
3308512月24日 曇 良 （29中山5）第8日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時35分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

59 シ キ シ マ 牡2鹿 55
54 ☆木幡 初也井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 486＋ 21：13．3 12．3�

35 タイセイゴーディー 牡2黒鹿 55
54 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B464＋ 41：13．61� 77．4�

11 ヴォルフスブルク 牡2芦 55 内田 博幸 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 2 〃 クビ 4．6�
36 パズルリンクス 牡2黒鹿55 戸崎 圭太水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 436＋ 21：13．7� 5．3�
510 イッツマイターン 牡2鹿 55 三浦 皇成岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 502＋161：13．8クビ 7．9�
713 レインボーボニート 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�三嶋牧場 菊沢 隆徳 浦河 三嶋牧場 460－ 4 〃 クビ 19．9	
23 フィールグッド 牝2鹿 54 柴田 善臣小林竜太郎氏 土田 稔 日高 奥山 博 436－ 21：13．9クビ 14．6

12 タツオウカランブ 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 466＋ 81：14．0� 31．1�
48 ファーマメント 牡2鹿 55 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 508＋ 2 〃 ハナ 2．7�
611 ラインマッシモ 牡2栗 55

52 ▲藤田菜七子大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 470＋18 〃 アタマ 16．1
612 デザートカレー 牝2芦 54 宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 新冠 イワミ牧場 438＋ 41：14．74 38．6�
714 デカルコマニー 牡2鹿 55 平野 優松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 448＋ 21：15．12� 316．4�
816 カガトゥインクル 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 武史香川 憲次氏 萱野 浩二 浦河 高岸 順一 436－ 41：15．2クビ 210．2�
24 ニシノオトコマサリ 牝2青鹿54 勝浦 正樹成田 隆好氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 404＋ 41：15．73 78．4�
47 カプレーゼケーキ 牝2鹿 54 津村 明秀 �スピードファーム和田正一郎 浦河 岡本 昌市 436＋ 21：15．91� 143．8�
815 ハ ル ノ タ ビ 牝2青鹿 54

53 ☆井上 敏樹吉田 千津氏 池上 昌和 平取 スガタ牧場 412－ 21：16．32� 350．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，798，200円 複勝： 51，082，400円 枠連： 16，033，700円
馬連： 81，449，000円 馬単： 34，036，500円 ワイド： 48，858，700円
3連複： 105，696，200円 3連単： 123，568，000円 計： 492，522，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 420円 � 1，640円 � 170円 枠 連（3－5） 1，230円

馬 連 �� 44，970円 馬 単 �� 62，260円

ワ イ ド �� 7，570円 �� 1，140円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 45，010円 3 連 単 ��� 303，680円

票 数

単勝票数 計 317982 的中 � 20639（5番人気）
複勝票数 計 510824 的中 � 29239（6番人気）� 6407（11番人気）� 100256（2番人気）
枠連票数 計 160337 的中 （3－5） 10028（6番人気）
馬連票数 計 814490 的中 �� 1494（57番人気）
馬単票数 計 340365 的中 �� 410（102番人気）
ワイド票数 計 488587 的中 �� 1627（52番人気）�� 11412（11番人気）�� 3284（39番人気）
3連複票数 計1056962 的中 ��� 1761（106番人気）
3連単票数 計1235680 的中 ��� 295（652番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．8―12．4―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．9―47．3―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ キ シ マ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．12．2 中山6着

2015．3．30生 牡2鹿 母 ワ ン メ イ ク 母母 メイクアスメリー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 カプレーゼケーキ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴルゴンゾーラ号
（非抽選馬） 4頭 アリーヤベント号・ケルース号・ピンクソルト号・ライクアスター号

3308612月24日 曇 良 （29中山5）第8日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

815 ギガバッケン 牡2鹿 55 西田雄一郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 544＋ 21：58．3 2．2�

12 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 484＋ 41：58．72� 15．5�
24 シ ゲ ノ ブ 牡2黒鹿55 石橋 脩玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 504＋ 41：58．8� 13．1�
59 リキサンゴルト 牡2鹿 55 内田 博幸 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 498－ 41：59．01� 7．6�
36 ナリノリリー 牝2青鹿54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 454－ 61：59．1� 22．1	
612 アカリダイヤモンド 牡2栗 55

52 ▲武藤 雅小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 446－ 21：59．2クビ 24．2

816 ウインドトレイル 牡2黒鹿55 横山 典弘�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 480± 0 〃 クビ 8．1�
510 ホウオウウィング 牡2青鹿55 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 浦河 栄進牧場 482＋ 22：00．15 6．3�
714 エンパイアソング 牡2鹿 55 武士沢友治松平 正樹氏 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 556＋ 62：00．31� 70．7
48 トーセンバーディー 牡2黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ
スティファーム 494－ 82：00．51� 11．3�

35 デルマスピリタス 牝2栗 54 北村 宏司浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 446－ 42：00．6クビ 66．2�
23 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 522＋ 4 〃 ハナ 37．2�
713 ターフィーキング 牡2黒鹿55 菅原 隆一田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 428± 02：01．23� 345．4�
11 ハーモニーヘルメス 牡2鹿 55 柴田 善臣日下部勝德氏 土田 稔 日高 西野 春樹 516－ 42：01．3� 181．0�
611 イデアブルーム 牡2鹿 55 江田 照男益田 修一氏 岩戸 孝樹 むかわ 上水牧場 440＋ 82：01．61� 162．0�
47 パワースピネル 牝2鹿 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 増本牧場 426± 02：02．23� 125．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，048，500円 複勝： 56，685，400円 枠連： 24，643，600円
馬連： 91，680，300円 馬単： 39，101，100円 ワイド： 55，693，600円
3連複： 118，347，900円 3連単： 132，247，500円 計： 555，447，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 290円 � 290円 枠 連（1－8） 1，440円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 690円 �� 680円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 18，450円

票 数

単勝票数 計 370485 的中 � 132007（1番人気）
複勝票数 計 566854 的中 � 153419（1番人気）� 41564（5番人気）� 40934（6番人気）
枠連票数 計 246436 的中 （1－8） 13201（6番人気）
馬連票数 計 916803 的中 �� 42263（6番人気）
馬単票数 計 391011 的中 �� 11647（9番人気）
ワイド票数 計 556936 的中 �� 21238（6番人気）�� 21270（5番人気）�� 10672（18番人気）
3連複票数 計1183479 的中 ��� 19191（13番人気）
3連単票数 計1322475 的中 ��� 5196（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．5―39．0―52．6―1：05．7―1：18．6―1：31．8―1：45．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギガバッケン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．10．22 東京14着

2015．2．18生 牡2鹿 母 ウインディーヒル 母母 ブリュメール 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ギガバッケン号の騎手西田雄一郎は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・8番・4番）
※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） 1頭 サイモンルチアーノ号
（非抽選馬） 3頭 アブナイヒロユキ号・オルファクト号・コスモジェム号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 中山競馬 第８日



3308712月24日 曇 良 （29中山5）第8日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時35分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

611 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 B472＋ 21：13．2 1．9�
815� カポラヴォーロ 牡2栗 55

52 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米 Debra Ann

Shehadi 502＋121：13．41 17．2�
510� セイウンアカマイ 牝2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 米

Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

456＋ 41：13．82� 2．8�
59 サクライザベル 牝2栗 54 江田 照男坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 伏木田牧場 446＋12 〃 クビ 6．7�
12 ディセントファミリ 牡2青鹿 55

54 ☆木幡 初也�和田牧場 和田 正道 新冠 八木 明広 464＋ 21：14．22� 78．5	
612 マ カ ロ ン 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 462＋ 21：14．52 157．0

36 サマーシャドウ 牝2栗 54 石橋 脩飯塚 知一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 440－ 21：14．6� 110．7�
48 マイネルフィリップ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 浦河 一珍棒牧場 464＋ 8 〃 ハナ 48．9�
714 ペイシャオブライフ 牝2鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 480＋ 61：14．7クビ 25．5
713 クラウンアート 牡2青鹿55 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 山口 義彦 520＋ 21：14．8� 27．3�
11 メ イ モ ア ナ 牝2鹿 54 原田 和真千明牧場 池上 昌弘 日高 千明牧場 444＋ 61：15．22� 94．8�
47 コ イ バ ナ 牝2青鹿54 村田 一誠窪田 芳郎氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 444＋ 21：15．41 192．7�
24 ブラウンシュシュ 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅キャピタルクラブ 武藤 善則 浦河 カナイシスタッド 430＋ 21：15．61	 30．1�
23 ナイスジャスミン 牝2黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹�和田牧場 和田 正道 浦河 上山牧場 444－ 41：15．81 297．1�
816 トーセンプルメリア 牝2栗 54 菅原 隆一島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 470－ 61：16．12 287．0�
35 ビューティアイリス 牝2鹿 54 西村 太一�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 424± 01：17．16 335．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，420，900円 複勝： 55，655，000円 枠連： 21，313，600円
馬連： 95，307，200円 馬単： 50，638，900円 ワイド： 58，152，800円
3連複： 125，057，800円 3連単： 188，485，800円 計： 640，032，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 240円 � 120円 枠 連（6－8） 1，390円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 550円 �� 150円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 7，630円

票 数

単勝票数 計 454209 的中 � 184977（1番人気）
複勝票数 計 556550 的中 � 236068（1番人気）� 30115（4番人気）� 103983（2番人気）
枠連票数 計 213136 的中 （6－8） 11871（4番人気）
馬連票数 計 953072 的中 �� 42053（4番人気）
馬単票数 計 506389 的中 �� 15935（7番人気）
ワイド票数 計 581528 的中 �� 22132（5番人気）�� 131343（1番人気）�� 16860（8番人気）
3連複票数 計1250578 的中 ��� 74715（2番人気）
3連単票数 計1884858 的中 ��� 17905（15番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．7―12．7―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．4―47．1―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードネプチューン �
�
父 ロードバリオス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．8 函館5着

2015．5．12生 牡2青鹿 母 ト ミ ー ラ ヴ 母母 コガネセンガン 6戦1勝 賞金 10，300，000円
※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。
（非当選馬） 2頭 タイセイレーベン号・ニシノシノブ号
（非抽選馬） 4頭 スパイスタイガー号・ソウシソウアイ号・ベイスン号・メルトポイント号

3308812月24日 曇 良 （29中山5）第8日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時05分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

816 ア ル ー シ ャ 牝2芦 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 430＋101：36．1 1．9�
24 ソーラーフレア 牡2鹿 55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 41：36．2� 16．3�
11 ゴージャスランチ 牝2黒鹿54 C．デムーロ 吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496＋ 4 〃 クビ 3．8�

（仏）

36 アストラサンタン 牝2青鹿54 福永 祐一丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462－ 21：36．51� 7．6�
35 ブラックイメル 牝2黒鹿54 蛯名 正義杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 462＋ 61：36．71	 7．6�
713 マイネルテンプス 牡2鹿 55 柴田 大知 	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 458＋ 61：36．91� 18．9

48 シバノモスキー 牝2黒鹿54 柴山 雄一柴 一男氏 清水 英克 新冠 パカパカ

ファーム 444＋ 4 〃 ハナ 76．5�
714 トラストロン 牝2黒鹿54 三浦 皇成菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 440＋161：37．11	 222．1�
59 ア イ シ ャ 牝2栗 54 内田 博幸大島 昌也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 クビ 114．8
47 ジャンティエス 牝2栗 54 嶋田 純次落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 462－ 21：37．2クビ 103．4�
612 オールドナシュワン 牡2黒鹿55 丸山 元気�リーヴァ 松永 康利 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500± 01：37．41	 92．3�
611 ウェストレー 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 388＋10 〃 ハナ 104．4�
815 サンクトゥスレーン 牡2栗 55 松岡 正海 �コスモヴューファーム 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 4 〃 クビ 187．9�
510 ファーマフローラ 牝2青鹿54 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 日高 高山牧場 424＋ 6 〃 アタマ 455．2�
23 マイネルカルム 牡2青 55 石橋 脩 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 2 〃 アタマ 49．1�
12 アシャカータ 牡2黒鹿55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 谷川牧場 448＋ 61：37．82� 208．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，288，000円 複勝： 73，503，000円 枠連： 25，931，800円
馬連： 111，529，300円 馬単： 59，658，900円 ワイド： 68，391，800円
3連複： 135，792，800円 3連単： 216，984，600円 計： 746，080，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 210円 � 130円 枠 連（2－8） 1，210円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 540円 �� 190円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 6，990円

票 数

単勝票数 計 542880 的中 � 228370（1番人気）
複勝票数 計 735030 的中 � 236166（1番人気）� 60401（5番人気）� 140651（2番人気）
枠連票数 計 259318 的中 （2－8） 16551（4番人気）
馬連票数 計1115293 的中 �� 53007（5番人気）
馬単票数 計 596589 的中 �� 22324（6番人気）
ワイド票数 計 683918 的中 �� 28713（6番人気）�� 117781（1番人気）�� 23014（9番人気）
3連複票数 計1357928 的中 ��� 67568（4番人気）
3連単票数 計2169846 的中 ��� 22489（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．9―47．9―1：00．3―1：12．4―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

ア ル ー シ ャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2017．11．25 東京2着

2015．2．1生 牝2芦 母 ザ ズ ー 母母 Rhumb Line 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ストレイライトラン号・ハイチーズ号・ハリケーンヴォーグ号・フジワンタイフーン号・ボリュームラベル号
※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。



3308912月24日 曇 良 （29中山5）第8日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時35分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

816 ウイングセクション 牡2栗 55 江田 照男 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484 ―2：06．2 43．6�

12 ウ ム ラ オ フ 牡2青鹿55 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444 ―2：06．41� 1．4�

36 ロ ン デ ル 牝2鹿 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440 ― 〃 アタマ 48．3�

510 ウインブロンクス 牡2鹿 55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新ひだか 田湯牧場 436 ―2：06．61 20．4�
35 モンテグロッソ 牡2青鹿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 514 ―2：06．7� 13．7	
611 バスクインザサン 牝2青 54 川田 将雅�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 524 ―2：06．8� 18．1

713 アルスラーン 牡2黒鹿55 三浦 皇成小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 482 ― 〃 クビ 11．9�
818 エリープライム 牝2鹿 54 岩田 康誠谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 丸村村下

ファーム 438 ―2：06．9	 70．6�
817 コスモターンブルー 牡2青 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 506 ― 〃 クビ 168．2
11 シングンオフビート 牡2黒鹿55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 448 ―2：07．32	 82．3�
715 グレンフィナン 牡2鹿 55 戸崎 圭太�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 488 ―2：07．51� 11．1�
23 ドナファウスタ 牝2栗 54 津村 明秀小川眞査雄氏 武市 康男 新ひだか 下屋敷牧場 446 ― 〃 アタマ 25．5�
612 ダノンシャレード 牡2黒鹿55 内田 博幸�ダノックス 久保田貴士 洞
湖 レイクヴィラファーム 534 ―2：07．92	 62．8�
59 リラフォルテ 牝2鹿 54 丸田 恭介�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 佐藤 陽一 446 ― 〃 アタマ 155．1�
48 ヤマタケクッキー 牝2鹿 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 川端 正博 494 ―2：08．11� 298．2�
24 ノーブルエイム 牝2栗 54 石橋 脩下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 500 ―2：08．2クビ 15．0�
47 メ ロ ス 牡2黒鹿55 吉田 隼人島井新一郎氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450 ―2：08．41	 137．9�
714 ジンリッキー 牡2栗 55 大野 拓弥藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 484 ―2：09．99 254．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 57，335，000円 複勝： 86，471，100円 枠連： 28，021，000円
馬連： 91，536，500円 馬単： 56，070，700円 ワイド： 56，012，700円
3連複： 110，653，600円 3連単： 165，189，300円 計： 651，289，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，360円 複 勝 � 650円 � 110円 � 760円 枠 連（1－8） 1，370円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 11，020円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 10，960円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 24，300円 3 連 単 ��� 297，170円

票 数

単勝票数 計 573350 的中 � 10520（9番人気）
複勝票数 計 864711 的中 � 17165（9番人気）� 466345（1番人気）� 14220（10番人気）
枠連票数 計 280210 的中 （1－8） 15812（6番人気）
馬連票数 計 915365 的中 �� 28272（8番人気）
馬単票数 計 560707 的中 �� 3816（22番人気）
ワイド票数 計 560127 的中 �� 11654（9番人気）�� 1271（74番人気）�� 11668（8番人気）
3連複票数 計1106536 的中 ��� 3415（70番人気）
3連単票数 計1651893 的中 ��� 403（613番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―38．1―51．8―1：05．4―1：18．4―1：30．5―1：42．5―1：54．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7
1
3

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

・（4，6）18（3，11）（2，5，16）12（9，13）（8，17）10（7，15）（14，1）・（4，10，18，16）（3，6）（2，5，11）（9，13，17）12（8，15，1）7＝14
勝馬の
紹 介

ウイングセクション �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2015．5．8生 牡2栗 母 ウイングオブラック 母母 バブルウイングス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キタノコマンドール号・ゼネラルマッターレ号・ドリームセオリー号

3309012月24日 曇 良 （29中山5）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時25分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

510 アズレージョ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 462＋121：55．4 1．9�
11 ダイワエトワール 牝3黒鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 522＋161：55．5� 4．8�
714 フジマサクイーン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B446＋ 41：56．03 124．1�
611 ボールドアテンプト 牝4黒鹿55 大野 拓弥�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 2 〃 クビ 8．4�
48 トーセンメリッサ 牝5青 55 内田 博幸島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 486＋ 81：56．21� 26．5	
47 イダフェイマ 牝4芦 55

52 ▲菊沢 一樹張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 530＋ 4 〃 ハナ 50．0

24 クラウンロマン 牝4芦 55

52 ▲武藤 雅矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 462＋ 61：56．3クビ 43．2�
816 ウインポプリ 牝3鹿 54 松岡 正海�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 454＋14 〃 クビ 52．1�
23 サンウィノナ 牝5鹿 55 武士沢友治 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 シンボリ牧場 B480＋ 61：56．61� 80．1
35 モアアピール 牝5芦 55 黛 弘人�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486± 01：56．7� 126．5�
59 メイプルケプラー 牝4栗 55 戸崎 圭太節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 飯岡牧場 488± 01：56．8クビ 13．1�
36 デフィニール 牝4鹿 55 津村 明秀 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B470－ 21：57．11� 104．9�
815� ココロノキャンバス 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 いとう牧場 414＋161：57．52	 304．4�
713 メンデンホール 牝4黒鹿55 横山 典弘 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 498＋ 81：58．35 6．4�
612� トラストエンジェル 牝3黒鹿54 岩田 康誠菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 428＋ 31：58．93	 31．2�
12 ヴァタルサイビーチ 牝4鹿 55 平野 優窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 466＋ 81：59．75 186．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，587，400円 複勝： 68，223，500円 枠連： 29，036，700円
馬連： 133，326，100円 馬単： 63，491，700円 ワイド： 74，443，900円
3連複： 153，792，700円 3連単： 224，391，600円 計： 804，293，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 190円 � 1，260円 枠 連（1－5） 520円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 370円 �� 3，480円 �� 8，920円

3 連 複 ��� 21，680円 3 連 単 ��� 55，500円

票 数

単勝票数 計 575874 的中 � 237872（1番人気）
複勝票数 計 682235 的中 � 207603（1番人気）� 87796（4番人気）� 8534（12番人気）
枠連票数 計 290367 的中 （1－5） 42701（2番人気）
馬連票数 計1333261 的中 �� 169758（1番人気）
馬単票数 計 634917 的中 �� 55899（1番人気）
ワイド票数 計 744439 的中 �� 59224（3番人気）�� 5143（34番人気）�� 1979（59番人気）
3連複票数 計1537927 的中 ��� 5320（63番人気）
3連単票数 計2243916 的中 ��� 2931（158番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．3―49．6―1：02．0―1：15．0―1：28．6―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．4
1
3

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

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

アズレージョ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．1．14 中山12着

2014．1．28生 牝3鹿 母 アマファソン 母母 アドマイヤセラヴィ 8戦2勝 賞金 14，500，000円



3309112月24日 曇 良 （29中山5）第8日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

713 シャインヴィットゥ 牡3芦 56
53 ▲武藤 雅皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 474＋ 61：11．6 2．4�

48 ジェットコルサ 牡5青 57 岩田 康誠尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 488＋101：11．92 24．8�
510 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 456＋ 21：12．11 19．3�
11 ヒカリトップメモリ 牝4鹿 55 戸崎 圭太�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 476＋ 2 〃 クビ 4．5�
35 レンズフルパワー 牡5鹿 57 丸山 元気田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 512－ 21：12．2クビ 40．4�
815 オンリートゥモロー 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：12．3� 4．4	
612 シャンパンサーベル 牝5黒鹿55 吉田 隼人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 482＋ 2 〃 クビ 8．0

714 ショークール 牡4栗 57 浜中 俊吉冨 学氏 加藤 和宏 新冠 若林牧場 524＋ 41：12．61� 110．8�
611 タイキマロン 牝4鹿 55 北村 宏司�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 476± 01：12．81� 134．1
47 オウケンブライト 牝3芦 54 西村 太一福井 明氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 470＋ 21：13．01 279．0�
12 カシノアーニング 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 446＋121：13．1� 376．3�
816 セイウンオセアン 牡5鹿 57 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 462＋ 2 〃 クビ 78．0�
59 	 プリンセスライン 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 432－201：13．31 126．6�
24 ダノンイーグル 牡3栗 56 大野 拓弥�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 504＋10 〃 ハナ 25．5�
36 イ ザ 牡4鹿 57 三浦 皇成松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 500± 0 〃 クビ 13．4�
23 スリーミネルバ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 450＋201：13．62 132．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，631，800円 複勝： 78，291，000円 枠連： 28，605，900円
馬連： 158，363，000円 馬単： 68，492，100円 ワイド： 85，313，400円
3連複： 194，719，900円 3連単： 256，237，800円 計： 931，654，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 440円 � 370円 枠 連（4－7） 1，990円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 800円 �� 760円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 8，700円 3 連 単 ��� 33，100円

票 数

単勝票数 計 616318 的中 � 199287（1番人気）
複勝票数 計 782910 的中 � 220090（1番人気）� 35280（8番人気）� 43652（6番人気）
枠連票数 計 286059 的中 （4－7） 11109（8番人気）
馬連票数 計1583630 的中 �� 59976（6番人気）
馬単票数 計 684921 的中 �� 14980（12番人気）
ワイド票数 計 853134 的中 �� 28004（9番人気）�� 29800（7番人気）�� 6399（31番人気）
3連複票数 計1947199 的中 ��� 16782（27番人気）
3連単票数 計2562378 的中 ��� 5611（105番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．6―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．3―46．5―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャインヴィットゥ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．2 福島10着

2014．3．15生 牡3芦 母 シャインセレブ 母母 マンハッタンセレブ 11戦2勝 賞金 28，300，000円
〔制裁〕 シャインヴィットゥ号の騎手武藤雅は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番）
〔その他〕 オンリートゥモロー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 オンリートゥモロー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年1月24日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トウショウデュエル号・レオニーズ号
（非抽選馬） 3頭 アマノガワ号・エンセラダス号・ストラボ号

3309212月24日 曇 良 （29中山5）第8日 第8競走 ��
��1，200�クリスマスローズステークス

発走13時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

712 タイセイプライド 牡2青鹿56 M．デムーロ田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 504－181：09．0 3．3�
815 ラストプリマドンナ 牝2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 432＋ 81：09．1� 3．8�
814 レグルドール 牝2鹿 55 高倉 稜 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 宮崎 田上 勝雄 460± 01：09．42 48．0�
713 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 442＋ 21：09．5� 155．5�
59 リンシャンカイホウ 牡2鹿 55 松田 大作�KTレーシング 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 444＋101：09．71	 7．9	
11 ペイシャルアス 牝2栗 55 川田 将雅北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 474－161：09．91� 5．0

23 アイスフィヨルド 牡2芦 55 C．デムーロ 佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 438＋ 4 〃 ハナ 6．7�

（仏）

35 ア ー ヒ ラ 牝2芦 54 長岡 禎仁�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 428＋ 4 〃 クビ 251．9�
22 
 リュウノユキナ 牡2芦 56 内田 博幸蓑島 竜一氏 斉藤 敏 新ひだか 藤川フアーム 476± 01：10．0� 10．4

（船橋）

46 ニシノアスカ 牝2青鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 408± 01：10．21 23．5�
611� トーセンエポナ 牝2鹿 54 丸山 元気島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋ 4 〃 クビ 206．5�
610 メイケイダイハード 牡2鹿 55 岩田 康誠名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 522± 0 〃 ハナ 29．4�
58 ソ ン タ ク 牡2鹿 55 的場 勇人田頭 勇貴氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 446－ 21：10．51� 141．4�
34 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 B470＋ 21：10．6� 300．1�
47 パ ッ セ 牝2栗 54 松岡 正海�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 496＋ 41：13．0大差 151．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 77，133，900円 複勝： 97，296，300円 枠連： 33，318，600円
馬連： 195，039，900円 馬単： 77，346，700円 ワイド： 95，148，900円
3連複： 214，308，900円 3連単： 299，728，600円 計： 1，089，321，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 180円 � 710円 枠 連（7－8） 670円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，010円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 8，890円 3 連 単 ��� 33，510円

票 数

単勝票数 計 771339 的中 � 182265（1番人気）
複勝票数 計 972963 的中 � 188812（1番人気）� 156369（3番人気）� 25248（9番人気）
枠連票数 計 333186 的中 （7－8） 38373（1番人気）
馬連票数 計1950399 的中 �� 209560（1番人気）
馬単票数 計 773467 的中 �� 41456（1番人気）
ワイド票数 計 951489 的中 �� 93522（1番人気）�� 11162（24番人気）�� 9717（28番人気）
3連複票数 計2143089 的中 ��� 18069（33番人気）
3連単票数 計2997286 的中 ��� 6484（122番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．7―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．0―45．7―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 ・（9，13）15（10，14）1（5，12）4－6（2，8，3）11＝7 4 ・（9，13）－15，12（10，14）（1，5）（4，6，3）（2，8，11）＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイプライド �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2017．7．2 中京1着

2015．3．25生 牡2青鹿 母 キャニオンリリー 母母 ミスフアピー 4戦3勝 賞金 39，525，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パッセ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月24日まで平地競走に出

走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3309312月24日 曇 良 （29中山5）第8日 第9競走 ��
��2，500�グッドラックハンデキャップ

発走14時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．12．23以降29．12．17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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

22 フェイズベロシティ 牝4栗 54 C．デムーロ 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 444＋ 42：36．0 6．5�
（仏）

610 ウインヴォラーレ 牡4黒鹿57 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 468－10 〃 クビ 4．2�
814 ステイブラビッシモ 牡4鹿 56 C．ルメール 草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 464＋ 62：36．1� 3．5�
58 ギブアンドテイク �6栗 53 岩田 康誠嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 488＋ 42：36．2� 57．1�
69 マイネルフレスコ 牡6栗 54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 484－ 42：36．3	 89．4�
57 コスモジャーベ 牡4黒鹿55 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 478± 02：36．4アタマ 27．0

45 エニグマバリエート 牡5青鹿54 福永 祐一平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494－ 42：36．5� 60．4�
813 ジャポニカーラ 牝5黒鹿52 杉原 誠人 	シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 418＋102：36．6� 37．5�
711 プライムセラー �4栗 55 石橋 脩 	サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 514＋10 〃 アタマ 22．0
34 
 イ チ ダ イ 牡4鹿 57 三浦 皇成合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B538＋ 6 〃 アタマ 8．0�
33 タケルラムセス 牡5鹿 54 内田 博幸森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 484＋ 62：36．7クビ 66．1�
46 チャロネグロ 牡3黒鹿55 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494± 02：36．8	 5．2�

712 サブライムカイザー 牡5鹿 56 戸崎 圭太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 502＋ 42：36．9	 19．1�

11 ジ ャ ッ キ ー 牡3栗 53 津村 明秀小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 480＋ 2 〃 クビ 24．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 79，799，700円 複勝： 119，181，800円 枠連： 39，825，600円
馬連： 240，378，800円 馬単： 89，826，700円 ワイド： 124，496，500円
3連複： 311，528，800円 3連単： 386，529，800円 計： 1，391，567，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 150円 � 160円 枠 連（2－6） 1，570円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 620円 �� 540円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 14，170円

票 数

単勝票数 計 797997 的中 � 98092（4番人気）
複勝票数 計1191818 的中 � 125364（5番人気）� 216233（1番人気）� 210055（2番人気）
枠連票数 計 398256 的中 （2－6） 19645（8番人気）
馬連票数 計2403788 的中 �� 116454（5番人気）
馬単票数 計 898267 的中 �� 18194（15番人気）
ワイド票数 計1244965 的中 �� 48947（8番人気）�� 56971（5番人気）�� 108108（1番人気）
3連複票数 計3115288 的中 ��� 125786（3番人気）
3連単票数 計3865298 的中 ��� 19771（28番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―18．8―31．3―44．5―57．5―1：10．3―1：23．0―1：35．8―1：48．1―2：00．5―2：12．4―2：24．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フェイズベロシティ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．10．24 東京2着

2013．1．24生 牝4栗 母 スペシャルグルーヴ 母母 ソニックグルーヴ 15戦3勝 賞金 47，876，000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。

3309412月24日 曇 良 （29中山5）第8日 第10競走 ��
��1，200�2017フェアウェルステークス

発走14時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

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± 01：11．4 8．4�
47 ハングリーベン 牡3鹿 56 松田 大作石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 440＋ 2 〃 クビ 41．7�
611 コパノリスボン 牡4栗 57 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 510－ 41：11．5クビ 17．9�
35 ヤ サ シ サ 牝3鹿 54 浜中 俊佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 490－ 6 〃 クビ 5．8�
713 メイショウワダイコ 牡5鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 540＋10 〃 アタマ 15．2�
48 グラスエトワール 牝5鹿 55 木幡 巧也半沢	 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B494± 01：11．7� 20．3

59 パイメイメイ 牝6鹿 55 横山 武史西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B506＋ 6 〃 アタマ 26．6�
24 	 チェリーサマー 牡5鹿 57 丸山 元気櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 520± 01：11．8
 36．4�
11 メイショウツレヅレ 牝8黒鹿55 戸崎 圭太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 458－121：11．9
 9．3
36 モ ル ジ ア ナ 牝5栗 55 C．ルメール 	シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 ハナ 2．6�
815 ヒカリマサムネ 牡7栗 57 江田 照男�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 474＋101：12．0
 56．4�
510 プレシャスエース 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 21：12．31� 6．7�
612 ヨウライフク �5栗 57 吉田 隼人小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 B504＋ 4 〃 ハナ 159．4�
816 ジャコカッテ 牡6栗 57 津村 明秀晴間 芳次氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 520＋14 〃 ハナ 222．0�
714 デンコウウノ 牡6鹿 57 柴山 雄一田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 500± 01：12．51� 63．6�
12 ドラゴンストリート 牡6鹿 57 内田 博幸窪田 芳郎氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 476＋ 41：12．71 61．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 93，893，600円 複勝： 115，740，200円 枠連： 62，671，800円
馬連： 288，116，400円 馬単： 117，436，700円 ワイド： 138，101，500円
3連複： 352，472，700円 3連単： 495，698，500円 計： 1，664，131，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 230円 � 890円 � 510円 枠 連（2－4） 4，360円

馬 連 �� 16，990円 馬 単 �� 29，740円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 1，460円 �� 8，280円

3 連 複 ��� 63，900円 3 連 単 ��� 421，800円

票 数

単勝票数 計 938936 的中 � 89149（4番人気）
複勝票数 計1157402 的中 � 157192（3番人気）� 29803（11番人気）� 56399（7番人気）
枠連票数 計 626718 的中 （2－4） 11120（17番人気）
馬連票数 計2881164 的中 �� 13986（44番人気）
馬単票数 計1174367 的中 �� 2961（83番人気）
ワイド票数 計1381015 的中 �� 9369（42番人気）�� 25060（15番人気）�� 4227（68番人気）
3連複票数 計3524727 的中 ��� 4137（168番人気）
3連単票数 計4956985 的中 ��� 852（1021番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．1―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―46．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカリブランデー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ヒカリバオー デビュー 2013．12．21 中山5着

2011．3．7生 牡6鹿 母 ヒカリブラッシア 母母 ノブリースーパー 31戦5勝 賞金 94，990，000円
※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 インディーズゲーム号・ウエスタンユーノー号・コスタアレグレ号・コパノマイケル号・サザンボルケーノ号・

シゲルコング号・チュラカーギー号・ディープミタカ号・プリサイスエース号・ヨンカー号

１レース目 ３レース目



3309512月24日 晴 良 （29中山5）第8日 第11競走 ��
��2，500�有 馬 記 念（ＧⅠ）

発走15時25分 （第62回グランプリ） （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬；負担重量は，3歳55�4
歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 300，000，000円 120，000，000円 75，000，000円 45，000，000円 30，000，000円
付 加 賞 3，360，000円 960，000円 480，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：29．5
2：29．5
2：29．5

良
良
良

12 キタサンブラック 牡5鹿 57 武 豊�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 540－ 22：33．6 1．9�
23 クイーンズリング 牝5黒鹿55 C．ルメール 吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 474± 02：33．81� 33．1�
510 シュヴァルグラン 牡5栗 57 H．ボウマン 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 ハナ 6．7�

（豪）

714 スワーヴリチャード 牡3栗 55 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 510＋ 8 〃 クビ 4．5�
611 ルージュバック 牝5鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 460＋ 62：34．01	 55．4	
47 シ ャ ケ ト ラ 牡4青鹿57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 520－ 42：34．1
 29．6

816 サウンズオブアース 牡6黒鹿57 C．デムーロ 吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 512＋102：34．2クビ 132．9�

（仏）

48 レインボーライン 牡4鹿 57 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 444－ 42：34．3� 44．7�
36 サトノクロニクル 牡3鹿 55 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 クビ 70．7
11 ヤマカツエース 牡5栗 57 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 510＋ 42：34．4� 24．6�
713 ミッキークイーン 牝5鹿 55 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 432－102：34．5� 19．6�
24 ブレスジャーニー 牡3鹿 55 三浦 皇成島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 466＋ 42：34．6
 71．7�
612 サトノクラウン 牡5黒鹿57 R．ムーア �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 ハナ 9．8�

（英）

35 トーセンビクトリー 牝5鹿 55 田辺 裕信島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482＋102：34．81	 159．5�
815 カレンミロティック �9栗 57 川田 将雅鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：35．11
 204．8�
59 � サクラアンプルール 牡6栗 57 蛯名 正義�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 494＋122：35．52� 72．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 2，747，583，400円 複勝： 1，650，515，400円 枠連： 1，596，781，800円 馬連： 6，118，985，400円 馬単： 2，917，018，300円
ワイド： 2，431，015，700円 3連複： 8，709，011，600円 3連単：18，028，664，100円 5重勝： 913，020，000円 計： 45，112，595，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 550円 � 180円 枠 連（1－2） 1，600円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 280円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 25，040円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神9R／中山10R／阪神10R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 15，977，850円

票 数

単勝票数 計27475834 的中 � 11524486（1番人気）
複勝票数 計16505154 的中 � 5094519（1番人気）� 494428（9番人気）� 2158774（3番人気）
枠連票数 計15967818 的中 （1－2） 769637（6番人気）
馬連票数 計61189854 的中 �� 1589818（9番人気）
馬単票数 計29170183 的中 �� 573549（12番人気）
ワイド票数 計24310157 的中 �� 489210（13番人気）�� 2566648（2番人気）�� 202091（30番人気）
3連複票数 計87090116 的中 ���1204335（16番人気）
3連単票数 計180286641 的中 ��� 521814（68番人気）
5重勝票数 計9130200 的中 ����� 40

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．8―18．4―30．3―42．5―54．8―1：08．1―1：21．3―1：34．1―1：46．3―1：58．4―2：10．1―2：21．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キタサンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．1．31 東京1着

2012．3．10生 牡5鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 20戦12勝 賞金 1，876，843，000円
〔制裁〕 スワーヴリチャード号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成30年1月6日から平成30年

1月7日まで騎乗停止。（被害馬：10番・9番）
クイーンズリング号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・9番）

〔その他〕 スワーヴリチャード号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※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。

3309612月24日 晴 良 （29中山5）第8日 第12競走 ��
��1，200�クリスマスカップ

発走16時05分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

713 ダイメイフジ 牡3鹿 56 R．ムーア 宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 510± 01：09．0 2．9�
（英）

36 ショウナンアエラ 牡3黒鹿56 吉田 隼人国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 488＋141：09．1� 17．6�
612 ワールドフォーラブ 牝3黒鹿54 福永 祐一吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 442－ 41：09．31 12．8�
714 コロラトゥーレ 牝3鹿 54 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 454＋ 6 〃 アタマ 9．1�
35 イノバティブ 牡3鹿 56 勝浦 正樹畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 458－ 41：09．51	 13．7�
816 アイファープリティ 牝4鹿 55 M．デムーロ中島 稔氏 
島 一歩 新冠 川上 悦夫 448＋ 61：09．6� 4．4	
611 ブラックバード �5鹿 57 戸崎 圭太 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 476＋ 81：09．7� 29．3

11 スペチアーレ 牝5鹿 55 大野 拓弥青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 492＋ 2 〃 ハナ 16．0�
510 サ フ ィ ロ ス 牡5鹿 57 H．ボウマン �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 アタマ 20．4

（豪）

48 ダイワプロパー 牝5栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 81：09．8クビ 97．0�
24  フジノパンサー 牡4鹿 57 田辺 裕信久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 61：10．11� 8．3�
23 ショウナンマッシブ 牡3鹿 56 内田 博幸国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 460－ 4 〃 クビ 102．1�
815 ブ ロ ワ 牝4黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 476＋ 81：10．2� 108．8�
47 ネバーリグレット �4芦 57 石橋 脩�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492± 01：10．41� 18．0�
12 ドゥモワゼル 牝3鹿 54 蛯名 正義小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 456－ 21：10．61	 64．5�
59  タイキパラドックス 牡5栗 57 松岡 正海�大樹ファーム 二ノ宮敬宇 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 460＋101：10．7クビ 203．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 152，928，100円 複勝： 172，683，400円 枠連： 102，266，400円
馬連： 402，862，400円 馬単： 156，187，400円 ワイド： 202，091，900円
3連複： 512，620，000円 3連単： 744，587，300円 計： 2，446，226，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 380円 � 380円 枠 連（3－7） 870円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 980円 �� 810円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 8，990円 3 連 単 ��� 35，240円

票 数

単勝票数 計1529281 的中 � 417281（1番人気）
複勝票数 計1726834 的中 � 383446（1番人気）� 99257（8番人気）� 101343（7番人気）
枠連票数 計1022664 的中 （3－7） 90397（2番人気）
馬連票数 計4028624 的中 �� 132911（7番人気）
馬単票数 計1561874 的中 �� 33872（8番人気）
ワイド票数 計2020919 的中 �� 53431（7番人気）�� 65874（5番人気）�� 17720（36番人気）
3連複票数 計5126200 的中 ��� 42722（25番人気）
3連単票数 計7445873 的中 ��� 15318（85番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．7―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．5―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイメイフジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．20 京都2着

2014．3．27生 牡3鹿 母 ダイメイダーク 母母 スノーペトレル 11戦3勝 賞金 57，981，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時10分に変更。
〔制裁〕 ダイメイフジ号の騎手R．ムーアは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番）
※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 イキオイ号・ダイイチターミナル号・ルイ号
※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。

５レース目



（29中山5）第8日 12月24日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 191頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

772，320，000円
5，060，000円
23，900，000円
6，700，000円
100，310，000円
55，000，000円
81，092，000円
5，495，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
3，496，448，500円
2，625，328，500円
2，008，450，500円
8，008，574，300円
3，729，305，700円
3，437，721，400円
11，044，002，900円
21，262，312，900円
913，020，000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
5 重 勝
計 56，525，164，700円

総入場人員 100，720名 （有料入場人員 91，826名）
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