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3502512月7日 晴 良 （25中京4）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （ダート・左）

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
1：12．2
1：10．2

良
不良

816 ア ヴ ァ ー ル 牝2栗 54 後藤 浩輝前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 440－101：13．4 4．2�

24 シゲルミマサカ 牝2青鹿54 秋山真一郎森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 428－ 2 〃 クビ 3．5�
713 エ ゴ イ ス ト 牝2鹿 54 北村 友一田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 464－ 41：13．72 4．4�
510 ティアップシンガー 牝2黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 454－ 41：13．8クビ 11．3�
815 ネイティヴコード 牝2鹿 54

52 △杉原 誠人岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B496－ 4 〃 クビ 9．6�
36 フ リ メ ー ル 牝2栗 54

51 ▲花田 大昂�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 424－ 61：14．22� 120．3	
611 ウィットウォーター 牝2黒鹿54 国分 恭介鈴木 康弘氏 武 宏平 むかわ 上水牧場 442＋ 2 〃 クビ 5．8

35 オ ク リ モ ノ 牝2栗 54 大庭 和弥�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 470－ 6 〃 ハナ 115．3�
23 ライクアラヴァー 牝2栗 54

51 ▲原田 和真�ミルファーム 粕谷 昌央 新ひだか 真歌田中牧場 420－ 21：15．05 237．8�
11 スイートノエル 牝2黒鹿54 丸田 恭介シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 430－181：15．31� 38．2
612 トミケンユオスタ 牝2鹿 54 川須 栄彦冨樫 賢二氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 460－ 2 〃 ハナ 295．6�
12 ザナイトビフォー 牝2芦 54 高倉 稜�グランド牧場 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 432－ 21：15．72� 87．2�
59 エイシンオーキッド 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二�栄進堂 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 466－ 61：15．8� 23．9�
48 オーミハンコック 牝2黒鹿 54

52 △藤懸 貴志岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 420－ 21：16．01 148．3�
714 スリーチアサウス 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二永井商事� 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 464＋101：16．63� 49．9�
47 クニサキキャメロン 牝2鹿 54 鮫島 良太國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上牧場 450－ 2 〃 ハナ 199．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，889，600円 複勝： 25，021，200円 枠連： 7，043，400円
馬連： 23，899，900円 馬単： 16，663，600円 ワイド： 13，063，900円
3連複： 35，457，200円 3連単： 50，940，800円 計： 183，979，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 130円 � 160円 枠 連（2－8） 490円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 300円 �� 350円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 6，170円

票 数

単勝票数 計 118896 的中 � 22792（2番人気）
複勝票数 計 250212 的中 � 42687（2番人気）� 58140（1番人気）� 38885（3番人気）
枠連票数 計 70434 的中 （2－8） 10779（1番人気）
馬連票数 計 238999 的中 �� 29722（1番人気）
馬単票数 計 166636 的中 �� 10582（1番人気）
ワイド票数 計 130639 的中 �� 11260（1番人気）�� 8994（3番人気）�� 9575（2番人気）
3連複票数 計 354572 的中 ��� 23438（1番人気）
3連単票数 計 509408 的中 ��� 6098（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．0―12．9―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．6―48．5―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ヴ ァ ー ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2013．7．7 中京3着

2011．3．18生 牝2栗 母 ミッションヒルズ 母母 タイキダイヤ 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アイキャスト号・カシノリーベ号・スキャットソング号・タガノトラベラー号・ナイスクオリア号
（非抽選馬） 1頭 ニシノクラーケン号

3502612月7日 晴 良 （25中京4）第3日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走10時30分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

610 セルリアンサーロス 牡3栗 56 丸田 恭介�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 498－ 41：52．9 36．1�
815� サダルメリク 牡6鹿 57 中村 将之前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess 482＋ 81：53．11	 55．6�
814 マルカリョウマ 牡4芦 57 国分 恭介河長産業� 中村 均 新ひだか 坂本 春雄 518－ 21：53．2
 7．6�
23 デスティニーシチー 牡3栗 56 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 472± 01：53．62
 4．3�
11 マ ル マ ロ ス 牡3芦 56 柴山 雄一ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B516＋ 41：53．7
 125．8	
46 ミッキークリスエス 牡4黒鹿57 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 534－ 21：53．8クビ 6．3

34 ツヨシノブルーム �4芦 57 川島 信二横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 486＋ 61：53．9� 23．6�
712 フリークエンシー 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 松田 一夫 540＋ 41：54．11	 20．9�
22 ファイブタブレット 牡3栗 56 三浦 皇成 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B490－ 41：54．31
 4．4
59 � ベリベリハッピー 牡4黒鹿 57

55 △杉原 誠人足立 範子氏 黒岩 陽一 米
Marston Stud, R.
A. N. Bonnycastle
& BBA Ireland

490－ 21：54．62 362．7�
611 キョウエイショウリ 牡5黒鹿57 吉田 隼人田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 B472－ 2 〃 ハナ 139．1�
58  エーシンユリシーズ 牡4栗 57 川須 栄彦�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 B522± 01：54．7クビ 4．7�
35 ドリームリーグ 牡4栗 57

54 ▲原田 和真セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 504－ 6 〃 クビ 115．6�
47 ツクバインドラ 牡3鹿 56 後藤 浩輝荻原 昭二氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 21：55．87 7．8�
713 ハイランドコンドル 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 424＋ 81：56．86 407．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，530，600円 複勝： 25，080，600円 枠連： 7，414，400円
馬連： 23，915，900円 馬単： 16，772，800円 ワイド： 12，506，600円
3連複： 33，025，200円 3連単： 51，009，800円 計： 183，255，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，610円 複 勝 � 940円 � 1，400円 � 290円 枠 連（6－8） 7，960円

馬 連 �� 97，520円 馬 単 �� 190，440円

ワ イ ド �� 19，480円 �� 2，730円 �� 4，090円

3 連 複 ��� 172，860円 3 連 単 ��� 1，176，420円

票 数

単勝票数 計 135306 的中 � 2958（9番人気）
複勝票数 計 250806 的中 � 6607（9番人気）� 4285（10番人気）� 26879（5番人気）
枠連票数 計 74144 的中 （6－8） 688（22番人気）
馬連票数 計 239159 的中 �� 181（74番人気）
馬単票数 計 167728 的中 �� 65（147番人気）
ワイド票数 計 125066 的中 �� 156（75番人気）�� 1141（26番人気）�� 754（39番人気）
3連複票数 計 330252 的中 ��� 141（213番人気）
3連単票数 計 510098 的中 ��� 32（1266番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．0―48．2―1：00．5―1：13．3―1：26．3―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

セルリアンサーロス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．16 中京4着

2010．2．28生 牡3栗 母 ゴシップクイーン 母母 レディゴシップ 11戦2勝 賞金 17，580，000円

第４回 中京競馬 第３日



3502712月7日 晴 良 （25中京4）第3日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走11時00分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

12 オビーディエント 牡4黒鹿57 秋山真一郎�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 456＋ 21：25．8 1．8�
611 ヒ シ ョ ウ �5栗 57 大庭 和弥岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：25．9� 12．2�
36 メテオーラビアンカ 牡3鹿 56

55 ☆横山 和生 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 508－ 21：26．11� 87．8�
24 	 ビットアレグロ 牡4栗 57 柴山 雄一礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B488－ 21：26．2クビ 27．8�
59 リッシンロケット 牡3芦 56 後藤 浩輝小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 464＋ 8 〃 クビ 12．5	
47 ヴ ィ ジ ャ イ 牡5鹿 57 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 518＋101：26．3
 17．3

714 メイショウツバクロ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 B464－ 61：26．51� 6．4�
23 フェアリーガーデン 牝4鹿 55

52 ▲花田 大昂田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 438＋ 21：26．6� 81．3�
11 	 スリーロビンソン 牡5青 57 川島 信二永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 450－ 61：26．81� 336．8
48 	 ムーンベックカフェ 牡4栗 57 小野寺祐太西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 510＋ 4 〃 ハナ 287．8�
612	 パ ス テ ィ 牡4鹿 57 古川 吉洋加藤 信之氏 嶋田 潤 浦河 吉田 又治 448＋ 2 〃 ハナ 29．7�
815 セフティオリビエト 牡4栗 57

56 ☆菱田 裕二池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 508＋ 41：26．9
 7．3�
816 エイブルブラッド 牡5鹿 57 松田 大作吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 504＋ 8 〃 ハナ 24．7�
35 	 エルウェーオージャ �5青 57 川須 栄彦雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 494－ 2 〃 アタマ 65．5�
510 ケイアイエイト 牡3鹿 56 中舘 英二亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 500＋ 41：27．11� 72．2�
713	 サクラマニフィーク 牡5黒鹿57 吉田 隼人�さくらコマース尾形 和幸 新ひだか 谷岡牧場 554＋ 2 〃 クビ 175．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，066，900円 複勝： 31，716，300円 枠連： 8，037，100円
馬連： 26，596，200円 馬単： 20，678，500円 ワイド： 15，073，000円
3連複： 39，434，500円 3連単： 69，546，200円 計： 227，148，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 250円 � 1，240円 枠 連（1－6） 640円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，670円 �� 6，040円

3 連 複 ��� 13，030円 3 連 単 ��� 39，040円

票 数

単勝票数 計 160669 的中 � 73286（1番人気）
複勝票数 計 317163 的中 � 130157（1番人気）� 25644（4番人気）� 3783（12番人気）
枠連票数 計 80371 的中 （1－6） 9412（3番人気）
馬連票数 計 265962 的中 �� 20427（3番人気）
馬単票数 計 206785 的中 �� 11654（3番人気）
ワイド票数 計 150730 的中 �� 10345（3番人気）�� 2129（19番人気）�� 568（51番人気）
3連複票数 計 394345 的中 ��� 2235（38番人気）
3連単票数 計 695462 的中 ��� 1315（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．4―48．1―1：01．1―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F37．7
3 14，12（7，10）11（3，2，16）15（9，6）（4，13）（5，8）1 4 14，12（7，10）（2，11）16（3，9，15，6）4（5，13，8）1

勝馬の
紹 介

オビーディエント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．10 京都8着

2009．3．10生 牡4黒鹿 母 ウィルビーゼア 母母 スターモイラ 22戦3勝 賞金 42，415，000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。
（非抽選馬） 3頭 スズカアーサー号・テイエムオオラジャ号・トウショウタイド号

3502812月7日 晴 良 （25中京4）第3日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時30分 （芝・左）
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
1：07．8

良
良

818 ハッピーロングラン 牝2鹿 54 北村 友一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 410－ 61：10．2 2．2�
12 ハンサムオウジ 牡2鹿 55 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 中田 浩美 438＋ 21：10．3� 88．4�
715 シゲルリクチュウ 牝2鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 444－ 41：10．4� 5．9�
611 フジノグランデ 牝2黒鹿54 三浦 皇成�富士開発 鹿戸 雄一 新ひだか 本桐牧場 454－ 41：10．61� 23．8�
816 トウカイメール 牝2青鹿 54

52 △藤懸 貴志内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 408－ 41：10．81	 117．6�
48 カシノケトル 牝2黒鹿54 柴山 雄一柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 水丸牧場 454± 0 〃 ハナ 10．3	
714 ベルモントラハイナ 牝2鹿 54 吉田 隼人 
ベルモントファーム和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 456± 0 〃 ハナ 122．1�
612 マイネルスコープ 牡2栗 55

54 ☆中井 裕二 �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 454＋ 6 〃 アタマ 132．7�

817 アサカラヴァーズ 牝2鹿 54
52 △杉原 誠人
協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 454－101：10．9クビ 18．4

713 シゲルオワリ 牝2鹿 54
53 ☆菱田 裕二森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 412＋ 81：11．11� 100．1�

59 テイエムサンキュウ 牝2栗 54 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 412－ 21：11．2	 360．5�
23 アートプリズム 牝2鹿 54 中舘 英二飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 436± 01：11．41� 56．1�
36 ジョウショーベガ 牡2芦 55

52 ▲原田 敬伍熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 390＋12 〃 ハナ 281．2�
24 シゲルサツマ 牡2黒鹿 55

52 ▲原田 和真森中 蕃氏 松永 康利 日高 高山 博 416＋ 4 〃 クビ 60．6�
11 ヴァッフシュテルケ 牡2青鹿55 高倉 稜
宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452＋ 61：11．61� 8．4�
35 パイレートクイーン 牝2鹿 54

53 ☆横山 和生 
社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 428－ 41：11．7	 4．8�
47 アップルシェア 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 456－ 21：12．33	 81．7�
510 カシノトロピカル 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 宮崎 田上 勝雄 382＋ 21：12．51� 779．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 17，018，000円 複勝： 29，063，400円 枠連： 8，451，300円
馬連： 23，989，800円 馬単： 17，875，200円 ワイド： 14，306，900円
3連複： 35，587，800円 3連単： 58，355，600円 計： 204，648，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 830円 � 190円 枠 連（1－8） 530円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 7，020円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 290円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 8，530円 3 連 単 ��� 42，770円

票 数

単勝票数 計 170180 的中 � 63576（1番人気）
複勝票数 計 290634 的中 � 105572（1番人気）� 5346（10番人気）� 36996（2番人気）
枠連票数 計 84513 的中 （1－8） 11870（2番人気）
馬連票数 計 239898 的中 �� 3433（17番人気）
馬単票数 計 178752 的中 �� 1881（20番人気）
ワイド票数 計 143069 的中 �� 2091（17番人気）�� 14540（1番人気）�� 880（36番人気）
3連複票数 計 355878 的中 ��� 3081（24番人気）
3連単票数 計 583556 的中 ��� 1007（115番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―12．0―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．7―46．7―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．5
3 ・（1，7，8，17）（6，13）4（2，16）（9，18）（5，15）11，14－（3，12）－10 4 ・（1，7，8）（6，17）（4，13）（2，16）18（5，9）（11，15）14，3，12－10

勝馬の
紹 介

ハッピーロングラン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．8．3 小倉2着

2011．4．1生 牝2鹿 母 ハッピーラン 母母 カ タ リ ス ト 5戦1勝 賞金 12，400，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 ウェルカムレイン号・カルネアデス号・バンブーカッサーノ号・マイネルグリプス号



3502912月7日 晴 良 （25中京4）第3日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時00分 （芝・左）
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
2：03．4
1：59．9

良
良

814 トライアゲイン 牡2鹿 55 三浦 皇成�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484± 02：04．0 5．3�

45 ア カ ネ イ ロ 牝2栗 54 勝浦 正樹 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 468± 02：04．1� 2．9�
22 オカホンコー 牡2鹿 55 秋山真一郎小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 480± 02：04．84 3．4�
69 スカイゴールド 牡2栗 55 松山 弘平橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 470＋ 42：04．9� 20．3�
46 ライトパープル 牡2鹿 55 高倉 稜�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 454－ 4 〃 クビ 52．1	
11 ウインバレリーナ 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 22：05．32� 109．0

813 カウガールブルース 牝2栗 54

52 △藤懸 貴志吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 464－ 42：05．4クビ 134．2�
610 レデントーレ 牡2黒鹿55 丸田 恭介前田 幸治氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 6 〃 クビ 82．0�
58 マイネルアミークス 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 448－ 22：05．5� 6．5

33 エイシンドルチェ 牝2鹿 54 後藤 浩輝�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 436＋ 2 〃 ハナ 24．8�
711 ミューラルクラウン 牝2黒鹿54 北村 友一 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 クビ 10．7�
57 ピエナダイヤ 牡2黒鹿55 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 484± 02：05．82 189．4�
712 ヤマニンボレアル 牡2黒鹿55 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 504＋ 62：06．11� 86．6�
34 スプリームサンダー 牝2栗 54

53 ☆横山 和生関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 456－ 62：06．73� 38．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，403，700円 複勝： 29，335，500円 枠連： 6，754，800円
馬連： 26，748，100円 馬単： 19，283，600円 ワイド： 14，739，900円
3連複： 37，813，900円 3連単： 61，498，100円 計： 211，577，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 140円 � 120円 � 140円 枠 連（4－8） 870円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 380円 �� 380円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 6，990円

票 数

単勝票数 計 154037 的中 � 22954（3番人気）
複勝票数 計 293355 的中 � 52047（2番人気）� 78161（1番人気）� 51589（3番人気）
枠連票数 計 67548 的中 （4－8） 5765（3番人気）
馬連票数 計 267481 的中 �� 20581（2番人気）
馬単票数 計 192836 的中 �� 6303（9番人気）
ワイド票数 計 147399 的中 �� 9185（3番人気）�� 9054（4番人気）�� 17649（1番人気）
3連複票数 計 378139 的中 ��� 27171（3番人気）
3連単票数 計 614981 的中 ��� 6502（12番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．5―12．9―13．1―13．3―12．4―12．2―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―36．0―48．9―1：02．0―1：15．3―1：27．7―1：39．9―1：51．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トライアゲイン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．6．23 東京10着

2011．4．5生 牡2鹿 母 シェープアップ 母母 Life Out There 5戦1勝 賞金 7，050，000円

3503012月7日 晴 良 （25中京4）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時50分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

46 ディオーサシチー 牝3鹿 54
51 ▲岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 458＋ 21：54．5 14．6�

11 エンドレスラヴ 牝3鹿 54 柴山 雄一山上 和良氏 中川 公成 日高 細川牧場 478－ 21：54．71� 28．5�
45 クロカミノオトメ 牝3青 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 41：55．33� 4．6�
34 アプレレクール 牝5青鹿55 岡田 祥嗣 �グリーンファーム小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 452－ 41：55．4� 6．4�
22 アンジェラスベル 牝3鹿 54 松山 弘平田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 462＋ 41：55．5クビ 34．6	
711 スピカシチー 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新ひだか 幌村牧場 446＋ 21：55．6� 34．7

69 ラブミーニキータ 牝5芦 55

52 ▲伴 啓太小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 518－ 2 〃 クビ 11．1�
33 エーシンルクソール 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 466＋101：55．91� 2．1�
58 ヴ ェ リ ー ヌ 牝3鹿 54 三浦 皇成小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 杵臼牧場 460＋ 41：56．11� 87．5
610 テイケイフロックス 牝4黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 510± 01：56．2クビ 11．2�
813	 ブロンドヒロイン 牝3栗 54 吉田 隼人 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 436－181：56．41� 37．7�
814 ネオザスティング 牝5栗 55 秋山真一郎小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 440－ 61：57．35 145．3�
57 	 モルフェメアリー 牝3鹿 54 岩部 純二並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 444－ 81：57．51� 257．1�
712 ナーゴナーゴサユリ 牝4鹿 55 国分 恭介石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム 422＋101：58．67 437．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，666，600円 複勝： 29，562，900円 枠連： 8，702，300円
馬連： 24，717，100円 馬単： 20，650，700円 ワイド： 15，062，900円
3連複： 38，397，800円 3連単： 75，525，500円 計： 229，285，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 430円 � 520円 � 220円 枠 連（1－4） 5，160円

馬 連 �� 14，590円 馬 単 �� 26，280円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 830円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 21，650円 3 連 単 ��� 132，400円

票 数

単勝票数 計 166666 的中 � 9013（6番人気）
複勝票数 計 295629 的中 � 16908（5番人気）� 13472（7番人気）� 42702（2番人気）
枠連票数 計 87023 的中 （1－4） 1246（17番人気）
馬連票数 計 247171 的中 �� 1251（30番人気）
馬単票数 計 206507 的中 �� 580（61番人気）
ワイド票数 計 150629 的中 �� 1035（31番人気）�� 4662（9番人気）�� 1927（20番人気）
3連複票数 計 383978 的中 ��� 1309（60番人気）
3連単票数 計 755255 的中 ��� 421（333番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．6―13．0―12．0―12．2―12．6―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―38．6―51．6―1：03．6―1：15．8―1：28．4―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディオーサシチー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 In The Wings デビュー 2013．2．17 京都3着

2010．3．14生 牝3鹿 母 ア ー チ ス ト 母母 Grace Note 10戦1勝 賞金 12，390，000円
※モルフェメアリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3503112月7日 晴 良 （25中京4）第3日 第7競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時20分 （芝・左）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

24 エ イ ン セ ル 牝3鹿 54
51 ▲岩崎 翼吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 432± 02：03．2 4．8�

714 エイダイポイント 牡5芦 57
56 ☆横山 和生�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 452＋ 82：03．3� 8．1�

611 スカイキューティー 牝3黒鹿54 田中 健杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 462－ 82：03．4� 10．3�
510 ノーヒッター 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 470± 02：03．5� 8．8�
818 リスヴェリアート 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 440－ 22：03．6� 6．2	
36 ティンホイッスル 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 442± 0 〃 ハナ 40．1

715� グレイスフラワー 牝4青鹿55 西村 太一佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 466＋ 62：03．7� 9．7�
713 マイネルランスタン 牡3栗 56 菅原 隆一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 456－102：03．91� 35．1�
47 ボーイフレンド 牡4栗 57 大下 智北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 446＋ 62：04．11� 14．1
12 マンノアクトレス 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 436＋22 〃 クビ 12．9�
48 ショウナンカリーノ 牝3鹿 54 平野 優国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 422－162：04．31 65．5�
612 ハドソンシチー 牡3黒鹿56 水口 優也 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 442＋ 22：04．4� 110．5�
11 テイエムオペラドン 牡4鹿 57

55 △藤懸 貴志竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 468＋ 6 〃 ハナ 11．6�
817 レッドストラーダ 牡5鹿 57

54 ▲原田 和真 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B492＋ 62：04．5� 43．2�
59 ナムララオウ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 500－ 22：04．6クビ 14．0�
816 ダブルウォー 牡3鹿 56

53 ▲花田 大昂 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 22：04．92 51．6�

23 � シゲルフクシュニン 牝5栗 55
52 ▲原田 敬伍森中 蕃氏 小原伊佐美 青森 ワールドファーム 464－122：07．2大差 354．3�

35 � サトノレガシー 牝4黒鹿55 伊藤 工真里見 治氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 418± 0 （競走中止） 37．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 13，980，400円 複勝： 22，816，600円 枠連： 9，613，200円
馬連： 27，919，800円 馬単： 16，638，700円 ワイド： 15，249，400円
3連複： 44，751，300円 3連単： 66，253，700円 計： 217，223，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 260円 � 280円 枠 連（2－7） 870円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，010円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 30，040円

票 数

単勝票数 計 139804 的中 � 23039（1番人気）
複勝票数 計 228166 的中 � 37441（1番人気）� 22610（3番人気）� 20398（4番人気）
枠連票数 計 96132 的中 （2－7） 8214（2番人気）
馬連票数 計 279198 的中 �� 14617（2番人気）
馬単票数 計 166387 的中 �� 4741（1番人気）
ワイド票数 計 152494 的中 �� 7518（1番人気）�� 3649（6番人気）�� 2500（15番人気）
3連複票数 計 447513 的中 ��� 5054（9番人気）
3連単票数 計 662537 的中 ��� 1628（26番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―12．4―12．3―11．9―11．7―12．4―12．4―13．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．8―36．2―48．5―1：00．4―1：12．1―1：24．5―1：36．9―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

エ イ ン セ ル �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．13 京都6着

2010．4．2生 牝3鹿 母 ピクシーダスト 母母 シャンクシー 11戦2勝 賞金 17，400，000円
〔競走中止〕 サトノレガシー号は，競走中に疾病〔左第1指骨複骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ナムララオウ号の騎手城戸義政は，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：1番）

リスヴェリアート号の騎手中井裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：15番）
エインセル号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

3503212月7日 晴 良 （25中京4）第3日 第8競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

710 ケイジータイタン �3青鹿56 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B516＋ 62：01．9 5．4�
55 フィーユブルー �4鹿 57 三浦 皇成青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B478－ 42：02．22 5．3�
68 オメガラヴィータ 牝3栗 54 松山 弘平原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 アタマ 9．4�
33 	 マックスロノ 牡4栗 57 吉田 隼人田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 B490－ 22：02．52 6．2�
56 アイアムライジング 牡3黒鹿56 中舘 英二堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 524－102：02．82 13．0�
11 セプテントリオ 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二 	社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506＋ 62：02．9クビ 8．6


79 ワンダーバライル 牡6芦 57 水口 優也山本 信行氏 小原伊佐美 浦河 小柳牧場 494－ 5 〃 クビ 99．5�
811 ドラグレスク 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太村上 憲政氏 本田 優 日高 荒井ファーム 524－ 22：03．11
 56．0�
812 タイセイグルーヴィ 牡4鹿 57 松田 大作田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 466－ 22：03．31
 3．4
22 ヒミノオオタカ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 474＋ 22：03．51
 30．2�
67 ローレルキングダム 牡5栗 57 柴山 雄一 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 496＋ 42：03．6� 16．9�
44 	 リンノナイナーズ 牝3鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 田中 章博 浦河 惣田 英幸 B446＋ 62：04．45 83．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，749，400円 複勝： 21，707，200円 枠連： 7，973，800円
馬連： 24，717，200円 馬単： 16，246，200円 ワイド： 12，805，500円
3連複： 33，810，300円 3連単： 55，201，000円 計： 186，210，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 170円 � 250円 枠 連（5－7） 760円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 440円 �� 760円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 15，000円

票 数

単勝票数 計 137494 的中 � 20343（3番人気）
複勝票数 計 217072 的中 � 29469（3番人気）� 38109（1番人気）� 20204（6番人気）
枠連票数 計 79738 的中 （5－7） 7774（1番人気）
馬連票数 計 247172 的中 �� 14869（2番人気）
馬単票数 計 162462 的中 �� 4524（4番人気）
ワイド票数 計 128055 的中 �� 7667（2番人気）�� 4064（11番人気）�� 4412（9番人気）
3連複票数 計 338103 的中 ��� 7366（8番人気）
3連単票数 計 552010 的中 ��� 2717（27番人気）

ハロンタイム 7．4―11．1―12．5―14．1―13．8―13．2―12．5―12．7―11．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．5―31．0―45．1―58．9―1：12．1―1：24．6―1：37．3―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．3
1
3
11，10，5（4，6）8（1，2，12）（3，7）－9
11（10，5）（8，6）（4，7）12（2，1）3－9

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

勝馬の
紹 介

ケイジータイタン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2012．11．18 福島4着

2010．5．5生 �3青鹿 母 スイートパッセ 母母 カフェショコラ 11戦2勝 賞金 19，350，000円
※ドラグレスク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3503312月7日 晴 良 （25中京4）第3日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時25分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

816 エリアコンプリート 牡4栗 57 北村 友一前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 466＋ 41：12．3 42．6�
11 シークレットアーム 牡4鹿 57 丸田 恭介�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 524＋ 81：12．61� 15．7�
23 キタサンウンリュー 牡4黒鹿57 松山 弘平�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 532＋ 8 〃 ハナ 4．6�
815� グリーディーボス 牡4栗 57

55 △藤懸 貴志北側 雅司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 480＋10 〃 クビ 15．1�
24 モリトブイコール �5栗 57

56 ☆横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 466± 01：12．7クビ 4．7�
59 クリスワールド 牡5栗 57 鮫島 良太加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 494＋ 2 〃 クビ 17．2	
48 ヴェアデイロス 牡4鹿 57

56 ☆中井 裕二
ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 440＋ 2 〃 アタマ 11．8�
611 デンコウリョウ �5芦 57 岡田 祥嗣田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 482＋ 61：12．91	 29．3�
714 レガリアシチー 牡3鹿 56 川島 信二 
友駿ホースクラブ 宮本 博 日高 下河辺牧場 496± 01：13．0クビ 21．2
47 パープルバーン 牡3鹿 56 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 21：13．42	 8．1�
12 トミケンフィアブル 牡3栗 56 柴山 雄一冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 474－ 41：13．5	 18．5�
713� アヴェンタドール 牡3青鹿56 川須 栄彦前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 500－26 〃 アタマ 8．7�
612� タイキスカイロン 牡4鹿 57

55 △杉原 誠人�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 522－221：13．6クビ 43．5�

510� イッセキニチョウ 牡4鹿 57 岩部 純二山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 468± 01：14．02	 13．5�
36 � シャイボーイ 牡4鹿 57 国分 恭介松田 整二氏 日吉 正和 平取 びらとり牧場 484－ 31：14．1	 109．7�
35 フランチャイズ 牡4栗 57 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 520＋12 （競走中止） 17．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，147，700円 複勝： 27，075，500円 枠連： 13，997，100円
馬連： 35，061，300円 馬単： 22，075，500円 ワイド： 19，782，400円
3連複： 56，021，000円 3連単： 89，009，000円 計： 279，169，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，260円 複 勝 � 1，430円 � 470円 � 210円 枠 連（1－8） 4，530円

馬 連 �� 36，240円 馬 単 �� 62，190円

ワ イ ド �� 9，720円 �� 4，890円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 49，460円 3 連 単 ��� 362，930円

票 数

単勝票数 計 161477 的中 � 2990（14番人気）
複勝票数 計 270755 的中 � 4123（16番人気）� 14225（8番人気）� 43636（2番人気）
枠連票数 計 139971 的中 （1－8） 2282（18番人気）
馬連票数 計 350613 的中 �� 714（91番人気）
馬単票数 計 220755 的中 �� 262（170番人気）
ワイド票数 計 197824 的中 �� 490（91番人気）�� 983（69番人気）�� 4267（11番人気）
3連複票数 計 560210 的中 ��� 836（187番人気）
3連単票数 計 890090 的中 ��� 181（1359番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―12．3―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．1―34．5―46．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリアコンプリート �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2011．8．13 小倉6着

2009．2．11生 牡4栗 母 ム カ ラ フ ァ 母母 Courtroom Antics 5戦2勝 賞金 11，700，000円
〔競走中止〕 フランチャイズ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 ナリタキャッツアイ号

3503412月7日 晴 良 （25中京4）第3日 第10競走 ��
��1，800�

は ま な こ

浜 名 湖 特 別
発走15時00分 （ダート・左）
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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

58 メイショウコロンボ 牡4青 57 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 482－ 81：52．5 1．8�
47 シンゼンレンジャー 牡4黒鹿57 川島 信二原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ

ナル牧場 488－ 21：53．24 10．2�
35 ケツァルコアトル 牡3青鹿56 柴山 雄一�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 516＋ 21：53．3� 107．7�
11 アグネスダリム 牝4栗 55 丸田 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 458－ 61：53．51� 44．2�
22 プルーフポジティブ 牡4黒鹿57 高倉 稜山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 470＋ 21：53．71	 7．3�
610 スリータイタン 牡4黒鹿57 中井 裕二永井商事	 村山 明 新ひだか グランド牧場 466＋ 21：53．91 27．1

712 ミッキーオーラ 牡5青鹿57 松山 弘平野田みづき氏 高野 友和 日高 前川ファーム 516＋ 8 〃 ハナ 12．1�
23 アーバンレジェンド 牝3栗 54 丸山 元気吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 464－ 6 〃 クビ 8．1�
814
 メイショウオトコギ �4栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 474＋ 41：54．43 135．3
713 レ ジ ア ー ネ �5鹿 57 川須 栄彦広尾レース	 尾関 知人 浦河 中島牧場 470－12 〃 ハナ 64．3�
611 トウカイノーマル 牡6青鹿57 古川 吉洋内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 532＋ 41：54．5クビ 215．6�
59 モンシュシュ 牝3鹿 54 松田 大作 	グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 498＋161：54．6� 14．0�
46 � キャッツインブーツ 牡8栗 57 国分 恭介山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd 522－181：54．81� 40．3�
34 ハギノコメント 牡4鹿 57 横山 和生日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 482＋ 21：54．9� 21．2�
815 コスモイフリート 牡6栗 57 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 512＋ 21：55．64 236．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，300，100円 複勝： 52，963，800円 枠連： 17，802，500円
馬連： 55，410，400円 馬単： 36，534，800円 ワイド： 27，816，900円
3連複： 78，493，500円 3連単： 152，721，000円 計： 447，043，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 1，330円 枠 連（4－5） 600円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，460円 �� 11，400円

3 連 複 ��� 27，380円 3 連 単 ��� 63，970円

票 数

単勝票数 計 253001 的中 � 115455（1番人気）
複勝票数 計 529638 的中 � 263435（1番人気）� 43410（3番人気）� 4989（12番人気）
枠連票数 計 178025 的中 （4－5） 22198（2番人気）
馬連票数 計 554104 的中 �� 53835（3番人気）
馬単票数 計 365348 的中 �� 23597（3番人気）
ワイド票数 計 278169 的中 �� 19490（3番人気）�� 2643（31番人気）�� 555（68番人気）
3連複票数 計 784935 的中 ��� 2116（77番人気）
3連単票数 計1527210 的中 ��� 1762（179番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．1―51．1―1：03．6―1：15．9―1：28．2―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウコロンボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2012．1．14 小倉2着

2009．3．19生 牡4青 母 メイショウハーブ 母母 ル ハ ビ ー 12戦4勝 賞金 50，413，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 モンシュシュ号の騎手松田大作は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14番）



3503512月7日 晴 良 （25中京4）第3日 第11競走 ��
��1，400�

はままつ

浜松ステークス
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，24．12．8以降25．12．1まで1回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，800，000円 6，300，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，580，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

817 ネオウィズダム 牡3鹿 54 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490＋101：21．1 4．4�
24 ウイングザムーン 牝4鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 492± 0 〃 クビ 3．4�
612 マイネボヌール 牝4青鹿53 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 81：21．2� 8．3�
59 セイクレットレーヴ 牡4鹿 57 吉田 隼人嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 466－ 41：21．41� 8．7�
35 アルマリンピア 牝5鹿 53 丸田 恭介飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 474＋ 2 〃 クビ 54．2	
23 ロードガルーダ 牡4青 56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 514＋101：21．5クビ 6．3

714	 タ ー フ ェ ル 牡5栗 54 荻野 琢真伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 B520＋18 〃 クビ 19．2�
36 ネオザウイナー 牡5青鹿56 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 2 〃 ハナ 9．1�
611 メジロツボネ 牝5芦 52 横山 和生岩﨑 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 450－ 61：21．6
 113．4
816 アンヴァルト 牡6青鹿55 菱田 裕二 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：21．7クビ 23．5�
510 トゥザサミット 牡6鹿 54 上村 洋行 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 458± 0 〃 ハナ 88．6�
713 ペルレンケッテ 牝5鹿 52 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 ハナ 22．9�
48 	 シーギリヤガール 牝3栗 51 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 442－ 21：21．91� 120．3�
715	 オールブランニュー 牝7黒鹿51 水口 優也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 474＋ 8 〃 クビ 114．4�
11 カゼノグッドボーイ 牡7栗 53 黛 弘人深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 452－ 61：22．0
 236．2�
47 クレバーサンデー 牡6鹿 54 武 幸四郎�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 472＋ 21：22．21� 145．6�
12 オースミイージー 牡5鹿 54 川須 栄彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 502＋ 81：22．3クビ 37．6�
818 リッカアリュール 牡7栗 51 岡田 祥嗣立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 488－101：23．15 441．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，624，800円 複勝： 64，323，800円 枠連： 32，977，700円
馬連： 131，480，500円 馬単： 70，921，300円 ワイド： 53，381，200円
3連複： 189，687，000円 3連単： 330，008，300円 計： 912，404，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 � 150円 � 230円 枠 連（2－8） 570円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 440円 �� 670円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 10，250円

票 数

単勝票数 計 396248 的中 � 71847（2番人気）
複勝票数 計 643238 的中 � 75689（3番人気）� 136538（1番人気）� 67351（5番人気）
枠連票数 計 329777 的中 （2－8） 42903（1番人気）
馬連票数 計1314805 的中 �� 99874（1番人気）
馬単票数 計 709213 的中 �� 28058（2番人気）
ワイド票数 計 533812 的中 �� 30912（1番人気）�� 18910（7番人気）�� 26137（3番人気）
3連複票数 計1896870 的中 ��� 60485（2番人気）
3連単票数 計3300083 的中 ��� 23783（7番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．8―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―33．9―45．7―57．6―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．4
3 18，11（8，17）16（5，6）（4，3）10（2，1，12）9（14，13）7，15 4 18，11（8，17）16，6（5，4，3）（1，9，10）（2，12，13）14（7，15）

勝馬の
紹 介

ネオウィズダム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Grape Tree Road デビュー 2012．8．19 札幌2着

2010．4．2生 牡3鹿 母 ゴ レ ラ 母母 Exciting Times 10戦4勝 賞金 48，704，000円
〔制裁〕 アンヴァルト号の騎手菱田裕二は，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：6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） 4頭 ウエストエンド号・サニーヘイロー号・ショウナンマハ号・プランスデトワール号

3503612月7日 晴 良 （25中京4）第3日 第12競走 ��
��1，600�

み か た が は ら

三 方 ヶ 原 特 別
発走16時10分 （芝・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

815 アールデュラン �4鹿 57 三浦 皇成星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 476± 01：36．6 2．7�
47 アルマディヴァン 牝3栗 54 吉田 隼人コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 470－ 21：36．92 8．8�
510 ユッカマウンテン 牝4栗 55 後藤 浩輝吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 450－ 41：37．32	 4．9�
612 マイネルイルミナル 牡3鹿 56 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 468＋14 〃 ハナ 68．7�
12 マイネルコランダム 牡4青鹿57 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 468－ 41：37．4	 56．9�
611
 アメリカンダイナー �4鹿 57 北村 友一吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

470－ 61：37．61� 17．1	
713 カレンデイムーン 牡5栗 57 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 484＋ 8 〃 アタマ 71．5

11 � イエスミートゥー 牝3栗 54 鮫島 良太沖田 正憲氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 476± 0 〃 アタマ 52．9�
23 ロングシャドウ 牡3青鹿56 勝浦 正樹飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 ハナ 10．4�
24 サンキストロード 牡3鹿 56 国分 恭介 社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 504－ 61：37．8 8．1�
59 リアルフレア 牡4栗 57 横山 和生吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 468＋16 〃 同着 46．5�
35 ダイナミックウオー 牡3黒鹿56 川須 栄彦小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 508－ 21：38．01� 5．7�
48 マイネルブルズアイ 牡3鹿 56 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント 468＋ 4 〃 アタマ 56．7�
714
� リトルリスキー 牝4鹿 55 黛 弘人�ダイリン 清水 久詞 英 Aston

House Stud 440＋101：38．31 294．2�
816 テイエムジョニクロ 牡5黒鹿57 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 惣田 英幸 476－ 41：38．51� 330．2�
36 ア セ ン ト �5鹿 57 古川 吉洋馬目 卓氏 嶋田 潤 千歳 社台ファーム 482＋181：39．24 350．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，402，100円 複勝： 46，169，100円 枠連： 17，474，800円
馬連： 69，955，300円 馬単： 40，389，700円 ワイド： 30，485，900円
3連複： 93，088，300円 3連単： 181，301，800円 計： 506，267，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 230円 � 170円 枠 連（4－8） 1，080円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 500円 �� 280円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 8，210円

票 数

単勝票数 計 274021 的中 � 81915（1番人気）
複勝票数 計 461691 的中 � 129630（1番人気）� 41099（6番人気）� 66887（2番人気）
枠連票数 計 174748 的中 （4－8） 11970（5番人気）
馬連票数 計 699553 的中 �� 43860（3番人気）
馬単票数 計 403897 的中 �� 16271（4番人気）
ワイド票数 計 304859 的中 �� 14718（5番人気）�� 31323（1番人気）�� 8356（10番人気）
3連複票数 計 930883 的中 ��� 35438（2番人気）
3連単票数 計1813018 的中 ��� 16306（9番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．3―12．4―12．8―12．1―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．7―37．0―49．4―1：02．2―1：14．3―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

アールデュラン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2011．12．3 中山4着

2009．4．20生 �4鹿 母 パ フ ェ 母母 Meringue Pie 19戦3勝 賞金 39，345，000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） 4頭 ケルンフォーティー号・シルクフラッシュ号・タニオブローズ号・ミラクルラヴィ号
（非抽選馬） 6頭 オーファメイ号・カケダシ号・コトブキゴールド号・トーアディアマンテ号・ノーブリー号・ロンギングゴールド号



（25中京4）第3日 12月7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 188頭 本 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

176，310，000円
6，320，000円
1，850，000円
16，260，000円
64，621，000円
4，888，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
226，779，900円
404，835，900円
146，242，400円
494，411，500円
314，730，600円
244，274，500円
715，567，800円
1，241，370，800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 3，788，213，400円

総入場人員 13，086名 （有料入場人員 11，335名）
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