馬連： 93，201，200円 馬単： 50，499，000円 ワイド： 53，521，500円
3連複： 108，663，500円 3連単： 193，515，200円 計： 623，353，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 290円 � 180円 � 550円 枠 連（1－8） 1，690円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，320円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 11，320円 3 連 単 ��� 65，920円

票 数

単勝票数 計 431904 的中 � 32568（3番人気）
複勝票数 計 616504 的中 � 53841（3番人気）� 108010（2番人気）� 24357（7番人気）
枠連票数 計 191122 的中 （1－8） 8757（6番人気）
馬連票数 計 932012 的中 �� 41938（6番人気）
馬単票数 計 504990 的中 �� 7912（17番人気）
ワイド票数 計 535215 的中 �� 27524（5番人気）�� 5633（24番人気）�� 12033（11番人気）
3連複票数 計1086635 的中 ��� 7197（36番人気）
3連単票数 計1935152 的中 ��� 2128（183番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―36．9―49．5―1：01．2―1：13．2―1：25．0―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラウンディバイダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．26 中山2着

2013．4．13生 牡4黒鹿 母 インコンパス 母母 Totality 20戦4勝 賞金 67，461，000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。

3303412月9日 晴 良 （29中山5）第3日 第10競走 ��
��1，200�アクアラインステークス

発走14時50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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

612� ベ ッ ク 牡6栗 57 田辺 裕信細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 506± 01：11．2 19．7�
24 リンガスウーノ 牝4栗 55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 498± 01：11．3	 19．9�
48 サザンボルケーノ 牡3栗 56 松岡 正海南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 496＋ 21：11．51 12．5�
23 ヒカリブランデー 牡6鹿 57 北村 宏司�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 488＋ 2 〃 クビ 25．8�
510
 インディーズゲーム 牡9鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 486＋181：11．71 75．2�
12 ス ミ レ 牝4鹿 55 丹内 祐次林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 458＋ 8 〃 クビ 26．8	
714� チェリーサマー 牡5鹿 57 野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 520＋ 41：11．8クビ 35．9

713 シゲルコング 牡3鹿 56 武藤 雅森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 508＋ 2 〃 クビ 50．8�
35 サーティグランド 牡5鹿 57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 510＋ 81：11．9クビ 15．8�
816� ノボリクリーン 牡5青鹿57 岩崎 翼原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 480－ 21：12．0� 86．1
11 ガ ン ジ ー 牡6栗 57 柴田 大知岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 502－ 21：12．1クビ 36．3�
59 メイショウワダイコ 牡5鹿 57 柴山 雄一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 530± 0 〃 ハナ 31．8�
47 ヨウライフク �5栗 57 勝浦 正樹小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 B500± 01：12．42 93．0�
815 アシャカダイキ 牝3鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：12．61 2．7�
611 チュラカーギー 牝4栗 55 戸崎 圭太瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 482± 01：12．91� 2．5�
36 ウィッシュハピネス 牝5青鹿55 三浦 皇成前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－14 〃 アタマ 25．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，058，100円 複勝： 79，029，600円 枠連： 37，936，100円
馬連： 147，652，400円 馬単： 65，330，600円 ワイド： 85，608，400円
3連複： 188，969，400円 3連単： 251，696，000円 計： 912，280，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 440円 � 460円 � 430円 枠 連（2－6） 1，050円

馬 連 �� 22，990円 馬 単 �� 44，260円

ワ イ ド �� 4，450円 �� 2，380円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 47，320円 3 連 単 ��� 378，580円

票 数

単勝票数 計 560581 的中 � 22651（5番人気）
複勝票数 計 790296 的中 � 47469（5番人気）� 44555（6番人気）� 49174（4番人気）
枠連票数 計 379361 的中 （2－6） 27773（2番人気）
馬連票数 計1476524 的中 �� 4977（60番人気）
馬単票数 計 653306 的中 �� 1107（106番人気）
ワイド票数 計 856084 的中 �� 4910（49番人気）�� 9317（24番人気）�� 9993（21番人気）
3連複票数 計1889694 的中 ��� 2995（131番人気）
3連単票数 計2516960 的中 ��� 482（913番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．8―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．6―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．4
3 ・（6，9，16）－（8，15）（4，11，14，13）7（3，12）－10，5（2，1） 4 ・（6，9，16）8，4（3，15，14，13）（11，12）（10，7）（2，1）5

勝馬の
紹 介

�ベ ッ ク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Royal Academy

2011．5．10生 牡6栗 母 マチカネベニザクラ 母母 Doff the Derby 27戦4勝 賞金 84，219，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ベック号の騎手吉田豊は，第5競走での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 グラスエトワール号・ディープミタカ号・パイメイメイ号・ヒカリマサムネ号・プレシャスエース号・

メイショウツレヅレ号・モルジアナ号・ヤサシサ号・ライドオンウインド号・リュクサンブール号



3303512月9日 晴 良 （29中山5）第3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，28．12．10以降29．12．3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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

23 ディアデルレイ 牡6栗 56 勝浦 正樹 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム B506＋ 81：52．0 11．8�
12 サンライズノヴァ 牡3栗 56 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 532＋121：52．74 5．0�
48 � シャイニービーム 牡5鹿 54 田辺 裕信小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 458－ 2 〃 クビ 22．2�
11 クインズサターン 牡4芦 55 津村 明秀 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B478＋12 〃 ハナ 27．8�
815 サンマルデューク 牡8黒鹿55 蛯名 正義相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 512－ 2 〃 アタマ 54．7	
611 ピ オ ネ ロ 牡6鹿 56 V．シュミノー �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B496＋ 21：52．8� 7．6


（仏）

36 リ ッ カ ル ド 	6芦 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 81：52．9クビ 40．6�
59 ア ル タ イ ル 牡5栗 56 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B494＋10 〃 アタマ 18．9�
510 ルールソヴァール 	5栗 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B494＋ 21：53．0� 5．4
816 サンライズソア 牡3青鹿56 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 516＋161：53．42
 4．8�
47 フィールザスマート 牡6青鹿54 武士沢友治櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 504－101：54．14 129．3�
612 コスモカナディアン 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 482＋10 〃 クビ 6．0�
24 マイネルクロップ 牡7芦 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 514＋161：54．52
 245．3�
35 ショウナンアポロン 牡7鹿 55 松岡 正海国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 528＋221：55．24 73．2�
713 アスカノロマン 牡6栗 58 柴田 善臣豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518－ 2 〃 クビ 19．3�
714� レッドレイヴン 牡7青鹿56 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 520＋ 41：56．15 37．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 81，325，100円 複勝： 125，733，600円 枠連： 63，713，300円
馬連： 278，279，900円 馬単： 103，498，700円 ワイド： 131，894，900円
3連複： 389，688，300円 3連単： 484，230，500円 計： 1，658，364，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 380円 � 220円 � 540円 枠 連（1－2） 2，200円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 7，340円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 4，070円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 28，120円 3 連 単 ��� 171，000円

票 数

単勝票数 計 813251 的中 � 54778（6番人気）
複勝票数 計1257336 的中 � 81786（6番人気）� 177830（3番人気）� 54651（8番人気）
枠連票数 計 637133 的中 （1－2） 22434（9番人気）
馬連票数 計2782799 的中 �� 72333（13番人気）
馬単票数 計1034987 的中 �� 10569（29番人気）
ワイド票数 計1318949 的中 �� 21851（18番人気）�� 8219（45番人気）�� 15477（28番人気）
3連複票数 計3896883 的中 ��� 10392（88番人気）
3連単票数 計4842305 的中 ��� 2053（519番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．8―49．7―1：02．3―1：14．9―1：27．2―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ディアデルレイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．29 中山1着

2011．2．27生 牡6栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 24戦7勝 賞金 134，589，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 クラリティシチー号・ケンベストカフェ号・サノイチ号・サングラス号・スズカリバー号・スリータイタン号・

デビルズハーツ号・パリカラノテガミ号・ヨヨギマック号・リゾネーター号・リーゼントロック号
※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。

3303612月9日 晴 良 （29中山5）第3日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時00分 （芝・右）

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
1：44．9
1：43．9

良
良

47 アオイシンゴ 牡3芦 56 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 486＋ 61：49．5 7．2�
12 バトルスピリッツ 牡3鹿 56 V．シュミノー 山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 三石川上牧場 522＋261：49．6� 5．6�

（仏）

713 ショウナンサスケ 牡4鹿 57 柴山 雄一国本 哲秀氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 474＋101：49．81� 3．4�
714 ウ ォ ー ブ ル 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 474＋ 81：49．9クビ 19．4�
48 コンフィデンス 牡3栗 56 田辺 裕信近藤 英子氏 奥村 武 浦河 日の出牧場 516＋ 8 〃 クビ 16．2�
815 プレイヤーサムソン 牡4鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 476＋101：50．0クビ 86．4	
11 ナッツスター 牡4鹿 57

54 ▲武藤 雅早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 460＋10 〃 クビ 152．8

23 スターファセット 牝5鹿 55 三浦 皇成吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 460＋ 6 〃 アタマ 11．9�
35 コスモスピード 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 登別 青藍牧場 442＋ 41：50．21� 56．0�
59 クラークキー 牡3鹿 56 戸崎 圭太保坂 和孝氏 池上 昌弘 新冠 長浜牧場 480－ 41：50．41� 3．1
36 ダイワドノヴァン 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B530＋ 6 〃 クビ 39．3�
510� アンドトゥモロー 牝5鹿 55 勝浦 正樹吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 8 〃 アタマ 80．2�
24 ツ ヅ ク 牝3鹿 54 杉原 誠人清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 21：50．61	 72．0�
612 ゴージャスガール 牝5黒鹿55 大野 拓弥飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 456＋ 41：50．7クビ 43．9�
611 コスモレティクルム 牝4鹿 55 松岡 正海 �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 458＋ 31：50．8� 178．0�
816 バリンジャー 牡3栗 56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 444＋101：50．9	 52．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，747，700円 複勝： 81，628，200円 枠連： 32，430，400円
馬連： 133，189，400円 馬単： 56，132，400円 ワイド： 77，166，600円
3連複： 168，809，400円 3連単： 228，230，800円 計： 836，334，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 190円 � 160円 枠 連（1－4） 1，650円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 910円 �� 570円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 28，060円

票 数

単勝票数 計 587477 的中 � 64454（4番人気）
複勝票数 計 816282 的中 � 97486（4番人気）� 106714（3番人気）� 148270（2番人気）
枠連票数 計 324304 的中 （1－4） 15222（8番人気）
馬連票数 計1331894 的中 �� 39615（8番人気）
馬単票数 計 561324 的中 �� 8012（20番人気）
ワイド票数 計 771666 的中 �� 21296（9番人気）�� 35968（5番人気）�� 25644（7番人気）
3連複票数 計1688094 的中 ��� 29124（9番人気）
3連単票数 計2282308 的中 ��� 5895（78番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．3―12．8―12．5―12．5―12．0―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．8―49．6―1：02．1―1：14．6―1：26．6―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．9
1
3
14，1，7（2，13）－（3，8）－6，5（9，12）10（15，16）4－11
14（1，7，13）2（8，6）（5，12）（3，9）（10，15，16）－4，11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アオイシンゴ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．12．17 中山2着

2014．5．15生 牡3芦 母 ジャストジョーイ 母母 バースデイローズ 10戦2勝 賞金 22，950，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ショウナンサスケ号の騎手吉田豊は，第5競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
〔発走状況〕 ナッツスター号・クラークキー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

アオイシンゴ号・コスモレティクルム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アオイシンゴ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アンジェリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（29中山5）第3日 12月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

218，470，000円
2，530，000円
21，690，000円
1，420，000円
24，100，000円
75，369，000円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
526，223，200円
776，921，100円
286，967，600円
1，127，819，000円
525，314，200円
661，836，400円
1，464，776，500円
1，991，547，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，361，405，100円

総入場人員 20，334名 （有料入場人員 17，697名）
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