
3303712月10日 晴 良 （29中山5）第4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

24 フェリーチェ 牝2鹿 54 横山 典弘�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 444－ 81：12．6 3．4�

11 ロードネプチューン 牡2青鹿55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 日高 道見牧場 B470＋ 41：12．92 7．1�
48 コウギョウブライト 牡2芦 55 北村 宏司菊地 捷士氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 462＋ 41：13．0� 5．8�
714 コウユーホクト 牡2鹿 55 蛯名 正義加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 502＋101：13．21 5．6�
815 ビビッドプルメージ 牡2青鹿55 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 6 〃 ハナ 22．2	
47 セイウンクールガイ 牡2栗 55 大野 拓弥西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 446＋ 41：13．3� 24．1

12 カイザーメランジェ 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 462＋ 61：13．4クビ 185．6�
36 ザ イ オ ン 牡2鹿 55 田辺 裕信小泉 修氏 相沢 郁 新ひだか 米田牧場 466＋ 81：13．61� 5．3�
59 ブロンドキュート 牝2栗 54 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 468± 01：14．02� 126．9
816 トニーファイブ 牡2黒鹿55 武士沢友治トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 456± 01：14．21� 332．0�
713 アンシンカブル 牝2栗 54 津村 明秀水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 422－ 21：14．62� 65．5�
611 マイネルビーラヴド 牡2栗 55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B474－ 2 〃 アタマ 252．3�
23 ホ ク セ ツ �2青鹿55 荻野 琢真�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム B502＋ 81：14．7クビ 17．2�
510 サカショウクィーン 牝2鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 天間 昭一 青森 町屋 勝幸 422＋ 21：14．91� 247．7�
35 レディライク 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 424＋ 41：15．22 35．0�
612 クラウンレガシー �2黒鹿55 柴山 雄一矢野まり子氏 田中 剛 日高 クラウン日高牧場 498＋101：15．3クビ 352．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，589，500円 複勝： 43，492，800円 枠連： 13，634，500円
馬連： 63，634，900円 馬単： 29，625，800円 ワイド： 40，865，800円
3連複： 92，683，300円 3連単： 106，090，500円 計： 420，617，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 180円 � 160円 枠 連（1－2） 910円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 470円 �� 560円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 12，910円

票 数

単勝票数 計 305895 的中 � 75426（1番人気）
複勝票数 計 434928 的中 � 81404（1番人気）� 58543（4番人気）� 69336（3番人気）
枠連票数 計 136345 的中 （1－2） 11593（5番人気）
馬連票数 計 636349 的中 �� 33743（8番人気）
馬単票数 計 296258 的中 �� 9907（5番人気）
ワイド票数 計 408658 的中 �� 22460（5番人気）�� 18415（9番人気）�� 18825（8番人気）
3連複票数 計 926833 的中 ��� 25562（9番人気）
3連単票数 計1060905 的中 ��� 5956（40番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．6―12．7―12．7―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェリーチェ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．7．1 福島12着

2015．2．18生 牝2鹿 母 タイキキララ 母母 タイキステラ 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔騎手変更〕 コウユーホクト号の騎手吉田豊は，第3日第5競走での落馬負傷のため蛯名正義に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 アーコサンティ号

3303812月10日 晴 良 （29中山5）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時15分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

11 フレッシビレ 牝2栗 54 三浦 皇成�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 490－ 21：58．5 1．5�
45 イ セ ベ ル 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 444－ 61：58．81� 14．0�
711 フジノシャイン 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 468－ 61：59．43� 42．6�
34 ハタノレジーナ 牝2青鹿54 田辺 裕信 �グッドラック・ファーム 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 450－ 61：59．5クビ 6．4�
610 インペリオーソ 牝2青鹿54 勝浦 正樹吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 472－ 81：59．6� 25．6�
33 ウ ィ キ ャ ン 牝2鹿 54 蛯名 正義道永 幸治氏 田中 清隆 新冠 スカイビーチステーブル 432－ 21：59．7� 48．1	
22 アーススターリング 牝2黒鹿54 丹内 祐次松山 増男氏 粕谷 昌央 浦河 アイオイファーム 438＋ 22：00．01� 162．1

712 ニシノエクレール 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 450－122：00．53 13．8�
813 アイルグレイス 牝2栃栗54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 432± 02：00．71� 31．7�
57 ジョリプリュネル 牝2栗 54 江田 照男井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 米田牧場 434± 02：02．18 79．1
58 スキスキレンパツ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 462＋ 42：02．63 8．7�
46 スパイスタイガー 牝2鹿 54 柴山 雄一岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 436－ 22：02．92 108．9�
814 ム ー ン ボ ー 牝2栗 54 宮崎 北斗 �スピードファーム佐藤 吉勝 浦河 丸村村下

ファーム 446－ 42：03．0� 138．3�
69 パットサイテ 牝2芦 54 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 茨城 栗山 道郎 476－ 82：05．3大差 103．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，414，100円 複勝： 50，225，900円 枠連： 14，666，600円
馬連： 51，482，800円 馬単： 29，308，300円 ワイド： 31，542，300円
3連複： 64，237，000円 3連単： 99，094，400円 計： 367，971，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 290円 � 550円 枠 連（1－4） 930円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 410円 �� 880円 �� 4，980円

3 連 複 ��� 10，020円 3 連 単 ��� 27，710円

票 数

単勝票数 計 274141 的中 � 141468（1番人気）
複勝票数 計 502259 的中 � 271686（1番人気）� 24043（6番人気）� 10976（8番人気）
枠連票数 計 146666 的中 （1－4） 12206（4番人気）
馬連票数 計 514828 的中 �� 41729（3番人気）
馬単票数 計 293083 的中 �� 17570（4番人気）
ワイド票数 計 315423 的中 �� 21391（3番人気）�� 9018（8番人気）�� 1491（42番人気）
3連複票数 計 642370 的中 ��� 4808（33番人気）
3連単票数 計 990944 的中 ��� 2592（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．5―51．7―1：05．0―1：18．2―1：31．5―1：44．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フレッシビレ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．10．15 東京8着

2015．5．6生 牝2栗 母 デ ラ モ ー レ 母母 ベラミアモーレ 4戦1勝 賞金 7，050，000円
〔騎手変更〕 ハタノレジーナ号の騎手吉田豊は，第3日第5競走での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パットサイテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月10日まで平地競走

に出走できない。
※ウィキャン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第５回 中山競馬 第４日

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



3303912月10日 晴 良 （29中山5）第4日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時45分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

35 サ ラ ー ブ 牝2鹿 54 V．シュミノー �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494＋122：02．6 1．5�
（仏）

12 スナップドラゴン 牝2栗 54
51 ▲野中悠太郎石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 下河辺牧場 B440－ 22：03．02� 17．3�

715 ウインオルフェウス 牡2鹿 55 大野 拓弥�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 452＋102：03．1� 46．3�
817 ク ス リ バ コ 牡2鹿 55 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 452＋ 22：03．2� 9．0�
611 テンタマユキノブ 牡2栗 55 丹内 祐次澤田 孝之氏 尾形 和幸 浦河 村下 清志 436－ 22：03．41� 8．3	
36 マイネルミシシッピ 牡2鹿 55 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 504＋102：03．61� 101．2

11 ナリノレーヴドール 牡2鹿 55 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 442＋ 4 〃 アタマ 44．3�
48 ウインスペリウス 牡2栗 55 松山 弘平�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 432－ 4 〃 クビ 131．1�
714 トモジャタイクーン 牡2鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 496± 02：03．7クビ 8．7
510 ニシノアストライア 牝2栗 54 武士沢友治西山 茂行氏 星野 忍 浦河 高昭牧場 418＋ 22：04．02 298．9�
47 コスモグラトナス 牡2青 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 22：04．1クビ 19．5�
24 トーセンウインク 牝2栗 54 菅原 隆一島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 422＋ 2 〃 クビ 70．7�
59 マイネルソラニテ 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 浦河 鎌田 正嗣 504－102：04．2	 115．6�

713 エレガントテソーロ 牝2鹿 54 柴山 雄一了德寺健二氏 和田 雄二 安平 追分ファーム 430± 02：04．3クビ 168．0�
816 キリンノツバサ 牡2栗 55 蛯名 正義菅原 広隆氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 448＋ 42：04．72� 149．4�
23 グランアッシュ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 斉藤スタッド 434－ 22：04．8� 372．6�
612 クールスパート 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也日向 均氏 高橋 文雅 様似 富田 恭司 424－ 6 〃 クビ 90．1�
818 ホウオウサマンサ 牝2栗 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B460± 02：05．43� 198．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，524，000円 複勝： 68，705，200円 枠連： 16，972，900円
馬連： 58，793，200円 馬単： 37，378，300円 ワイド： 42，671，400円
3連複： 78，969，800円 3連単： 117，978，200円 計： 457，993，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 490円 枠 連（1－3） 720円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，070円 �� 4，570円

3 連 複 ��� 8，450円 3 連 単 ��� 19，230円

票 数

単勝票数 計 365240 的中 � 187948（1番人気）
複勝票数 計 687052 的中 � 386005（1番人気）� 34937（5番人気）� 16006（7番人気）
枠連票数 計 169729 的中 （1－3） 18089（4番人気）
馬連票数 計 587932 的中 �� 49969（4番人気）
馬単票数 計 373783 的中 �� 24870（4番人気）
ワイド票数 計 426714 的中 �� 28577（4番人気）�� 9969（11番人気）�� 2215（36番人気）
3連複票数 計 789698 的中 ��� 7006（24番人気）
3連単票数 計1179782 的中 ��� 4447（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．2―49．1―1：02．0―1：14．5―1：26．9―1：39．0―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．7
1
3

7，5（6，15）（4，2，12）（10，17）8（16，14）（1，11）13－（3，9）－18・（7，5）（6，15）（2，12）（4，17，13）10（8，16，14）（1，11）（3，9）－18
2
4
7，5（6，15）2（4，12）（10，17）8（16，14）1（11，13）（3，9）－18・（7，5）（6，2，15）（4，17，12）（10，13，14）（16，11）（8，1）9，3－18

勝馬の
紹 介

サ ラ ー ブ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．9．16 中山3着

2015．3．18生 牝2鹿 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔騎手変更〕 キリンノツバサ号の騎手吉田豊は，第3日第5競走での落馬負傷のため蛯名正義に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 ドナカデンツァ号
※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。

3304012月10日 晴 良 （29中山5）第4日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

33 レンジストライク 牡2黒鹿55 蛯名 正義 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506－ 21：58．4 1．4�

45 � ニシノトランザム 牡2鹿 55 V．シュミノー 西山 茂行氏 森 秀行 米
Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

486＋ 81：58．61� 6．3�
（仏）

11 ロイヤルバースデー 牡2栗 55 横山 典弘松井 晴彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 482± 01：58．91	 43．7�
69 ボスアンルーリー 牡2黒鹿55 北村 宏司佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 476－ 41：59．11� 79．2�
813 ネ コ マ ヒ カ 牡2栗 55 三浦 皇成桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 518－ 41：59．31� 146．8�
712 キャプチュード 牡2黒鹿55 柴山 雄一 	ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 462＋ 21：59．4クビ 32．3

46 ウィンディシャドウ 牡2鹿 55 内田 博幸飯塚 知一氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 498－ 21：59．82
 18．3�
58 ホ ク サ イ 牡2栗 55 江田 照男手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 金石牧場 444＋ 22：00．11	 252．1�
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 456－ 42：00．2
 216．8�
22 ヒューリスティクス �2鹿 55 勝浦 正樹池谷 誠一氏 竹内 正洋 むかわ 上水牧場 508± 0 〃 アタマ 6．0�
57 ウェルズレジェンド 牡2鹿 55

52 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 476－ 2 〃 アタマ 131．7�
711 サンシャンペーン 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 468＋ 22：01．26 26．6�
814 ヤンキーイズム 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル 470－ 62：01．94 230．5�
610 サノノツルギ 牡2黒鹿55 大野 拓弥佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 476＋162：02．64 51．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，186，900円 複勝： 120，704，500円 枠連： 15，905，500円
馬連： 55，135，800円 馬単： 41，964，400円 ワイド： 37，675，800円
3連複： 74，827，300円 3連単： 145，869，800円 計： 527，270，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 520円 枠 連（3－4） 220円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 180円 �� 730円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 3，850円

票 数

単勝票数 計 351869 的中 � 195520（1番人気）
複勝票数 計1207045 的中 � 929691（1番人気）� 81789（2番人気）� 11025（7番人気）
枠連票数 計 159055 的中 （3－4） 54176（1番人気）
馬連票数 計 551358 的中 �� 132127（1番人気）
馬単票数 計 419644 的中 �� 87704（1番人気）
ワイド票数 計 376758 的中 �� 68275（1番人気）�� 11443（8番人気）�� 4574（17番人気）
3連複票数 計 748273 的中 ��� 27429（6番人気）
3連単票数 計1458698 的中 ��� 27399（9番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―14．0―13．8―13．0―13．0―13．2―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―39．3―53．1―1：06．1―1：19．1―1：32．3―1：45．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．3
1
3
8（9，12）（5，14）（7，10，11）－3，6－2，4，1－13・（8，9）（5，12）7（6，10，14，3）（11，2）1（13，4）

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

勝馬の
紹 介

レンジストライク �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．25 東京2着

2015．3．2生 牡2黒鹿 母 フィールドサンデー 母母 エンドイットダーリン 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ロイヤルバースデー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 キャプチュード号の騎手柴山雄一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・10番・7番）
〔調教再審査〕 ロイヤルバースデー号は，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。



3304112月10日 晴 良 （29中山5）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時05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
1：46．4
1：45．6

良
良

611 トーセンウィナー 牝2栗 54 江田 照男島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 478 ―1：53．3 82．4�

510 タカラトゥーン 牡2鹿 55 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 480 ―1：53．61� 30．2�
47 タケショウエリック 牡2青鹿55 津村 明秀�ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 428 ― 〃 クビ 38．5�
23 ヴィヤンシーコ 牡2鹿 55 大野 拓弥栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 432 ― 〃 アタマ 18．0�
815 ショーンガウアー 牡2栗 55 V．シュミノー �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 506 ― 〃 ハナ 3．4	

（仏）

36 ユウセイフラッシュ 牡2青鹿55 三浦 皇成清進電設
 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 462 ―1：53．81� 21．8�
816 ペ ラ ル タ 牝2黒鹿54 田中 勝春吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 452 ―1：53．9クビ 175．2�
48 ピ ラ ー タ 牡2鹿 55 内田 博幸金子真人ホール

ディングス
 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 466 ―1：54．0� 6．1
59 シ ン デ レ ラ 牝2鹿 54 北村 宏司エンジェルレーシング
 尾関 知人 浦河 村下農場 436 ―1：54．42� 6．2�
612 プロットツイスト 牝2鹿 54 丸田 恭介鈴木 康弘氏 青木 孝文 新ひだか 武 牧場 486 ― 〃 ハナ 130．9�
713 ボウルオブチェリー 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 432 ― 〃 クビ 4．8�
35 コスモキリュウ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 446 ―1：54．61� 36．7�
714 マイネルスカイ 牡2黒鹿55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 484 ― 〃 ハナ 56．5�
24 オルファクト 牡2鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 536 ―1：54．81� 41．8�
11 レッドミスティ 牝2鹿 54 田辺 裕信 
東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 424 ―1：54．9� 9．8�
12 マリノフェリス 牝2鹿 54 松山 弘平矢野まり子氏 和田 雄二 日高 クラウン日高牧場 448 ―1：56．7大差 182．6�
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売 得 金
単勝： 36，582，100円 複勝： 45，827，100円 枠連： 17，229，900円
馬連： 62，709，100円 馬単： 30，475，600円 ワイド： 39，846，900円
3連複： 79，579，700円 3連単： 94，519，600円 計： 406，770，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，240円 複 勝 � 2，350円 � 920円 � 1，080円 枠 連（5－6） 6，760円

馬 連 �� 50，570円 馬 単 �� 111，490円

ワ イ ド �� 13，700円 �� 16，250円 �� 5，070円

3 連 複 ��� 292，570円 3 連 単 ��� 1，427，630円

票 数

単勝票数 計 365821 的中 � 3767（13番人気）
複勝票数 計 458271 的中 � 5027（13番人気）� 13455（8番人気）� 11340（9番人気）
枠連票数 計 172299 的中 （5－6） 1974（23番人気）
馬連票数 計 627091 的中 �� 961（78番人気）
馬単票数 計 304756 的中 �� 205（163番人気）
ワイド票数 計 398469 的中 �� 749（84番人気）�� 631（90番人気）�� 2044（51番人気）
3連複票数 計 795797 的中 ��� 204（362番人気）
3連単票数 計 945196 的中 ��� 48（1888番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―26．0―39．4―52．8―1：05．4―1：18．2―1：30．4―1：41．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

トーセンウィナー �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2015．2．13生 牝2栗 母 トーセンミネルバ 母母 グレースマリヤ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 トーセンウィナー号の騎手吉田豊は，第3日第5競走での落馬負傷のため江田照男に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3304212月10日 晴 良 （29中山5）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時35分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

23 ディサーニング 牡2鹿 55 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496 ―1：58．3 1．7�

34 グリズリダンス 牝2鹿 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 462 ―1：58．61� 13．4�
611 ゴールドキー 牡2栗 55 丸田 恭介北前孔一郎氏 池上 昌和 新冠 大林ファーム 478 ―1：59．98 164．7�
815 ジオパークボス 牡2栗 55 宮崎 北斗小関 勝紀氏 青木 孝文 様似 中村 俊紀 458 ―2：00．32� 60．8�
713 キッズジョリー 牡2栗 55 V．シュミノー 瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 496 ―2：00．61� 10．8�

（仏）

35 エールブラン 牡2芦 55 松山 弘平 	キャロットファーム 上原 博之 新ひだか 井高牧場 504 ―2：01．24 25．7

22 ドリームライザー 牡2栗 55 田辺 裕信片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 538 ―2：01．51� 44．0�
712 プロットデバイス 牡2黒鹿55 北村 宏司 	社台レースホース伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 582 ―2：01．82 18．0�
47 フ ロ イ デ 牡2栗 55 勝浦 正樹林 正道氏 牧 光二 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B498 ―2：02．01 14．4
59 ベルウッドヘルタ 牡2鹿 55 平野 優鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 中脇 満 522 ― 〃 ハナ 171．8�
58 インサイドアウト 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅山口 裕介氏 松山 将樹 厚真 阿部 栄乃進 458 ―2：02．1� 126．1�
610 ウインベルズトール 牡2黒鹿55 柴田 大知�ウイン 和田 雄二 浦河 斉藤英牧場 470 ―2：02．2クビ 104．7�
46 コ ニ フ ァ ー 牝2栗 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 472 ―2：02．41� 9．4�
11 ユ メ ノ サ キ 牡2栗 55 柴山 雄一山田 和正氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 528 ―2：02．71� 66．7�
814 スリーマグナム 牡2鹿 55 江田 照男永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 498 ―2：07．3大差 11．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，391，300円 複勝： 55，602，100円 枠連： 18，477，300円
馬連： 54，058，000円 馬単： 36，351，300円 ワイド： 36，740，000円
3連複： 70，046，400円 3連単： 107，607，200円 計： 418，273，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 260円 � 2，620円 枠 連（2－3） 580円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 390円 �� 5，900円 �� 19，340円

3 連 複 ��� 44，290円 3 連 単 ��� 92，540円

票 数

単勝票数 計 393913 的中 � 192230（1番人気）
複勝票数 計 556021 的中 � 278982（1番人気）� 34912（6番人気）� 2512（14番人気）
枠連票数 計 184773 的中 （2－3） 24609（3番人気）
馬連票数 計 540580 的中 �� 55967（1番人気）
馬単票数 計 363513 的中 �� 33692（1番人気）
ワイド票数 計 367400 的中 �� 27504（2番人気）�� 1499（43番人気）�� 453（88番人気）
3連複票数 計 700464 的中 ��� 1186（98番人気）
3連単票数 計1076072 的中 ��� 843（252番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．3―50．9―1：04．0―1：17．2―1：30．9―1：44．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．3―3F41．1
1
3
4（5，12）13（3，7）8，14，9－2，11－（10，15）－6＝1
4（3，12）7，5，14（9，13，2）11，15，8，10－6＝1

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

勝馬の
紹 介

ディサーニング �
�
父 Street Cry �

�
母父 Discreet Cat 初出走

2015．4．20生 牡2鹿 母 タクトフリー 母母 Kydd Gloves 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 キッズジョリー号の騎手V．シュミノーは，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーマグナム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月10日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ノーブルヘラクレス号（疾病〔右前肢跛行〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 コトブキブリアード号・シークエル号・トワノホホエミ号・トーセングリーム号
※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。



3304312月10日 晴 良 （29中山5）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

59 ナリノメジャー 牝3栗 54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋121：12．3 7．7�

815 リトルレグルス 牡3鹿 56 大野 拓弥藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 498＋14 〃 クビ 12．3�
35 アミーキティア 牝5栗 55 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 81：12．4� 1．8�
713 メガポリゴン 牡3鹿 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 536＋ 61：12．61� 5．0�
12 アースヴィグラス 牝3鹿 54 横山 典弘松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 454＋ 41：12．81� 24．3�
816 ウインアンビション 牡4鹿 57 松山 弘平�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 508＋101：13．01 24．5	
11 カネトシユキミ 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 388－ 61：13．53 97．5

24 ネオビッグバン 牡4鹿 57 武士沢友治関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 474＋101：13．71� 128．1�
612 アースオブフェイム 牡3栗 56 宮崎 北斗 �グリーンファーム和田 正道 新冠 ハシモトフアーム 494－ 21：13．8	 17．2�
36 
 ホ ザ ン ナ 牝5栗 55 江田 照男薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 安平 吉田 三郎 500＋ 81：13．9クビ 150．1
714 ロックンルージュ 牝3鹿 54 柴山 雄一堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 496＋ 4 〃 アタマ 63．4�
48 ゴーストバローズ �4芦 57

56 ☆木幡 巧也猪熊 広次氏 小島 太 浦河 富田牧場 454＋ 8 〃 クビ 21．5�
510 カシノワンパンチ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 前川 隆則 466＋ 21：14．0クビ 244．0�
23 アイアムエメラルド 牝3栗 54 嘉藤 貴行堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 460＋ 41：14．21� 32．5�
611
 コパノベスト �3黒鹿56 三浦 皇成小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 474± 01：14．3	 65．7�
47 ブ ラ ン シ ュ 牝3青鹿 54

51 ▲野中悠太郎�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 438＋ 41：15．78 50．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，571，400円 複勝： 69，991，200円 枠連： 18，947，700円
馬連： 77，687，700円 馬単： 43，325，300円 ワイド： 47，757，400円
3連複： 101，428，600円 3連単： 154，742，100円 計： 550，451，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 200円 � 240円 � 110円 枠 連（5－8） 3，050円

馬 連 �� 5，130円 馬 単 �� 11，660円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 380円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 31，940円

票 数

単勝票数 計 365714 的中 � 37748（3番人気）
複勝票数 計 699912 的中 � 51015（3番人気）� 37313（4番人気）� 375485（1番人気）
枠連票数 計 189477 的中 （5－8） 4800（11番人気）
馬連票数 計 776877 的中 �� 11734（14番人気）
馬単票数 計 433253 的中 �� 2786（29番人気）
ワイド票数 計 477574 的中 �� 10182（12番人気）�� 33710（2番人気）�� 28470（3番人気）
3連複票数 計1014286 的中 ��� 32118（5番人気）
3連単票数 計1547421 的中 ��� 3512（89番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―12．1―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―46．6―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリノメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Vicar デビュー 2016．7．23 福島1着

2014．4．14生 牝3栗 母 ヴェストリーレディ 母母 Episode 12戦2勝 賞金 26，996，000円
〔調教再審査〕 アイアムエメラルド号は，馬場入場時に暴れ，騎手が騎乗できずに発走地点に引き付けられたことについて平地調

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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 トウショウデュエル号・マコトパパヴェロ号

3304412月10日 晴 良 （29中山5）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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

48 フェニックスマーク 牡3鹿 56 横山 典弘伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 548＋181：52．5 2．0�
35 ピアシングステア 牡5栗 57 北村 宏司水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 502－ 21：52．71� 4．8�
816 ミッシングリンク 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 518＋121：53．12� 12．4�
11 アスタリスク 牡4鹿 57 田辺 裕信石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 470± 01：53．63 23．9�
815 フクサンローズ 牝3鹿 54 内田 博幸小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 456－ 41：53．91� 8．6�
23 ブランシェクール 牝4芦 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 516＋161：54．21� 18．0	
12 イェドプリオル 牡5青鹿57 丸田 恭介
ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 522＋ 41：54．41� 128．4�
510 セイカエドミザカ 牡4栗 57 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 482＋ 2 〃 クビ 124．4�
47 アナザートゥルース 	3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 482＋ 61：54．82� 16．7
36 ハヤブサプリプリ 牝4鹿 55 丹内 祐次武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 464＋ 2 〃 アタマ 208．4�
611 ブルーボサノヴァ 牝6栗 55 柴田 大知 
ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 516＋ 41：55．01 31．6�
714 フクノグリュック 牡5鹿 57 蛯名 正義福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 514＋ 4 〃 ハナ 105．4�
24 パレスハングリー 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 480＋181：55．21� 33．6�
59 シトロプシス 牝4鹿 55 田中 勝春 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470＋ 21：55．73 58．3�
713 エムオーグリッタ 牡3鹿 56 勝浦 正樹大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 
橋本牧場 498＋161：57．310 19．4�
612 エグランティーナ 牝5黒鹿55 V．シュミノー 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 540＋ 61：57．5� 26．4�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，911，700円 複勝： 60，193，400円 枠連： 26，454，300円
馬連： 98，248，100円 馬単： 48，588，700円 ワイド： 61，529，200円
3連複： 128，793，600円 3連単： 172，922，300円 計： 645，641，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 150円 � 280円 枠 連（3－4） 540円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 240円 �� 720円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 7，040円

票 数

単勝票数 計 489117 的中 � 192644（1番人気）
複勝票数 計 601934 的中 � 171407（1番人気）� 106085（2番人気）� 37602（4番人気）
枠連票数 計 264543 的中 （3－4） 37530（2番人気）
馬連票数 計 982481 的中 �� 133830（1番人気）
馬単票数 計 485887 的中 �� 43308（1番人気）
ワイド票数 計 615292 的中 �� 76657（1番人気）�� 20310（7番人気）�� 12798（13番人気）
3連複票数 計1287936 的中 ��� 38848（4番人気）
3連単票数 計1729223 的中 ��� 17788（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．6―48．9―1：01．0―1：13．6―1：26．8―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．9
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

フェニックスマーク �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．8．14 新潟2着

2014．2．28生 牡3鹿 母 エターナルロマンス 母母 シルクフェニックス 5戦3勝 賞金 28，800，000円
〔騎手変更〕 ハヤブサプリプリ号の騎手吉田豊は，第3日第5競走での落馬負傷のため丹内祐次に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3304512月10日 晴 良 （29中山5）第4日 第9競走 ��
��1，200�

く ろ ま つ

黒 松 賞
発走14時05分 （芝・右・外）
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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

46 タイセイアベニール 牡2鹿 55 田辺 裕信田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 466＋ 81：09．5 3．5�
11 セイウンリリシイ 牝2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 464＋10 〃 クビ 5．7�
35 ヴェルスパー 牝2鹿 54 V．シュミノー �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：09．81� 3．1�

（仏）

712 ビ リ ー バ ー 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 440± 01：09．9� 53．5�
22 ラ ン ス マ ン 牡2鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 552－ 4 〃 クビ 6．6�
23 ココロストライク 牝2栗 54 丹内 祐次�服部牧場 牧 光二 浦河 フクオカファーム 454＋ 41：10．0� 24．3	
610 ジ ス モ ン ダ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 B468＋ 21：10．1クビ 175．4

34 コントラスト 牝2鹿 54 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 トド岩高原銀河農

場物語有限会社 462＋ 2 〃 クビ 264．8�
59 	 トーセンエポナ 牝2鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 91：10．2� 98．8
815 ト ラ ン プ 牡2鹿 55 三浦 皇成大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 440± 01：10．41
 56．3�
713 ベイビーキャズ 牡2鹿 55 大野 拓弥大塚Ry’sCLUB 矢野 英一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 458＋201：10．61� 22．5�
814 キ ャ ク タ ス 牝2黒鹿54 野中悠太郎中村 祐子氏 栗田 徹 新ひだか 谷藤 弘美 446＋ 41：10．7� 26．3�
611 ペンテコステ 牝2黒鹿54 荻野 琢真�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 高橋フアーム 414－ 21：10．8� 332．1�
47 ニシノコデマリ 牝2鹿 54 武藤 雅西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 416－ 41：11．01
 13．8�
58 	 エムオープラチナ 牝2栗 54 勝浦 正樹大浅 貢氏 清水 英克 様似 堀 弘康 432＋ 41：11．1クビ 46．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，235，300円 複勝： 48，797，600円 枠連： 24，192，200円
馬連： 100，584，200円 馬単： 50，263，600円 ワイド： 51，647，400円
3連複： 122，765，700円 3連単： 180，643，900円 計： 620，129，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 170円 � 130円 枠 連（1－4） 810円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 330円 �� 220円 �� 360円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 4，670円

票 数

単勝票数 計 412353 的中 � 97500（2番人気）
複勝票数 計 487976 的中 � 112225（1番人気）� 58149（4番人気）� 108825（2番人気）
枠連票数 計 241922 的中 （1－4） 22899（3番人気）
馬連票数 計1005842 的中 �� 83060（2番人気）
馬単票数 計 502636 的中 �� 25355（4番人気）
ワイド票数 計 516474 的中 �� 38155（2番人気）�� 65373（1番人気）�� 33841（3番人気）
3連複票数 計1227657 的中 ��� 123205（1番人気）
3連単票数 計1806439 的中 ��� 27991（5番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．3―11．6―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．3―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイアベニール �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．6．25 函館2着

2015．4．20生 牡2鹿 母 ハロードリーム 母母 ハローサンライズ 8戦2勝 賞金 27，929，000円
〔騎手変更〕 トランプ号の騎手吉田豊は，第3日第5競走での落馬負傷のため三浦皇成に変更。
〔発走状況〕 ランスマン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ニシノコデマリ号の騎手武藤雅は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：8番・9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。

3304612月10日 晴 良 （29中山5）第4日 第10競走 ��
��1，800�

み ほ

美浦ステークス
発走14時40分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，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

美浦村長賞（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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

810 テ オ ド ー ル 牡4鹿 56 V．シュミノー �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 546－ 21：47．1 4．1�
（仏）

79 エアアンセム 牡6黒鹿56 田辺 裕信 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 494－101：47．2� 4．4�
11 カレンリスベット 牝6黒鹿52 蛯名 正義鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500－ 21：48．15 14．9�
22 コスモナインボール 牡5鹿 54 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 492＋141：48．2クビ 18．2�
66 プロフェット 牡4鹿 57．5 内田 博幸 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460－ 41：48．3� 5．9	
33 ハナズレジェンド 牡4栗 56 三浦 皇成広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 460－ 41：48．4� 3．1

811 レッドライジェル 牡5鹿 55 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：48．72 19．4�
44 スモークフリー 牡5芦 55 横山 典弘 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 536－ 21：48．8クビ 12．1�
67 ニシノオタケビ 牡5鹿 50 武士沢友治成田 隆好氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 484＋121：49．01	 138．1
55 
 エリモジパング 牡7青鹿53 北村 宏司山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 478＋101：49．32 48．0�
78 � アースコネクター 牡6栗 53 江田 照男 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B520＋ 21：50．47 52．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 52，453，200円 複勝： 77，354，300円 枠連： 23，269，900円
馬連： 138，849，700円 馬単： 65，105，800円 ワイド： 70，790，900円
3連複： 156，417，100円 3連単： 273，810，900円 計： 858，051，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 160円 � 320円 枠 連（7－8） 1，040円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，070円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 18，170円

票 数

単勝票数 計 524532 的中 � 100449（2番人気）
複勝票数 計 773543 的中 � 150679（2番人気）� 135118（3番人気）� 48484（6番人気）
枠連票数 計 232699 的中 （7－8） 17252（4番人気）
馬連票数 計1388497 的中 �� 90272（4番人気）
馬単票数 計 651058 的中 �� 23289（7番人気）
ワイド票数 計 707909 的中 �� 46523（4番人気）�� 16178（13番人気）�� 18796（11番人気）
3連複票数 計1564171 的中 ��� 23091（19番人気）
3連単票数 計2738109 的中 ��� 10922（57番人気）

ハロンタイム 12．9―12．5―11．1―11．0―11．2―11．7―11．9―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．4―36．5―47．5―58．7―1：10．4―1：22．3―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テ オ ド ー ル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．6．27 東京9着

2013．5．6生 牡4鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 15戦5勝 賞金 79，826，000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。



3304712月10日 晴 良 （29中山5）第4日 第11競走 ��
��1，200�第10回カペラステークス（ＧⅢ）

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，28．12．10以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，28．12．9以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

816 ディオスコリダー 牡3黒鹿55 津村 明秀野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 496－ 61：11．0 6．6�
815 スノードラゴン 牡9芦 58 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 516＋ 41：11．1� 17．7�
48 	 ブルドッグボス 牡5鹿 57 内田 博幸 Him Rock Racing 小久保 智 浦河 
川 啓一 512＋ 31：11．31� 5．1�

（浦和）

510 ドラゴンゲート 牡5栗 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 496＋161：11．51� 34．9�
24 ニットウスバル 牡5鹿 56 木幡 巧也�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 530＋ 4 〃 クビ 8．6�
612 キクノストーム 牡8鹿 56 横山 典弘菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 502＋ 21：11．6クビ 19．1	
35 モンドクラッセ 牡6鹿 56 柴田 大知�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 528＋ 2 〃 ハナ 136．9

47 ノ ボ バ カ ラ 牡5栗 57 北村 宏司�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 512＋ 41：11．7� 12．4�
12 グレイスフルリープ 牡7栗 58 三浦 皇成前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 542－ 2 〃 ハナ 50．6
714 ブルミラコロ 牡5鹿 56 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 528± 01：11．91 4．5�
611� ナンチンノン 牡6栗 56 丸田 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 544＋ 2 〃 ハナ 70．9�
23 キタサンサジン 牡5栗 57 柴山 雄一�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 536－ 41：12．11� 56．9�
36 ショコラブラン 牡5芦 56 蛯名 正義 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 470－ 41：12．31� 24．8�
11 キャプテンシップ 牡5鹿 56 江田 照男玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 518＋ 21：12．51� 37．1�
713 サイタスリーレッド 牡4鹿 57 V．シュミノー 西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 482－ 41：13．24 6．5�

（仏）

59 コーリンベリー 牝6栗 56 松山 弘平伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 508＋ 21：14．15 13．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 126，590，700円 複勝： 186，814，000円 枠連： 107，161，300円
馬連： 458，920，300円 馬単： 174，661，500円 ワイド： 228，197，700円
3連複： 730，623，400円 3連単： 922，699，700円 計： 2，935，668，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 250円 � 450円 � 170円 枠 連（8－8） 8，430円

馬 連 �� 7，980円 馬 単 �� 13，580円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 970円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 17，110円 3 連 単 ��� 105，610円

票 数

単勝票数 計1265907 的中 � 153147（4番人気）
複勝票数 計1868140 的中 � 187156（3番人気）� 89072（9番人気）� 339853（1番人気）
枠連票数 計1071613 的中 （8－8） 9850（26番人気）
馬連票数 計4589203 的中 �� 44567（31番人気）
馬単票数 計1746615 的中 �� 9646（51番人気）
ワイド票数 計2281977 的中 �� 23095（33番人気）�� 62394（7番人気）�� 34197（18番人気）
3連複票数 計7306234 的中 ��� 32010（55番人気）
3連単票数 計9226997 的中 ��� 6334（359番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―12．1―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．0―46．1―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F37．0
3 ・（10，11）（9，13）（3，7，8，16）（2，6，14，15）（1，4，12）5 4 10，11（3，7，9，13）16（2，8）（6，14，15）（1，4）（5，12）
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3黒鹿 母 エリモトゥデイ 母母 レ ー ス カ ム 9戦5勝 賞金 99，410，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔騎手変更〕 ニットウスバル号の騎手吉田豊は，第3日第5競走での落馬負傷のため木幡巧也に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アールプロセス号・ゴーイングパワー号・テイエムヒッタマゲ号・ドリームドルチェ号・ペイシャモンシェリ号・

ベストマッチョ号
※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。

3304812月10日 晴 良 （29中山5）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

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

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

510 フクノグローリア 牝5黒鹿55 二本柳 壮福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 474＋ 21：08．8 15．4�
23 ロ ジ ベ ス ト 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 498＋ 4 〃 クビ 8．4�
612 ダイトウキョウ 牡5鹿 57 田辺 裕信市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 466＋ 21：08．9� 3．8�
59 イ キ オ イ 牡5鹿 57 三浦 皇成西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 454＋ 81：09．21	 4．7�
47 ジ ョ イ フ ル 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也 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 506＋ 21：09．3� 3．9�

35 ウィズアットレース 牝5黒鹿 55
52 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 426± 01：09．61	 13．0�

713 ハッピームーン 牡5黒鹿 57
54 ▲野中悠太郎石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 466－ 4 〃 ハナ 17．0	

11 クラウンルシフェル 牡6栗 57 大野 拓弥
クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B496± 01：09．7� 21．1�
24 ダイイチターミナル 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 452＋12 〃 ハナ 32．0
12 
 アースミステリー 牡3栗 56 津村 明秀 
グリーンファーム和田 正道 米 Best A Luck

Farm LLC B466＋ 4 〃 アタマ 39．4�
36 リュウツバメ 牝7鹿 55 江田 照男田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 544－ 21：09．8� 158．2�
714 レヴァンタール �8鹿 57 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 454－ 81：09．9� 213．0�
611 ジ ェ イ ラ ー 牝4栗 55 丹内 祐次岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 6 〃 アタマ 73．2�
816 トロピカルガーデン 牝5鹿 55 内田 博幸田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 488＋ 8 〃 ハナ 24．9�
815 ボ ー ダ レ ス 牝4栗 55 勝浦 正樹 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 B492＋ 61：10．11� 29．8�
48 � マンハッタンヘンジ 牡6黒鹿57 柴山 雄一加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 506± 01：11．58 166．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，765，900円 複勝： 75，564，100円 枠連： 49，556，200円
馬連： 165，809，600円 馬単： 71，440，400円 ワイド： 89，935，300円
3連複： 219，775，300円 3連単： 302，195，700円 計： 1，035，042，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 360円 � 250円 � 160円 枠 連（2－5） 1，260円

馬 連 �� 7，110円 馬 単 �� 15，260円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 1，110円 �� 880円

3 連 複 ��� 8，790円 3 連 単 ��� 84，460円

票 数

単勝票数 計 607659 的中 � 31450（6番人気）
複勝票数 計 755641 的中 � 45909（6番人気）� 71969（4番人気）� 152304（1番人気）
枠連票数 計 495562 的中 （2－5） 30365（4番人気）
馬連票数 計1658096 的中 �� 18064（26番人気）
馬単票数 計 714404 的中 �� 3511（55番人気）
ワイド票数 計 899353 的中 �� 9703（28番人気）�� 21008（11番人気）�� 26893（7番人気）
3連複票数 計2197753 的中 ��� 18738（26番人気）
3連単票数 計3021957 的中 ��� 2594（281番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．3―45．7―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．5
3 1，3（5，12）（2，11，16）（10，9，15）7，6，14（4，13）－8 4 ・（1，3）（5，12）（2，11）（10，15）－（9，16）7（6，14）（4，13）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フクノグローリア �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2014．11．16 東京4着

2012．3．10生 牝5黒鹿 母 シルクヴァルキリー 母母 シルクフレアー 26戦3勝 賞金 35，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 マンハッタンヘンジ号の騎手吉田豊は，第3日第5競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
〔制裁〕 フクノグローリア号の騎手二本柳壮は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

３レース目



（29中山5）第4日 12月10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 183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

240，770，000円
2，530，000円
24，280，000円
1，630，000円
28，420，000円
74，903，500円
5，030，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
572，216，100円
903，272，200円
346，468，300円
1，385，913，400円
658，489，000円
779，200，100円
1，920，147，200円
2，678，174，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，243，880，600円

総入場人員 28，644名 （有料入場人員 24，711名）
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