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3302512月10日 晴 良 （28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

35 スズカグラーテ 牝2黒鹿 54
53 ☆長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 436＋ 61：12．6 5．0�

24 ホワイトファング 牡2芦 55
53 △木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 490＋16 〃 クビ 2．4�
713 セイカチトセ 牡2黒鹿55 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B466± 01：13．02� 14．1�
816 スズカゴーディー 牡2黒鹿55 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 482＋121：13．21� 8．0�
815 ノットオンリー 牡2鹿 55 田辺 裕信久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 434＋161：13．73 4．0�
612 ノボクイーン 牝2栗 54

53 ☆石川裕紀人�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 478± 01：13．8� 18．8	
12 マ ッ タ ナ シ 牡2栗 55 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 476＋101：14．43� 23．8

48 サンラスベガス 牝2黒鹿54 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 有限会社

ケイズ 494± 01：14．61� 58．7�
59 レオフェアリー 牝2栗 54 黛 弘人�レオ 杉浦 宏昭 日高 川端 正博 484－ 21：14．7クビ 304．1�
11 ツ ラ ラ 牝2芦 54 田中 勝春吉田喜代司氏 伊藤 伸一 新ひだか 田中 春美 460± 01：14．8� 43．0
510 カシノレビン 牡2黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 日西牧場 416＋ 81：15．22� 155．6�
714 ネコフッピー 牝2鹿 54 五十嵐冬樹桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 418－ 41：15．41 34．4�

（北海道）

611 サノノショウグン 牡2栗 55
52 ▲野中悠太郎佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 438＋14 〃 クビ 111．5�

23 ジョリフィーユ 牝2黒鹿54 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 458－ 61：16．03� 149．2�
36 デルマイヨマンテ 牡2栗 55 北村 宏司浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 464－ 41：18．1大差 206．2�

47 リ オ ノ ホ シ 牝2黒鹿54 幸 英明�佐藤牧場 浅野洋一郎 新冠 佐藤牧場 412± 01：18．42 204．7�
（法529）
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売 得 金
単勝： 20，989，600円 複勝： 38，410，600円 枠連： 16，872，400円
馬連： 52，693，100円 馬単： 29，347，000円 ワイド： 33，108，500円
3連複： 76，926，200円 3連単： 102，076，300円 計： 370，423，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 120円 � 280円 枠 連（2－3） 490円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 210円 �� 670円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 8，370円

票 数

単勝票数 計 209896 的中 � 33338（3番人気）
複勝票数 計 384106 的中 � 63662（3番人気）� 114745（1番人気）� 23856（5番人気）
枠連票数 計 168724 的中 （2－3） 26335（2番人気）
馬連票数 計 526931 的中 �� 79669（1番人気）
馬単票数 計 293470 的中 �� 18093（4番人気）
ワイド票数 計 331085 的中 �� 47962（1番人気）�� 11145（9番人気）�� 14666（5番人気）
3連複票数 計 769262 的中 ��� 32674（4番人気）
3連単票数 計1020763 的中 ��� 8832（17番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―12．3―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．2―46．5―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．4
3 ・（4，5，11）（2，12）（6，8，16）（14，15）7，13，10（3，9）1 4 ・（4，5）－2（11，12）16，8，15（14，13）－（6，10，9）（7，1）3
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2黒鹿 母 グーテデロワ 母母 シ ャ ー パ リ 4戦1勝 賞金 10，550，000円
〔その他〕 デルマイヨマンテ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リオノホシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月10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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ビバジャンティ号・ミューチュアリティ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3302612月10日 晴 良 （28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）

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

24 モリトシラユリ 牝2芦 54 江田 照男石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 482－ 61：56．7 1．7�
612 レッドエレノア 牝2青鹿54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 B516＋ 81：57．44 5．8�
815 ミッキークルソラ 牝2栗 54 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 466± 01：58．57 15．0�
816 トーホウウノ 牝2鹿 54 柴田 善臣東豊物産� 田中 清隆 浦河 辻 牧場 478－ 61：59．24 36．3�
611 マースチェル 牝2栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 2 〃 クビ 143．6�
23 アリエススター 牝2鹿 54 菅原 隆一島川 	哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 470± 01：59．94 163．2

47 スマイルメロディー 牝2栗 54 大野 拓弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 430－ 62：00．0クビ 32．9�
35 サ ッ チ ン 牝2鹿 54 内田 博幸由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 426－ 62：00．1� 5．9�
510 ミルクチョコ 牝2栗 54 横山 和生島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 444± 02：00．2� 87．1
36 デルマネライウチ 牝2鹿 54

53 ☆長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508－ 4 〃 クビ 165．1�

59 キモンズラブ 牝2芦 54 西田雄一郎小林 祥晃氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 454± 02：00．73 182．8�
713 クリノヴィクトリア 牝2栗 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 446＋ 42：00．8� 37．1�
714 ラブリイメッセージ 牝2鹿 54

53 ☆石川裕紀人�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 456－ 22：01．01� 16．5�
12 ノーブルプルート 牝2鹿 54 吉田 豊吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 448－ 42：03．6大差 12．3�
48 シゲルカニクイザル 牝2黒鹿 54

52 △井上 敏樹森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 426－102：04．98 200．1�
11 タイガーレディ 牝2鹿 54 丹内 祐次飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 456± 02：05．96 230．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，792，700円 複勝： 38，467，600円 枠連： 11，427，100円
馬連： 44，810，500円 馬単： 26，241，500円 ワイド： 27，638，800円
3連複： 61，461，100円 3連単： 87，302，100円 計： 320，141，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 240円 枠 連（2－6） 480円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 260円 �� 550円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 4，930円

票 数

単勝票数 計 227927 的中 � 104500（1番人気）
複勝票数 計 384676 的中 � 160915（1番人気）� 46420（3番人気）� 24528（5番人気）
枠連票数 計 114271 的中 （2－6） 18121（1番人気）
馬連票数 計 448105 的中 �� 63888（1番人気）
馬単票数 計 262415 的中 �� 23909（2番人気）
ワイド票数 計 276388 的中 �� 31455（2番人気）�� 12284（5番人気）�� 7147（10番人気）
3連複票数 計 614611 的中 ��� 24848（5番人気）
3連単票数 計 873021 的中 ��� 12834（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．7―50．5―1：03．2―1：16．1―1：29．7―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

モリトシラユリ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．22 東京8着

2014．3．14生 牝2芦 母 サイレントラヴ 母母 フアーストラブ 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 デルマネライウチ号の騎手長岡禎仁は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルプルート号・シゲルカニクイザル号・タイガーレディ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成29年1月10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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アポロロータス号・ルーナデラセーラー号

第５回 中山競馬 第３日



3302712月10日 晴 良 （28中山5）第3日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時50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

816 レッドジェノヴァ 牝2青鹿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 492＋ 62：02．3 4．0�
714 スターライトブルー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 82：02．51� 3．5�
47 フリージングレイン 牡2鹿 55 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 508＋ 42：02．71� 5．8�
713 プレシャスブルー 牡2鹿 55

54 ☆石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 432± 02：02．91� 6．6�
817 マイネルパンドーロ 牡2黒鹿55 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 22：03．11� 7．9	
818 アルーリングデイズ 牡2黒鹿 55

53 △木幡 巧也 �社台レースホース武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 62：03．2	 37．0


48 プ ロ ー ン 牝2黒鹿 54
51 ▲野中悠太郎グリーンスウォード高市 圭二 新冠 芳住 鉄兵 400－ 42：03．3� 169．4�

59 ジェイケイフージン 
2鹿 55 勝浦 正樹小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 460± 02：03．4	 53．4�
510 ヒカリダイヤグラム 牝2鹿 54 幸 英明�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 三木田牧場 456＋ 42：03．61� 270．7
23 トータルソッカー 牡2栗 55 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 488± 02：03．7� 10．2�
36 フィーリングハート 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 22：03．8� 55．8�
35 トモジャバルジャン 牡2栗 55 柴田 善臣吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 518＋ 22：04．22� 20．3�
611 シングンラヴソング 牝2鹿 54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 444－ 22：04．3クビ 271．9�
12 フ ァ ヴ ー ル 牡2黒鹿55 横山 和生島川 �哉氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 474－ 22：04．51� 145．7�
715 ショウナンダリア 牝2青鹿54 石橋 脩国本 哲秀氏 高橋 文雅 新冠 ムラカミファーム 482＋ 6 〃 同着 32．6�
612 グリフレット 牡2鹿 55 吉田 豊 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム 438± 02：04．92� 108．8�
11 サンベリーニ 牝2栗 54 柴山 雄一スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420＋ 22：05．85 285．8�
24 スターゴスフォード 牡2青鹿55 嶋田 純次田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 岡田牧場 474－ 42：07．07 429．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，336，400円 複勝： 42，256，300円 枠連： 16，947，000円
馬連： 57，210，200円 馬単： 27，717，000円 ワイド： 35，528，300円
3連複： 76，623，200円 3連単： 92，813，500円 計： 373，431，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 140円 � 170円 枠 連（7－8） 300円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 320円 �� 570円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 7，020円

票 数

単勝票数 計 243364 的中 � 48088（2番人気）
複勝票数 計 422563 的中 � 76068（2番人気）� 80266（1番人気）� 57675（4番人気）
枠連票数 計 169470 的中 （7－8） 43195（1番人気）
馬連票数 計 572102 的中 �� 59272（1番人気）
馬単票数 計 277170 的中 �� 12456（2番人気）
ワイド票数 計 355283 的中 �� 30285（2番人気）�� 15045（5番人気）�� 22581（3番人気）
3連複票数 計 766232 的中 ��� 36820（1番人気）
3連単票数 計 928135 的中 ��� 9575（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．9―49．4―1：01．6―1：13．5―1：25．2―1：37．2―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F37．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

レッドジェノヴァ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2016．11．20 東京3着

2014．4．22生 牝2青鹿 母 コロンバスサークル 母母 マンハッタンフィズ 2戦1勝 賞金 6，800，000円

3302812月10日 晴 良 （28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 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

510 アインシュタイン 牡2鹿 55 田辺 裕信池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか 西村 和夫 516＋141：57．1 3．5�
48 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 472＋101：57．42 2．5�
612 ヤマニンバンタジオ �2栗 55 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 516－ 21：58．25 7．9�
23 チョコマウンテン 牡2鹿 55 横山 典弘�Basic 小野 次郎 新ひだか 桜井牧場 492± 01：59．37 24．2�
36 ディーエスレイダー 牡2鹿 55 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 444－ 6 〃 アタマ 235．9�
35 � オルファリオン 牡2青鹿55 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 米 AR Enter-
prises, Inc B522＋ 2 〃 クビ 25．9	

816 アスカショウダイ 牡2栗 55 内田 博幸上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 442± 01：59．83 117．0

713 テレグライド 牡2栗 55 柴田 善臣 �加藤ステーブル 二ノ宮敬宇 日高 三輪牧場 446＋ 22：00．33 59．3�
815 マヤノシャムロック 牡2栗 55

53 △木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 新冠 高橋 忍 466－ 62：00．93	 120．4�
714 カシノルーラー 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 藤沢牧場 464－ 62：01．53	 335．9
47 ウインエスターテ 牡2栗 55 黛 弘人�ウイン 清水 英克 新ひだか 山際牧場 B458＋ 6 〃 アタマ 320．7�
11 パルナッソス 牡2芦 55

54 ☆石川裕紀人 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 ハナ 4．0�
12 � マイネルパロサント 牡2青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 愛 Lynch
Bages Ltd 472＋ 62：01．6	 14．7�

611 ヤマタケエヴァル 牡2黒鹿 55
52 ▲野中悠太郎山中 佳代氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 474＋ 22：02．98 392．4�

24 シゲルバッファロー 牡2栗 55 武士沢友治森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B524＋102：03．32	 141．1�
59 シゲルクロジャガー 牡2黒鹿 55

53 △井上 敏樹森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 大北牧場 454＋102：03．62 311．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，775，600円 複勝： 28，269，900円 枠連： 12，919，000円
馬連： 49，496，600円 馬単： 28，268，000円 ワイド： 28，379，000円
3連複： 64，747，600円 3連単： 95，178，800円 計： 332，034，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 120円 � 170円 枠 連（4－5） 610円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 260円 �� 580円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 6，550円

票 数

単勝票数 計 247756 的中 � 56053（2番人気）
複勝票数 計 282699 的中 � 45434（3番人気）� 70627（1番人気）� 37441（4番人気）
枠連票数 計 129190 的中 （4－5） 16384（2番人気）
馬連票数 計 494966 的中 �� 68173（2番人気）
馬単票数 計 282680 的中 �� 17514（4番人気）
ワイド票数 計 283790 的中 �� 30424（2番人気）�� 11416（6番人気）�� 19055（4番人気）
3連複票数 計 647476 的中 ��� 38010（3番人気）
3連単票数 計 951788 的中 ��� 10527（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―39．0―52．4―1：05．0―1：17．5―1：30．6―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．6
1
3
・（8，9）10（3，11，15）（1，2，12）14－5（6，13）16－7＝4・（8，10，15）14（3，5）12－13（1，11，16）（9，2）6－7＝4

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

勝馬の
紹 介

アインシュタイン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．9．11 中山5着

2014．3．1生 牡2鹿 母 コマチエクスプレス 母母 ダンスチャーマー 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマタケエヴァル号・シゲルバッファロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年1月10日まで平地競走に出走できない。
シゲルクロジャガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月10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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ショウナンカグヤ号



3302912月10日 晴 良 （28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

45 アーザムブルー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 436 ―1：38．1 1．7�
813 ヒノアカツキ 牡2栗 55 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 512 ―1：38．31� 14．9�
22 ツ エ ー ゲ ン 牝2鹿 54 大野 拓弥諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 458 ―1：38．4� 4．8�
33 ノーティスボード 牝2芦 54 蛯名 正義下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 502 ― 〃 クビ 6．6	
812 ミサトウオッカ 牝2栗 54 武士沢友治戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 450 ―1：38．61 107．9

57 ラ フ ァ エ ラ 牝2栗 54 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 420 ―1：38．7� 15．5�
56 マイネルゲドゥルト 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 浦河 	川 啓一 486 ―1：38．91� 82．4�
44 サ ン ク ラ ラ 牝2栗 54

53 ☆石川裕紀人�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか 三宅牧場 434 ―1：39．0
 13．3
710 モンスーンジャイア 牡2栗 55 吉田 隼人大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 浦河小林牧場 448 ―1：39．21 37．4�
11 ハクサングロウ 牝2鹿 54 吉田 豊河﨑 五市氏 古賀 史生 浦河 	川 啓一 480 ―1：39．41� 23．5�
69 オフリドフェスト 牝2黒鹿54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 木村牧場 452 ― 〃 ハナ 183．6�
68 ラファーガラーゼン 牡2栗 55

53 △木幡 巧也ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 438 ―1：39．61� 124．7�
711 マリノパシフィカス 牝2黒鹿54 田中 勝春矢野まり子氏 古賀 史生 日高 広富牧場 424 ―1：40．34 187．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，980，800円 複勝： 40，108，500円 枠連： 13，572，800円
馬連： 47，379，900円 馬単： 33，527，700円 ワイド： 27，650，700円
3連複： 62，765，900円 3連単： 109，382，600円 計： 362，368，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 240円 � 140円 枠 連（4－8） 1，000円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 500円 �� 200円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 7，580円

票 数

単勝票数 計 279808 的中 � 129024（1番人気）
複勝票数 計 401085 的中 � 196445（1番人気）� 20504（6番人気）� 54724（2番人気）
枠連票数 計 135728 的中 （4－8） 10497（4番人気）
馬連票数 計 473799 的中 �� 24647（5番人気）
馬単票数 計 335277 的中 �� 13948（7番人気）
ワイド票数 計 276507 的中 �� 12961（6番人気）�� 42004（1番人気）�� 6157（12番人気）
3連複票数 計 627659 的中 ��� 22392（6番人気）
3連単票数 計1093826 的中 ��� 10455（20番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．0―12．3―12．4―12．2―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―36．9―49．2―1：01．6―1：13．8―1：25．7

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

勝馬の
紹 介

アーザムブルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2014．5．11生 牡2黒鹿 母 エレンウィルモット 母母 キャットクイル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3303012月10日 晴 良 （28中山5）第3日 第6競走 ��1，800�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
1：52．7
1：50．9

良
不良

712 セダブリランテス 牡2鹿 55 内田 博幸 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522 ―1：57．3 1．6�

45 エポックメーカー 牡2鹿 55 戸崎 圭太林 正道氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 518 ―1：57．4� 4．5�
610 エドノライト 牝2栗 54 吉田 豊遠藤 喜松氏 萱野 浩二 新ひだか 沖田 忠幸 518 ―1：58．67 37．1�
22 マ ヴ ィ ア 牝2鹿 54 柴山 雄一吉川 朋宏氏 清水 英克 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 496 ― 〃 ハナ 57．0�
11 プロムナード 牡2黒鹿55 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508 ―1：58．91� 9．8�
33 タイキダイヤモンド 牡2青鹿55 吉田 隼人�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 472 ―1：59．0クビ 8．1	
813 カ ツ ヒ メ 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―1：59．21� 76．4

46 クリノアンヌ 牝2栃栗54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 464 ―1：59．94 98．8�
34 ドリームオブユー 牡2青鹿55 蛯名 正義吉野 弘司氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 492 ―2：00．32� 31．8�
58 ベリルイモン 牡2鹿 55

53 △木幡 巧也井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 450 ―2：00．72� 44．4
814 チュウワカレント 牡2芦 55 田辺 裕信中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 488 ―2：01．33� 27．2�
69 リレントレス 牡2黒鹿55 大野 拓弥窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 488 ―2：01．51 57．5�
711 ダマデノーチェ 牝2栗 54 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 430 ―2：03．4大差 235．0�
57 キーネットワーク 牡2鹿 55

54 ☆石川裕紀人北前孔一郎氏 相沢 郁 日高 豊田田村牧場 494 ―2：11．5大差 75．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，584，500円 複勝： 49，109，300円 枠連： 15，890，600円
馬連： 56，220，900円 馬単： 36，325，400円 ワイド： 34，398，900円
3連複： 69，781，900円 3連単： 117，501，800円 計： 410，813，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 440円 枠 連（4－7） 410円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 210円 �� 990円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 9，300円

票 数

単勝票数 計 315845 的中 � 154929（1番人気）
複勝票数 計 491093 的中 � 258771（1番人気）� 62519（2番人気）� 11591（7番人気）
枠連票数 計 158906 的中 （4－7） 29787（1番人気）
馬連票数 計 562209 的中 �� 101529（1番人気）
馬単票数 計 363254 的中 �� 44853（1番人気）
ワイド票数 計 343989 的中 �� 51489（1番人気）�� 7886（11番人気）�� 4331（17番人気）
3連複票数 計 697819 的中 ��� 14257（11番人気）
3連単票数 計1175018 的中 ��� 9153（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．5―38．9―52．8―1：05．5―1：17．6―1：30．4―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セダブリランテス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2014．1．12生 牡2鹿 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダマデノーチェ号・キーネットワーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

1月10日まで平地競走に出走できない。



3303112月10日 晴 良 （28中山5）第3日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走13時15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
1：52．7
1：50．9

良
不良

812 ハイパーノヴァ 牡2栃栗55 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 490－ 21：55．6 1．5�
22 ローズプリンスダム 牡2青鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 464－ 21：56．23� 33．3�
68 ノーブルサターン 牡2黒鹿55 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 504± 01：56．52 20．3�
79 パレスハングリー 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 470＋ 4 〃 ハナ 71．3�
56 スマートエレメンツ 牡2鹿 55 北村 宏司大川 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 498＋ 61：56．81	 6．4�

11 カ ン ム ル 牡2鹿 55
54 ☆長岡 禎仁スリースターズレーシング 松永 康利 日高 シンボリ牧場 438＋ 2 〃 ハナ 63．3�

44 ピアノイッチョウ 牝2黒鹿54 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 518＋ 21：57．43� 42．5	
811 サンマルライバル 牡2青鹿55 横山 典弘相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 480＋ 4 〃 ハナ 6．5

67 サリーバットマン 牡2栗 55 勝浦 正樹黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 中田 浩美 512＋161：57．61
 21．0�
710 マイネルレンカ 牡2黒鹿55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 440＋ 41：57．7クビ 32．9
33 ゴールドスカル 牡2栗 55

54 ☆石川裕紀人�KTレーシング 武井 亮 新ひだか 平野牧場 470－ 21：58．87 13．0�
55 � リコーソッピース 牡2鹿 55 五十嵐冬樹土橋 正雄氏 川島 洋人 日高 リコーファーム 528± 02：02．0大差 59．3�

（北海道） （北海道）

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，111，000円 複勝： 75，106，200円 枠連： 17，043，900円
馬連： 70，589，300円 馬単： 41，453，900円 ワイド： 40，273，700円
3連複： 86，235，800円 3連単： 144，012，900円 計： 509，826，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 510円 � 320円 枠 連（2－8） 1，710円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 840円 �� 410円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 6，450円 3 連 単 ��� 23，840円

票 数

単勝票数 計 351110 的中 � 179389（1番人気）
複勝票数 計 751062 的中 � 467270（1番人気）� 14747（8番人気）� 26353（5番人気）
枠連票数 計 170439 的中 （2－8） 7716（6番人気）
馬連票数 計 705893 的中 �� 24613（7番人気）
馬単票数 計 414539 的中 �� 10606（10番人気）
ワイド票数 計 402737 的中 �� 12119（8番人気）�� 27982（4番人気）�� 2137（41番人気）
3連複票数 計 862358 的中 ��� 10019（27番人気）
3連単票数 計1440129 的中 ��� 4378（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．2―51．5―1：03．9―1：16．2―1：28．9―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイパーノヴァ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．10．15 京都2着

2014．3．25生 牡2栃栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 3戦2勝 賞金 15，000，000円
〔発走状況〕 マイネルレンカ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 サンマルライバル号の調教師佐藤吉勝は，馬場入場後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リコーソッピース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月10日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3303212月10日 晴 良 （28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

36 � スズカアーサー 牡7鹿 57 五十嵐冬樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 498－ 81：11．3 50．2�
（北海道）

815 セクシーボーイ 牡5鹿 57 田辺 裕信 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488＋101：11．51	 16．4�

612� サウスキング 牡5黒鹿 57
54 ▲野中悠太郎南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 B488＋ 6 〃 クビ 60．1�

510 カ ネ ー タ 牡4黒鹿 57
56 ☆石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 504－ 8 〃 ハナ 8．6�

714
 ウォリアーズソウル �4鹿 57 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana

Farms, LLC 514± 01：11．6クビ 12．2�
816
 ヨ ン カ ー 牡3芦 56 戸崎 圭太吉田 和美氏 和田正一郎 米

Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

560＋ 41：11．7� 1．7	
11 オーロラッシュ 牡4鹿 57 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462＋ 81：11．91� 86．0

611 レザンドゥオール 牡4栗 57 横山 典弘髙橋 貴士氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 518＋ 21：12．0 5．1�
48 ニシノイナズマ 牡5芦 57

56 ☆長岡 禎仁西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 498＋ 4 〃 アタマ 159．1�
59 ツインキャンドル 牝5鹿 55 松岡 正海下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B462± 01：12．1クビ 21．7�
713
 シ ャ ラ ク 牡5鹿 57 蛯名 正義林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 524＋ 6 〃 同着 111．0�
47 � アペルトゥーラ 牡5栗 57

55 △木幡 巧也 �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 512＋ 41：12．31	 36．4�

24 ヴェアリアスサマー 牡5栗 57 柴田 善臣小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 530＋ 81：12．4� 18．5�
12 ディアゴッホ �5栗 57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 市正牧場 518＋ 61：12．71 296．6�
35 ウインヴォイジャー 牡5芦 57 丹内 祐次�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 522＋ 81：12．8 213．9�
23 ファンデルワールス �7鹿 57 西田雄一郎 社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 500＋ 6 （競走中止） 26．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，633，800円 複勝： 54，888，100円 枠連： 24，191，300円
馬連： 85，794，700円 馬単： 42，892，800円 ワイド： 48，684，000円
3連複： 109，400，000円 3連単： 154，958，100円 計： 557，442，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，020円 複 勝 � 1，150円 � 530円 � 1，510円 枠 連（3－8） 2，740円

馬 連 �� 25，780円 馬 単 �� 59，020円

ワ イ ド �� 6，500円 �� 17，710円 �� 8，580円

3 連 複 ��� 324，300円 3 連 単 ��� 1，134，790円

票 数

単勝票数 計 366338 的中 � 5837（10番人気）
複勝票数 計 548881 的中 � 12355（10番人気）� 29297（5番人気）� 9226（11番人気）
枠連票数 計 241913 的中 （3－8） 6839（9番人気）
馬連票数 計 857947 的中 �� 2579（48番人気）
馬単票数 計 428928 的中 �� 545（94番人気）
ワイド票数 計 486840 的中 �� 1940（50番人気）�� 707（81番人気）�� 1465（63番人気）
3連複票数 計1094000 的中 ��� 253（303番人気）
3連単票数 計1549581 的中 ��� 99（1352番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．0―12．0―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．3―45．3―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F38．0
3 ・（4，5）16（12，14）3，11（1，7，10）6（2，13，9）－15，8 4 ・（4，5，16，14）（3，12）11（1，10）（2，7，6）13，15（8，9）

勝馬の
紹 介

�スズカアーサー �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 サンデーサイレンス

2009．5．19生 牡7鹿 母 アイシースズカ 母母 アイシングスズカ 34戦1勝 賞金 30，230，000円
初出走 JRA ［他本会外：3戦1勝］

〔競走中止〕 ファンデルワールス号は，決勝線手前で，内側に斜行した「スズカアーサー」号の影響を受けた馬の後肢に触れてつま
ずき，騎手が落馬したため競走中止。

〔制裁〕 スズカアーサー号の騎手五十嵐冬樹は，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：10番）
スズカアーサー号の騎手五十嵐冬樹は，決勝線手前で内側に斜行したことについて平成28年12月17日から平成28年

12月24日まで騎乗停止。（被害馬：12番・3番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3303312月10日 晴 良 （28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，27．12．12以降28．12．4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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

611 ショウナンマルシェ �5青鹿55 柴山 雄一国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋141：48．1 44．1�

815 ショウナンサスケ 牡3鹿 54 内田 博幸国本 哲秀氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 472＋ 4 〃 アタマ 5．3�
59 ソールインパクト 牡4芦 57 戸崎 圭太窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 21：48．41� 2．4�
23 サトノスティング 牡5青鹿55 勝浦 正樹里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 ハナ 56．8�
35 ダイワスキャンプ �4鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 432＋ 41：48．61	 50．6�
612 サトノメサイア 牡4青鹿56 田辺 裕信里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 526± 01：48．7クビ 4．6�
47 ニシノジャーニー 牡3青鹿54 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 442＋ 2 〃 アタマ 47．3	
36 クラウンディバイダ 牡3黒鹿54 石橋 脩
クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 466± 0 〃 クビ 23．0�
24 ポーラメソッド 牡5芦 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：48．8クビ 30．7
11 コスモナインボール 牡4鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 480＋ 2 〃 クビ 5．8�
714 サウンドメモリー 牡5鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 494＋ 6 〃 アタマ 29．0�
48 ラベンダーメモリー 牝3鹿 53 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B440－ 21：49．11� 21．7�
713 ギブアンドテイク �5栗 54 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 480－ 21：49．2
 35．0�
12 コスモメリー 牝5鹿 52 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 450＋ 61：49．51� 252．5�
816 ヴィンセンツイヤー �5栗 54 黛 弘人 
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 484＋ 81：49．6
 315．7�
510� ザンブローネ 牡5栗 54 石川裕紀人吉田 和美氏 木村 哲也 米 Helen K. Groves

Revocable Trust B562＋ 81：50．98 189．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，045，800円 複勝： 59，986，800円 枠連： 25，545，200円
馬連： 114，129，700円 馬単： 48，644，100円 ワイド： 59，602，900円
3連複： 141，485，000円 3連単： 190，253，600円 計： 680，693，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，410円 複 勝 � 700円 � 210円 � 140円 枠 連（6－8） 1，360円

馬 連 �� 9，840円 馬 単 �� 27，180円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 1，670円 �� 470円

3 連 複 ��� 9，300円 3 連 単 ��� 114，750円

票 数

単勝票数 計 410458 的中 � 7431（10番人気）
複勝票数 計 599868 的中 � 15470（10番人気）� 73952（4番人気）� 148511（1番人気）
枠連票数 計 255452 的中 （6－8） 14515（4番人気）
馬連票数 計1141297 的中 �� 8980（32番人気）
馬単票数 計 486441 的中 �� 1342（76番人気）
ワイド票数 計 596029 的中 �� 5155（33番人気）�� 8855（17番人気）�� 35407（3番人気）
3連複票数 計1414850 的中 ��� 11407（29番人気）
3連単票数 計1902536 的中 ��� 1202（347番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―12．0―12．2―12．0―12．0―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―36．8―49．0―1：01．0―1：13．0―1：24．5―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマルシェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Labeeb デビュー 2013．11．10 東京2着

2011．1．26生 �5青鹿 母 ラ リ ー ズ ン 母母 Reasoning 26戦4勝 賞金 62，742，000円
〔騎手変更〕 ポーラメソッド号の騎手西田雄一郎は，第8競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。

3303412月10日 晴 良 （28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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

711 ペイシャモンシェリ 牡5鹿 57 幸 英明北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 456－101：10．6 6．2�
22 ガ ン ジ ー 牡5栗 57 内田 博幸岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 500－ 41：11．02� 12．6�
45 ノーモアゲーム 牡3鹿 56 石橋 脩内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 480＋ 6 〃 ハナ 3．4�
56 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 466＋ 21：11．1クビ 19．1�
69 ルミナスパレード 牝5黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488＋ 8 〃 クビ 6．8	
33 ヴ ァ ー ノ ン 牡5栗 57 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 518＋141：11．41	 9．6

68 サニーデイズ 牡5黒鹿57 石川裕紀人星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 506＋ 21：11．5	 21．4�
813 イーグルカザン 牡8鹿 57 五十嵐冬樹山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 534＋ 21：11．6クビ 67．0�

（北海道）

44 キープレイヤー 牝5青鹿55 嶋田 純次下河邉 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 524± 0 〃 クビ 38．2

57 ゴーインググレート 牡6栗 57 大野 拓弥田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 484－ 81：11．7クビ 4．1�
710
 サンライズネオ 牡6黒鹿57 吉田 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 474－ 6 〃 クビ 12．5�
812 フルヒロボーイ 牡7鹿 57 蛯名 正義古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 532＋ 81：12．87 109．7�
11 テイクファイア 牡6鹿 57 柴山 雄一加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 480－ 21：12．9クビ 152．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，758，400円 複勝： 57，700，000円 枠連： 28，305，300円
馬連： 120，139，000円 馬単： 53，946，000円 ワイド： 61，295，500円
3連複： 148，635，000円 3連単： 201，179，000円 計： 711，958，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 330円 � 170円 枠 連（2－7） 2，300円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 660円 �� 900円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 24，580円

票 数

単勝票数 計 407584 的中 � 51952（3番人気）
複勝票数 計 577000 的中 � 67263（4番人気）� 37771（7番人気）� 104764（2番人気）
枠連票数 計 283053 的中 （2－7） 9510（12番人気）
馬連票数 計1201390 的中 �� 27986（15番人気）
馬単票数 計 539460 的中 �� 8207（23番人気）
ワイド票数 計 612955 的中 �� 12964（18番人気）�� 24392（4番人気）�� 17330（12番人気）
3連複票数 計1486350 的中 ��� 23050（15番人気）
3連単票数 計2011790 的中 ��� 5932（75番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―12．0―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．8―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャモンシェリ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2013．11．2 京都5着

2011．5．14生 牡5鹿 母 ウィズペイシェンス 母母 コンクラーベ 22戦5勝 賞金 93，309，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3303512月10日 晴 良 （28中山5）第3日 第11競走 ��
��1，200�ラピスラズリステークス

発走15時25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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

815	 メラグラーナ 牝4鹿 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates
Park Pty Ltd 522－101：08．4 2．1�

35 ナックビーナス 牝3青鹿54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 516＋ 21：08．61
 5．7�
611 セカンドテーブル 牡4栗 56 五十嵐冬樹山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 482－ 2 〃 ハナ 11．8�

（北海道）

713 ローズミラクル 牡6青鹿56 吉田 隼人 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 544－ 61：08．81
 50．2�
714	 トータルヒート 牝5栗 54 蛯名 正義 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 458＋ 21：08．9� 40．3�
24 コスモドーム 牡5鹿 56 松岡 正海 �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 518＋ 4 〃 アタマ 79．1	
59 	 イ ッ テ ツ 牡4鹿 56 幸 英明林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-

stown Stud 488＋ 41：09．0クビ 6．4

47 アクティブミノル 牡4黒鹿56 勝浦 正樹吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 492－ 4 〃 ハナ 10．3�
12 ラズールリッキー 牝3黒鹿53 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 450－ 21：09．1� 37．7�
510 ヤマニンプチガトー 牝7栗 54 村田 一誠土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 492－ 41：09．2クビ 251．9
48 キングオブロー 牡7鹿 56 柴田 善臣田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 490＋ 8 〃 クビ 29．8�
612 シャトーウインド 牡6黒鹿56 大野 拓弥円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 468－10 〃 ハナ 213．5�
23 アースソニック 牡7鹿 58 石橋 脩前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 490－ 81：09．3クビ 22．5�
36 レッドラウダ 牡3鹿 55 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 518± 01：09．51
 11．8�
11 	 マイネルエテルネル 牡6栗 56 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 492－ 8 〃 アタマ 98．1�

816 シ ゲ ル カ ガ 牡5鹿 57 吉田 豊森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 524－ 81：10．13� 224．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 78，640，000円 複勝： 107，193，000円 枠連： 58，849，900円
馬連： 260，873，400円 馬単： 112，128，500円 ワイド： 116，391，200円
3連複： 357，090，500円 3連単： 503，358，000円 計： 1，594，524，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 170円 � 260円 枠 連（3－8） 460円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 340円 �� 580円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 6，230円

票 数

単勝票数 計 786400 的中 � 296870（1番人気）
複勝票数 計1071930 的中 � 334769（1番人気）� 144379（2番人気）� 76070（6番人気）
枠連票数 計 588499 的中 （3－8） 98969（1番人気）
馬連票数 計2608734 的中 �� 280711（1番人気）
馬単票数 計1121285 的中 �� 80704（1番人気）
ワイド票数 計1163912 的中 �� 94482（1番人気）�� 50415（4番人気）�� 32796（11番人気）
3連複票数 計3570905 的中 ��� 121923（3番人気）
3連単票数 計5033580 的中 ��� 58554（3番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．0―11．5―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．2―44．7―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	メラグラーナ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Secret Savings デビュー 2015．3．8 阪神1着

2012．8．21生 牝4鹿 母 Ghaliah 母母 Elated Lady 14戦6勝 賞金 88，146，000円
〔制裁〕 セカンドテーブル号の騎手五十嵐冬樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 シンボリディスコ号・ミュゼエイリアン号・ヤサカオディール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3303612月10日 晴 良 （28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

12 エフティスパークル 牡3黒鹿56 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：50．1 2．8�
35 トーセンカナロア 牡4鹿 57 内田 博幸島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 486＋ 21：50．52� 16．9�
611 ブレイクマイハート 牝3鹿 54 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 日高 シンコーファーム 444± 0 〃 ハナ 17．4�
48 エ ン ジ ニ ア 牡3鹿 56 柴田 善臣髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 484＋ 6 〃 アタマ 3．9�
59 ル フ ォ ー ル 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 5．6	
815 ストーミング 牡5栗 57 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 494＋ 61：50．6クビ 32．7

510 マルターズゲイル 牡3青鹿56 嶋田 純次藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 484＋16 〃 クビ 39．2�
713 ヴィータファン �3鹿 56

54 △木幡 巧也猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 81：50．7� 113．8�
612 マイネルシュバリエ 牡4鹿 57 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 500－ 4 〃 クビ 9．4�
36 マ ー セ ラ ス 牡4黒鹿57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：50．8クビ 20．2�
47 ラ グ ル ー ラ 牡3鹿 56 吉田 隼人G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 0 〃 ハナ 38．3�
23 ヤマニンリュウセイ 牡3栗 56 北村 宏司土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 468＋ 6 〃 クビ 19．2�
714 ヴァンデミエール 牝5鹿 55 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 2 〃 ハナ 41．2�
24 ジョンブドール 牝4鹿 55 吉田 豊 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 アタマ 90．3�
11 コスモレティクルム 牝3鹿 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 41：51．01 183．0�
816 ソムニアシチー 牝6鹿 55 武士沢友治 友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 450＋101：51．21	 120．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，497，600円 複勝： 69，975，300円 枠連： 35，594，200円
馬連： 132，377，700円 馬単： 55，055，600円 ワイド： 68，737，000円
3連複： 170，318，400円 3連単： 227，381，300円 計： 806，937，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 340円 � 390円 枠 連（1－3） 1，460円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 690円 �� 860円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 8，910円 3 連 単 ��� 31，200円

票 数

単勝票数 計 474976 的中 � 134082（1番人気）
複勝票数 計 699753 的中 � 153905（1番人気）� 46032（5番人気）� 39120（6番人気）
枠連票数 計 355942 的中 （1－3） 18875（6番人気）
馬連票数 計1323777 的中 �� 51402（5番人気）
馬単票数 計 550556 的中 �� 13156（8番人気）
ワイド票数 計 687370 的中 �� 26422（5番人気）�� 20719（8番人気）�� 5566（35番人気）
3連複票数 計1703184 的中 ��� 14326（25番人気）
3連単票数 計2273813 的中 ��� 5283（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―37．7―50．1―1：02．2―1：14．5―1：26．6―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エフティスパークル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．7．12 福島3着

2013．1．30生 牡3黒鹿 母 エフティマイア 母母 カツラドライバー 9戦2勝 賞金 25，560，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アクート号



（28中山5）第3日 12月10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 182頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

219，940，000円
2，530，000円
15，720，000円
1，420，000円
22，470，000円
71，764，000円
4，706，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
432，146，200円
661，471，600円
277，158，700円
1，091，715，000円
535，547，500円
581，688，500円
1，425，470，600円
2，025，398，000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 7，030，596，100円

総入場人員 20，822名 （有料入場人員 18，258名）
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