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3504912月20日 曇 重 （26中京4）第5日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・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
1：12．2
1：10．2

良
不良

47 ビレッジトプテム 牡2栗 55 北村 宏司村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 478＋ 21：13．6 59．4�
11 メイショウボノム 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 460± 01：13．81� 1．7�
510 ス ク ワ ー ル 牡2青 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 21：13．9� 9．9�
59 	 アヴェーヌモン 牡2鹿 55 松山 弘平加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm

& Greg Justice 526－ 61：14．0クビ 58．7�
815 サカジロビューティ 牝2鹿 54 岡部 誠ロイヤルパーク 白井 寿昭 日高 シンボリ牧場 432－ 21：14．42� 8．0�

（愛知）

36 ウインドファースト 牡2黒鹿 55
53 △松若 風馬福原 正博氏 橋口弘次郎 新ひだか 岡田 猛 516＋ 81：14．61
 25．0�

24 ニホンピロヘーラー 牝2鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 482－ 6 〃 アタマ 10．0	
12 アンダリューサイト 牝2黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 432－ 4 〃 アタマ 42．3

35 オルフィーク 牝2青鹿54 村田 一誠加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 480＋101：14．81 7．6�
611 ナンゴクマーメイド 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 444± 01：14．9� 232．8�
612 アサケカペラ 牡2鹿 55

53 △岩崎 翼大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 428－ 41：15．0クビ 37．9
816 ダ シ ヌ ケ 牡2栗 55

53 △小崎 綾也中辻 明氏 田中 章博 新冠 パカパカ
ファーム 478－ 2 〃 ハナ 29．4�

713 メイショウクオン 牡2鹿 55 勝浦 正樹松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 514＋121：15．1� 20．8�
23 オーサムレディ 牝2栗 54 松田 大作堀江 貞幸氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 406± 01：15．73� 269．0�
48 サンコールドウェル 牡2鹿 55 高倉 稜加藤 信之氏 的場 均 日高 シンボリ牧場 488＋ 81：16．12� 521．7�
714 ヴィブラート 牝2鹿 54 岡田 祥嗣名古屋友豊� 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 420－ 61：17．37 253．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，933，800円 複勝： 30，208，600円 枠連： 7，247，200円
馬連： 24，161，700円 馬単： 17，424，500円 ワイド： 15，093，000円
3連複： 34，264，500円 3連単： 54，281，700円 計： 197，615，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，940円 複 勝 � 750円 � 110円 � 240円 枠 連（1－4） 3，130円

馬 連 �� 4，650円 馬 単 �� 16，190円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 5，500円 �� 430円

3 連 複 ��� 11，750円 3 連 単 ��� 119，250円

票 数

単勝票数 計 149338 的中 � 2009（12番人気）
複勝票数 計 302086 的中 � 4766（11番人気）� 156575（1番人気）� 19750（4番人気）
枠連票数 計 72472 的中 （1－4） 1792（11番人気）
馬連票数 計 241617 的中 �� 4023（14番人気）
馬単票数 計 174245 的中 �� 807（42番人気）
ワイド票数 計 150930 的中 �� 2238（16番人気）�� 657（48番人気）�� 9907（3番人気）
3連複票数 計 342645 的中 ��� 2187（35番人気）
3連単票数 計 542817 的中 ��� 330（304番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．8―12．5―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビレッジトプテム �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ブラッシングジョン デビュー 2014．7．27 福島9着

2012．3．23生 牡2栗 母 ボロナイビューティ 母母 リンネスプレンテイ 6戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 アンダリューサイト号の騎手荻野琢真は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アルテエゴ号・エメラルドビーム号・ジャイアントレーヌ号・センコウノマイヒメ号・ドーテ号・ビカムスター号・

ポッドウェーブ号・ミキノブシドウ号・リニア号
（非抽選馬） 3頭 サウスリバティー号・スリルオブジョイ号・トゥルースナイト号
※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。

3505012月20日 曇 重 （26中京4）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走10時25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
1：48．9
1：47．8

重
重

510 ショウリノウタゲ 牝4鹿 55 三浦 皇成平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 534＋161：55．9 14．0�
612� エアマデレーン 牝4青鹿55 松山 弘平 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 468＋ 81：56．11� 3．3�
815 ソロデビュー 牝5黒鹿 55

53 △小崎 綾也�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 508± 01：56．31 8．1�
23 � ジューンヴィエナ 牝3鹿 54

52 △松若 風馬吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 426－16 〃 クビ 9．7�
47 メテオーリカ 牝5黒鹿55 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452－ 21：56．4クビ 12．6	
24 エンドレスラヴ 牝4鹿 55

53 △岩崎 翼山上 和良氏 中川 公成 日高 細川牧場 480＋ 21：56．61� 86．6

48 フィールドメジャー 牝4栗 55 川田 将雅地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 452＋ 8 〃 ハナ 7．5�
816 パーティブロッサム 牝5黒鹿55 黛 弘人飯田 良枝氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 484＋ 6 〃 ハナ 72．4�
35 ハーモニーフェア 牝4黒鹿55 北村 宏司 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 アタマ 13．1
713 スペクトロライト 牝4鹿 55 R．ムーア �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B470± 01：56．81� 10．1�

（英）

714 オ ク リ モ ノ 牝3栗 54
51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 484＋ 81：57．01� 87．9�

11 レ ジ ー ナ 牝4栗 55 酒井 学 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 430＋ 2 〃 クビ 10．9�

36 リースリング 牝3栗 54
51 ▲石川裕紀人池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 446－ 21：57．1クビ 13．7�

12 � プレシャスベガ 牝3黒鹿54 村田 一誠杉山 忠国氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B454－ 21：57．63 111．9�

59 タ マ モ リ ド 牝3黒鹿 54
51 ▲伴 啓太タマモ� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 41：57．7	 23．3�

611 ル ナ レ デ ィ 牝3黒鹿54 吉田 隼人村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 498＋ 81：57．8� 85．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，633，200円 複勝： 25，499，400円 枠連： 8，790，800円
馬連： 28，102，800円 馬単： 16，574，300円 ワイド： 17，897，300円
3連複： 39，742，200円 3連単： 50，425，700円 計： 202，665，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 420円 � 150円 � 230円 枠 連（5－6） 1，740円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 960円 �� 2，010円 �� 470円

3 連 複 ��� 6，030円 3 連 単 ��� 35，220円

票 数

単勝票数 計 156332 的中 � 8915（10番人気）
複勝票数 計 254994 的中 � 12362（10番人気）� 55911（1番人気）� 26960（2番人気）
枠連票数 計 87908 的中 （5－6） 3894（8番人気）
馬連票数 計 281028 的中 �� 9329（6番人気）
馬単票数 計 165743 的中 �� 2262（14番人気）
ワイド票数 計 178973 的中 �� 4685（7番人気）�� 2151（34番人気）�� 10545（1番人気）
3連複票数 計 397422 的中 ��� 4942（13番人気）
3連単票数 計 504257 的中 ��� 1038（59番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．8―13．8―12．5―12．8―12．9―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―38．2―52．0―1：04．5―1：17．3―1：30．2―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．6
1
3
・（4，8）10（2，14）12（1，5，15）（6，13）16（3，11）7－9
4（8，10，11）（2，14，12）（1，5，15）6（16，3，13）7＝9

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

勝馬の
紹 介

ショウリノウタゲ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Arch デビュー 2012．11．25 東京6着

2010．4．30生 牝4鹿 母 ワンアンドオール 母母 Affability 11戦2勝 賞金 18，200，000円
〔発走状況〕 メテオーリカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

タマモリド号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タマモリド号は，平成26年12月21日から平成27年1月12日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エヴォリューション号・エスターブレ号
（非抽選馬） 1頭 ダニカ号
※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。

第４回 中京競馬 第５日



3505112月20日 曇 重 （26中京4）第5日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走10時55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

35 レッドロンメル 牡3栗 56
54 △松若 風馬 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 496＋161：25．3 10．1�

36 ワンダーバイファル 牡3鹿 56
54 △岩崎 翼山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 476＋ 81：25．51 25．9�

815 サトノアビリティ 牡4栗 57 R．ムーア 里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 518＋ 61：25．81� 2．0�
（英）

12 アドマイヤスパーズ 牡4鹿 57 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 490＋ 41：25．9� 30．3�
59 ディアポジション 牡3黒鹿56 勝浦 正樹ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B482＋ 21：26．0� 21．4�
816 スズトラッド 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二森 達郎氏 高橋 裕 新ひだか 山際セントラルスタッド 488－ 2 〃 ハナ 329．4	
612� ポールシッター 牡4青鹿 57

54 ▲石川裕紀人平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：26．1� 6．7

23 � モズワトウナイ 牡3鹿 56 菱田 裕二北側 雅司氏 森田 直行 新ひだか 土田 扶美子 450＋ 61：26．2� 25．3�
48 ターゲットゾーン 牡4栗 57 村田 一誠畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 B520＋281：26．73 299．2�
611 ベ ク ト ル 牡5鹿 57 吉田 隼人前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 中島牧場 570＋141：26．91 19．3
510 ケイエスポーラ 牡3鹿 56 松山 弘平キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 480＋101：27．11	 12．8�
24 スマートエクリプス 牡3栗 56

54 △小崎 綾也大川 徹氏 中内田充正 浦河 山口 義彦 B488＋ 6 〃 クビ 5．3�
714 マコトサダイジン 牡3栗 56 岡部 誠�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 B468＋121：28．27 59．1�

（愛知）

11 ファイトバック 牡3黒鹿56 
島 良太宮川 純造氏 武藤 善則 新冠 オリエント牧場 B478＋16 〃 クビ 192．7�
713 ヴァイスフェッター �3芦 56 松田 大作岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 458± 01：28．51� 136．1�
47 � チタノティアラ 牝3栗 54 岡田 祥嗣中村 光利氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田牧場 426－ 91：28．81� 208．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，817，700円 複勝： 35，785，200円 枠連： 11，107，300円
馬連： 29，312，700円 馬単： 21，745，900円 ワイド： 19，216，400円
3連複： 40，422，300円 3連単： 65，658，900円 計： 242，066，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 340円 � 470円 � 110円 枠 連（3－3） 13，360円

馬 連 �� 12，810円 馬 単 �� 26，390円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 510円 �� 860円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 85，610円

票 数

単勝票数 計 188177 的中 � 14808（4番人気）
複勝票数 計 357852 的中 � 17247（6番人気）� 11653（9番人気）� 157064（1番人気）
枠連票数 計 111073 的中 （3－3） 644（26番人気）
馬連票数 計 293127 的中 �� 1773（32番人気）
馬単票数 計 217459 的中 �� 618（63番人気）
ワイド票数 計 192164 的中 �� 1530（30番人気）�� 10211（3番人気）�� 5764（10番人気）
3連複票数 計 404223 的中 ��� 4317（23番人気）
3連単票数 計 656589 的中 ��� 556（241番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．3―47．5―1：00．1―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 4（6，10）14，5（1，15，16）－（2，11）（3，7，9）12－13，8 4 4（6，10）14（5，15，16）（1，2）11，3（7，9）12－（8，13）

勝馬の
紹 介

レッドロンメル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．11．17 京都2着

2011．3．3生 牡3栗 母 シェアザストーリー 母母 ディアブロズストーリー 5戦2勝 賞金 14，500，000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 コアレスキング号・サンライズシルバー号・レイズオブザサン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3505212月20日 曇 稍重 （26中京4）第5日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時25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
2：02．2
1：59．9

良
良

35 スピリッツミノル 牡2栗 55 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482± 02：04．5 7．3�
818 ヒルノリヴァプール 牡2鹿 55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 486＋102：04．6� 5．6�
611 サトノラーゼン 牡2鹿 55 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋262：04．81� 3．5�
715 シードパール 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 424－ 42：04．9� 16．5�

23 レディームーン 牝2栗 54 田中 勝春小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 平野牧場 402± 02：05．22 40．9�
59 ミュゼフローレンス 牝2黒鹿54 北村 宏司髙橋 仁氏 高市 圭二 新ひだか 水上 習孝 486－ 4 〃 ハナ 45．0	
510 ワーキングプライド 牝2鹿 54 菱田 裕二 
社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 02：05．3クビ 5．4�
713 ウソハッピャク 牡2栗 55

53 △松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 450－ 22：05．51� 96．7�
612 レッドルヴァン 牡2芦 55 R．ムーア �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 アタマ 5．5

（英）

817 シップーコウライ 牡2栗 55 藤岡 康太間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 466＋102：05．6� 16．9�
48 アシュラウェイ 牡2黒鹿55 岡部 誠前原 敏行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 42：06．02� 81．2�

（愛知）

816 コスモアルマク 牡2青鹿55 中谷 雄太 
ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 4 〃 ハナ 109．7�
36 チームジャパン 牝2青 54

51 ▲長岡 禎仁西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 412－122：06．1� 323．1�
24 ウインニルヴァーナ 牝2栗 54

52 △小崎 綾也�ウイン 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 448± 02：06．2� 131．2�
714 コスモノビリス 牡2鹿 55 黛 弘人 
ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 日高 三城牧場 450－ 42：06．3クビ 282．2�
12 ウインスペクトル 牡2鹿 55 三浦 皇成�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 452± 0 〃 クビ 14．5�
47 シャンタルエット 牝2鹿 54 松山 弘平 
サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 460± 02：06．61� 155．6�
11 リッシンハレルヤ 牡2栗 55 岡田 祥嗣小原 該一氏 作田 誠二 日高 幾千世牧場 492＋ 22：07．23� 330．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，107，300円 複勝： 36，088，500円 枠連： 14，072，200円
馬連： 38，563，200円 馬単： 22，171，400円 ワイド： 22，714，100円
3連複： 50，987，300円 3連単： 70，815，700円 計： 278，519，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 240円 � 210円 � 170円 枠 連（3－8） 2，520円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 720円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 25，790円

票 数

単勝票数 計 231073 的中 � 25251（5番人気）
複勝票数 計 360885 的中 � 35529（5番人気）� 43452（4番人気）� 64318（1番人気）
枠連票数 計 140722 的中 （3－8） 4317（9番人気）
馬連票数 計 385632 的中 �� 11051（9番人気）
馬単票数 計 221714 的中 �� 3012（23番人気）
ワイド票数 計 227141 的中 �� 5052（13番人気）�� 8088（7番人気）�� 12519（3番人気）
3連複票数 計 509873 的中 ��� 9566（8番人気）
3連単票数 計 708157 的中 ��� 1990（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．0―36．6―49．4―1：02．1―1：15．0―1：28．0―1：40．3―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スピリッツミノル �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．7．27 札幌7着

2012．3．7生 牡2栗 母 バアゼルクローバー 母母 ストームザミント 8戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 リッシンハレルヤ号の騎手岡田祥嗣は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・6番・

7番・16番）
※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） 3頭 カフジムーン号・ショウナンワグナー号・テイエムソラトブ号
（非抽選馬） 3頭 クリノトイトイ号・パレスヘイロー号・メイショウメイザン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3505312月20日 曇 重 （26中京4）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （ダート・左）
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� 基準タイム

中央レコード
1：55．5
1：50．9

重
不良

89 マウントハレアカラ 牡2鹿 55 R．ムーア 金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 466 ―1：57．8 1．6�

（英）

66 ミキノトロンボーン 牡2鹿 55
53 △岩崎 翼谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか グローリーファーム 496 ―1：58．65 56．4�

22 メイショウセセラギ 牝2鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 442 ― 〃 クビ 28．2�
88 サントノーレ 牝2栗 54

52 △小崎 綾也吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 492 ―1：58．81� 32．1�
33 エイシンターザン 牡2鹿 55 岡部 誠�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 490 ―2：00．7大差 7．3�

（愛知）

77 ブラゾンドゥリス 牡2鹿 55
52 ▲石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 484 ―2：00．91� 12．5	
11 サンデンバロン 牡2栗 55 村田 一誠山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 坂本 智広 458 ―2：01．22 20．7

44 ノーブルソニック 牝2黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480 ―2：01．62� 3．6�
55 シゲルボンオドリ 牡2栗 55

53 △松若 風馬森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 鵜木 唯義 464 ―2：09．6大差 77．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 19，370，700円 複勝： 43，854，500円 枠連： 6，082，500円
馬連： 22，440，200円 馬単： 21，497，700円 ワイド： 12，994，300円
3連複： 28，619，200円 3連単： 73，320，000円 計： 228，179，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 660円 � 420円 枠 連（6－8） 3，780円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 850円 �� 6，300円

3 連 複 ��� 18，050円 3 連 単 ��� 60，820円

票 数

単勝票数 計 193707 的中 � 95836（1番人気）
複勝票数 計 438545 的中 � 320040（1番人気）� 4781（8番人気）� 8183（6番人気）
枠連票数 計 60825 的中 （6－8） 1247（10番人気）
馬連票数 計 224402 的中 �� 4422（11番人気）
馬単票数 計 214977 的中 �� 3084（15番人気）
ワイド票数 計 129943 的中 �� 2360（14番人気）�� 4079（8番人気）�� 510（33番人気）
3連複票数 計 286192 的中 ��� 1189（42番人気）
3連単票数 計 733200 的中 ��� 874（143番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．9―13．5―13．9―14．2―13．6―12．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―36．9―50．4―1：04．3―1：18．5―1：32．1―1：45．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F39．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

マウントハレアカラ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Dubai Destination 初出走

2012．2．6生 牡2鹿 母 リラックススマイル 母母 ヴェルヴェットクイーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サントノーレ号の騎手小崎綾也は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルボンオドリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月20日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 ツーエムカイザー号（疾病〔感冒〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3505412月20日 曇 稍重 （26中京4）第5日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （芝・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
1：20．0
1：19．0

良
良

59 タガノリバレンス 牡5鹿 57 川田 将雅八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 490－ 21：23．2 5．9�

36 マリーズケイ 牝3鹿 54
51 ▲石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 458＋ 2 〃 ハナ 25．2�

817 インストアイベント 牡4栗 57
55 △小崎 綾也 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482＋ 6 〃 ハナ 38．1�

23 スリーカーニバル 牝4鹿 55 藤岡 康太永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 466－ 41：23．41� 9．5�
612 エ イ ン セ ル 牝4鹿 55

53 △岩崎 翼吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 11．3	
11 ホルボッシュ 牡3黒鹿56 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482± 01：23．5クビ 3．6

48 オンタケハート 牡3鹿 56 田中 勝春宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 480＋ 2 〃 クビ 25．8�
818 タガノビーンズ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 424＋101：23．81� 43．5�

12 ヤマニンマルキーザ 牡3栗 56 吉田 隼人土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 466＋121：24．01� 7．2
611 ヴィンテージローズ 牝3栗 54

52 △松若 風馬吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 〃 ハナ 8．6�
816 ダノンルージュ 牝4鹿 55 R．ムーア �ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472－ 21：24．21� 5．4�

（英）

47 アラマサクロフネ 牝3鹿 54 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 490＋221：24．3� 73．8�
714 ロードストーム �3青鹿56 	島 良太 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 61：24．51� 78．3�
24 
 アルマダクロス 牡4栗 57 黛 弘人栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 456－ 71：24．6� 276．6�
715 マイネグラティア 牝3黒鹿54 杉原 誠人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ
ファーム 430＋161：24．92 334．4�

35 マ ー シ レ ス 牡3栗 56 岡部 誠窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 464＋221：25．11� 100．9�
（愛知）

713
 クイーンベジタブル 牝3鹿 54 村田 一誠中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 496－121：25．2クビ 255．0�
510
 シャドウリーフ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太飯塚 知一氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 432＋ 21：25．51� 380．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，613，400円 複勝： 38，112，300円 枠連： 14，281，000円
馬連： 38，723，900円 馬単： 20，826，400円 ワイド： 24，086，700円
3連複： 53，556，300円 3連単： 72，977，200円 計： 284，177，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 610円 � 990円 枠 連（3－5） 7，930円

馬 連 �� 7，740円 馬 単 �� 12，980円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 3，260円 �� 10，440円

3 連 複 ��� 66，720円 3 連 単 ��� 279，930円

票 数

単勝票数 計 216134 的中 � 28941（3番人気）
複勝票数 計 381123 的中 � 61572（2番人気）� 14741（8番人気）� 8668（11番人気）
枠連票数 計 142810 的中 （3－5） 1394（23番人気）
馬連票数 計 387239 的中 �� 3874（23番人気）
馬単票数 計 208264 的中 �� 1203（47番人気）
ワイド票数 計 240867 的中 �� 2835（23番人気）�� 1907（32番人気）�� 587（62番人気）
3連複票数 計 535563 的中 ��� 602（141番人気）
3連単票数 計 729772 的中 ��� 189（730番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．2―47．2―59．1―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．0
3 18，8（2，3）（6，7，13）（1，12，17）9（10，15）（4，11）（14，16）5 4 18－（2，8，3）（6，13）（1，7，12，17）－9，10，15，4，11（14，16）－5

勝馬の
紹 介

タガノリバレンス �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2011．8．7 小倉5着

2009．4．5生 牡5鹿 母 リバレンスハーバー 母母 タガノサンサン 26戦2勝 賞金 45，011，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ダブルコーク号・レネットグルーヴ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3505512月20日 曇 重 （26中京4）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 デオヴォレンテ 牡5鹿 57 R．ムーア H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502＋ 41：13．1 3．3�

（英）

612 ヤマニンブルジョン 牡4栗 57 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 494＋ 81：13．31� 8．1�
510 サーストンデンバー 牡5鹿 57 川田 将雅齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B524± 0 〃 クビ 4．2�
815 グレイスフルデイズ �4芦 57 松山 弘平 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 488＋ 21：13．51 61．5�
12 アドマイヤオウジャ 牡4鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460± 01：13．81� 12．2�
24 キネオキャノン 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也吉田 千津氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 482＋ 41：13．9� 6．2	
59 デンコウリョウ �6芦 57 菱田 裕二田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 476± 0 〃 ハナ 63．7

713 ジ ョ バ イ ロ 牡4鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：14．11 25．6�
47 フィボナッチ 牡4鹿 57

55 △松若 風馬水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472＋10 〃 アタマ 14．5�
23 ボストンサクラ 牝5黒鹿 55

52 ▲城戸 義政ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 456＋ 81：14．2	 25．5
48 チ ャ ー マ ー 牡3青鹿56 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 6 〃 アタマ 9．3�
11 オリオンザプラズマ 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 472± 0 〃 クビ 36．2�
714
 クルトメッシュ 牡4黒鹿57 三浦 皇成�G1レーシング 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 492＋101：14．3クビ 165．7�
36 カシノワルツ 牝4黒鹿55 村田 一誠柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B450－ 6 〃 クビ 140．7�
611 ベイビーイッツユー 牝4栗 55 横山 和生 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 日高 白井牧場 452＋ 21：14．83 66．3�
35 エイユーモモチャン 牝4黒鹿55 岡部 誠笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 510－ 21：14．9� 131．8�

（愛知）

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，810，200円 複勝： 28，199，900円 枠連： 12，333，100円
馬連： 35，302，100円 馬単： 19，466，000円 ワイド： 21，278，200円
3連複： 44，503，100円 3連単： 63，759，400円 計： 244，652，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 170円 � 150円 枠 連（6－8） 1，090円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 420円 �� 330円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 7，730円

票 数

単勝票数 計 198102 的中 � 47811（1番人気）
複勝票数 計 281999 的中 � 54425（1番人気）� 38578（3番人気）� 49646（2番人気）
枠連票数 計 123331 的中 （6－8） 8733（4番人気）
馬連票数 計 353021 的中 �� 19948（3番人気）
馬単票数 計 194660 的中 �� 5985（3番人気）
ワイド票数 計 212782 的中 �� 12767（2番人気）�� 17472（1番人気）�� 10399（5番人気）
3連複票数 計 445031 的中 ��� 19280（2番人気）
3連単票数 計 637594 的中 ��� 5980（5番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―12．1―12．9―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―23．8―35．9―48．8―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デオヴォレンテ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．6．17 阪神13着

2009．4．8生 牡5鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia 19戦3勝 賞金 30，640，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スノークラフト号
（非抽選馬） 6頭 サウンドレーサー号・ジギースンナー号・ダイヤハート号・ナムラアッパー号・ニシノソラカラ号・

メイショウボンロク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3505612月20日 小雨 稍重 （26中京4）第5日 第8競走 2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・左）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：11．5
2：10．0

良
良

48 シークレットパス 牡3芦 55
52 ▲石川裕紀人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 42：17．0 8．1�

35 ゴールドメイン 牡4栗 57
54 ▲長岡 禎仁嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 468＋ 22：17．1� 4．2�

36 カッパドキア 牡4黒鹿 57
54 ▲城戸 義政寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 466± 02：17．2� 17．4�

12 プランスペスカ 牡4鹿 57 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B470＋122：17．41� 11．5�
714 スマッシュスマイル �6栃栗 57

55 △岩崎 翼 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 482－12 〃 ハナ 14．3�
47 マウイノカオイ 牡4鹿 57

55 △小崎 綾也金子真人ホール
ディングス	 村山 明 日高 白井牧場 476－ 62：17．5� 3．5


815 テ ン カ イ チ 牡4鹿 57
56 ☆中井 裕二大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム B454＋ 62：17．92� 49．1�
817� キ ン コ バ ン 牡3栗 55 水口 優也熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 492＋ 62：18．0クビ 24．0�
510 イレプレイスブル 牡4黒鹿57 横山 和生	Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 クビ 5．2
11 � トーセンゴージャス 牡4黒鹿57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 42：18．1� 113．1�
59 マイネルフレスコ 牡3栗 55 花田 大昂 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 82：18．2クビ 44．4�
24 ワクワクカンヲ 牡3鹿 55

53 △松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 478＋ 6 〃 クビ 45．0�
611 サ ト ノ オ ー 牡6芦 57 杉原 誠人里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 466± 02：18．41� 27．8�
612 マジックポスト 牡5青鹿 57

54 ▲伴 啓太鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 452－ 8 〃 クビ 107．9�
816 スイートクラウン 牝4栗 55 西村 太一谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B488－122：18．82� 215．4�
713 デ コ イ 牡3鹿 55 小野寺祐太吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480－ 22：20．18 142．7�
23 ダブルミッション 牡3鹿 55 平野 優広尾レース	 二ノ宮敬宇 大樹 大樹ファーム 470－ 42：20．41� 28．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 17，396，100円 複勝： 29，466，200円 枠連： 11，971，900円
馬連： 34，252，000円 馬単： 18，457，300円 ワイド： 21，079，000円
3連複： 44，607，700円 3連単： 62，635，500円 計： 239，865，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 220円 � 170円 � 350円 枠 連（3－4） 470円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 780円 �� 2，290円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 9，320円 3 連 単 ��� 51，360円

票 数

単勝票数 計 173961 的中 � 17133（4番人気）
複勝票数 計 294662 的中 � 33927（4番人気）� 54212（1番人気）� 18216（6番人気）
枠連票数 計 119719 的中 （3－4） 19612（1番人気）
馬連票数 計 342520 的中 �� 10552（8番人気）
馬単票数 計 184573 的中 �� 2570（18番人気）
ワイド票数 計 210790 的中 �� 7204（5番人気）�� 2292（23番人気）�� 4639（11番人気）
3連複票数 計 446077 的中 ��� 3587（26番人気）
3連単票数 計 626355 的中 ��� 884（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．1―35．7―48．7―1：02．4―1：15．3―1：27．5―1：40．1―1：52．5―2：04．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．9
1
3

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

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

シークレットパス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．24 東京10着

2011．5．9生 牡3芦 母 フサイチディコルサ 母母 タイシンリリイ 8戦2勝 賞金 14，600，000円



3505712月20日 雨 重 （26中京4）第5日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時20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
1：48．9
1：47．8

重
重

815 エノラブエナ 牡3鹿 56 岡部 誠名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 552－ 61：53．8 2．7�
（愛知）

816 コピーライター �4鹿 57 小坂 忠士グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 508－ 21：54．01� 20．0�
612 シ ッ プ ウ �3黒鹿56 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 486＋ 41：54．1� 5．6�
47 ア チ ー ヴ 牡4黒鹿57 藤岡 康太前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 470＋ 41：54．84 50．5�
714 デ モ ニ オ 牡3青 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋101：55．11� 3．0	
611	 マイアミムーン �4黒鹿57 三浦 皇成吉澤 克己氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 450± 01：55．52� 150．6

48 グランプレージョ 牡5鹿 57 R．ムーア �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 498＋ 8 〃 クビ 8．1�

（英）

59 キ ク タ ロ ウ 牡5鹿 57 田中 勝春国田 正忠氏 森田 直行 浦河 杵臼牧場 466＋ 61：55．7� 29．7�
36 エストゥペンド 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 498－ 41：56．12� 13．8
510	 パラティーノ 牡5黒鹿57 松田 大作村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 518－ 81：56．2クビ 48．6�
713 ジェイケイニュース 牡3栗 56 吉田 隼人小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 472－ 21：56．41
 67．5�
11 	 ブイキャスター 牡4栗 57 酒井 学�駒秀 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 464＋141：56．5� 93．6�
12 ヴェルフェン 牡4芦 57 横山 和生�Basic 土田 稔 新冠 村本牧場 504＋ 21：57．67 97．3�
23 	 トップドリーム 牡4栗 57 菱田 裕二�コオロ 坂口 正則 新冠 ムラカミファーム 476－ 41：57．7� 249．2�
35 	 マルイチスクワート 牡4青鹿57 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 476＋ 21：58．33� 192．7�
24 ゼロワンシンジロー 牡5鹿 57

54 ▲石川裕紀人国田 正忠氏 森田 直行 新冠 長浜牧場 490＋ 61：59．47 118．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，984，700円 複勝： 33，808，200円 枠連： 15，114，000円
馬連： 53，419，300円 馬単： 32，468，100円 ワイド： 27，865，800円
3連複： 70，064，300円 3連単： 113，621，000円 計： 371，345，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 290円 � 150円 枠 連（8－8） 2，000円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 580円 �� 320円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 13，120円

票 数

単勝票数 計 249847 的中 � 72974（1番人気）
複勝票数 計 338082 的中 � 78292（1番人気）� 21783（6番人気）� 61167（3番人気）
枠連票数 計 151140 的中 （8－8） 5853（7番人気）
馬連票数 計 534193 的中 �� 24361（6番人気）
馬単票数 計 324681 的中 �� 9595（9番人気）
ワイド票数 計 278658 的中 �� 12050（5番人気）�� 24322（2番人気）�� 5572（12番人気）
3連複票数 計 700643 的中 ��� 17560（8番人気）
3連単票数 計1136210 的中 ��� 6275（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．1―50．4―1：03．4―1：16．3―1：29．2―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エノラブエナ �
�
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 2013．11．30 中京8着

2011．2．20生 牡3鹿 母 マルカサワヤカ 母母 サワヤカプリンセス 14戦2勝 賞金 34，592，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼロワンシンジロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月20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。
（非抽選馬） 2頭 カノヤプレジデント号・マンインザムーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3505812月20日 雨 稍重 （26中京4）第5日 第10競走 ��
��1，400�つ わ ぶ き 賞

発走14時55分 （芝・左）
牝，2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

814 ティーエスクライ 牝2芦 54 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 444＋ 41：23．9 7．5�
47 ラッフォルツァート 牝2鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 4 〃 クビ 6．5�
713 ハナズプルメリア 牝2黒鹿54 黛 弘人M．タバート氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 408± 01：24．22 181．4�
611 タイセイボニータ 牝2栗 54 大野 拓弥田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 450＋ 21：24．3� 26．0�
11 ル ア ン ジ ュ 牝2青 54 酒井 学 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 21：24．62 7．1�
22 ノーブルルージュ 牝2黒鹿54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 446－ 41：24．7クビ 7．1	
610 マイティティー 牝2鹿 54 勝浦 正樹五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 450－ 61：24．8� 14．8

46 ラホーヤビーチ 牝2青鹿54 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 456－ 21：24．9クビ 37．4�
23 � ウチデノコヅチ 牝2栗 54 松若 風馬菅原 広隆氏 牧田 和弥 新ひだか 小河 豊水 434－181：25．0	 47．5�
34 ウインアキレア 牝2鹿 54 三浦 皇成�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 446＋ 2 〃 ハナ 8．9
815 ヤマニンナジャーハ 牝2黒鹿54 田中 勝春土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 424± 01：25．1	 4．0�
59 パ オ ロ ッ サ 牝2鹿 54 松田 大作岡田 牧雄氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 2 〃 クビ 43．1�
35 バ リ ア ー モ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �サンデーレーシング 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 438± 01：25．52	 10．0�
58 ウインバニラスカイ 牝2芦 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 日高 天羽牧場 446± 01：25．71 27．6�
712
 ミ ト ノ レ オ 牝2鹿 54 岡部 誠竹内 三年氏 川西 毅 浦河 山口 義彦 458＋ 21：27．6大差 107．7�

（愛知） （愛知）

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，828，400円 複勝： 48，957，700円 枠連： 23，433，600円
馬連： 68，818，100円 馬単： 35，502，700円 ワイド： 34，848，800円
3連複： 84，948，100円 3連単： 123，348，500円 計： 448，685，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 260円 � 230円 � 4，390円 枠 連（4－8） 760円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 840円 �� 16，370円 �� 18，360円

3 連 複 ��� 110，990円 3 連 単 ��� 442，710円

票 数

単勝票数 計 288284 的中 � 30695（5番人気）
複勝票数 計 489577 的中 � 52943（5番人気）� 62335（2番人気）� 2299（15番人気）
枠連票数 計 234336 的中 （4－8） 23822（2番人気）
馬連票数 計 688181 的中 �� 23370（6番人気）
馬単票数 計 355027 的中 �� 5900（14番人気）
ワイド票数 計 348488 的中 �� 11275（7番人気）�� 533（85番人気）�� 475（89番人気）
3連複票数 計 849481 的中 ��� 574（231番人気）
3連単票数 計1233485 的中 ��� 202（1102番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．8―47．3―59．7―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．6
3 2－6（3，7）（9，10，8）13（1，15）4（5，11）－14＝12 4 2－6，3（9，7）（1，10）8（4，15，13）（5，11）14－12

勝馬の
紹 介

ティーエスクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2014．9．20 阪神2着

2012．3．28生 牝2芦 母 レイナワルツ 母母 レイナロバリー 5戦2勝 賞金 20，909，000円
〔制裁〕 ティーエスクライ号の騎手菱田裕二は，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：11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。



3505912月20日 雨 重 （26中京4）第5日 第11競走
第52回農林水産省賞典

��
��2，000�愛 知 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
牝，3歳以上，25．12．14以降26．12．14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

農林水産大臣賞・愛知県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

713 ディアデラマドレ 牝4鹿 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454＋ 42：04．4 4．1�
12 キャトルフィーユ 牝5鹿 56 R．ムーア �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 468－ 22：04．61 5．7�

（英）

817 スイートサルサ 牝4栗 54 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 468－ 22：04．7� 23．5�
510 シャトーブランシュ 牝4鹿 53 松山 弘平 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 ハナ 9．8�
11 パワースポット 牝6鹿 53 大野 拓弥�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 464－ 4 〃 クビ 33．7	
612 フーラブライド 牝5鹿 56 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 482－ 22：04．8� 6．3

48 マイネオーラム 牝3鹿 50 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 2 〃 ハナ 29．8�
59 バウンスシャッセ 牝3鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 524＋162：05．01 13．4�
714 イリュミナンス 牝4鹿 52 高倉 稜中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 478－ 62：05．21	 27．9
816 アイスフォーリス 牝5芦 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474－ 4 〃 クビ 15．5�
47 リメインサイレント 牝4鹿 51 岡部 誠 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 498＋ 22：05．3クビ 15．0�

（愛知）

818 フレイムコード 牝5鹿 50 小崎 綾也�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 474＋ 82：05．51	 89．0�
23 レーヴデトワール 牝3黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 456± 02：05．71	 11．9�
35 コーディリア 牝5青 51 石川裕紀人 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム B458＋ 4 〃 アタマ 22．6�
611 サンシャイン 牝5黒鹿53 菱田 裕二青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 440＋ 4 〃 クビ 32．6�
24 サトノジュピター 牝5鹿 54 吉田 隼人里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478－ 62：05．8� 35．3�
715 ケイティバローズ 牝4鹿 51 勝浦 正樹猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 B502＋ 42：06．11� 41．6�
36 コスモバルバラ 牝5黒鹿51 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 42：06．63 83．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 121，339，300円 複勝： 188，112，100円 枠連： 90，753，900円
馬連： 450，434，800円 馬単： 178，964，200円 ワイド： 207，111，300円
3連複： 731，504，700円 3連単： 976，812，000円 計： 2，945，032，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 200円 � 640円 枠 連（1－7） 940円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，080円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 11，060円 3 連 単 ��� 40，420円

票 数

単勝票数 計1213393 的中 � 232445（1番人気）
複勝票数 計1881121 的中 � 311408（1番人気）� 273000（2番人気）� 58169（11番人気）
枠連票数 計 907539 的中 （1－7） 74349（1番人気）
馬連票数 計4504348 的中 �� 273796（1番人気）
馬単票数 計1789642 的中 �� 61907（1番人気）
ワイド票数 計2071113 的中 �� 111226（1番人気）�� 24633（20番人気）�� 17328（34番人気）
3連複票数 計7315047 的中 ��� 49577（17番人気）
3連単票数 計9768120 的中 ��� 17519（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―37．3―50．3―1：03．1―1：15．8―1：28．3―1：40．2―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．1
1
3
11，15（8，18）（6，7，9）10（5，2）（1，14）12（4，16）13，17，3・（11，15）18，8（7，9）（6，5，10）2，14（4，1，12）（13，16）17－3

2
4

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

ディアデラマドレ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．9 阪神1着

2010．2．22生 牝4鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 13戦6勝 賞金 188，221，000円
〔制裁〕 シャトーブランシュ号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※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 ベリーフィールズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3506012月20日 雨 重 （26中京4）第5日 第12競走 ��
��1，600�中 京 日 経 賞

発走16時10分 （芝・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

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

712 カフェブリリアント 牝4栗 55 R．ムーア 西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 434－ 41：38．7 5．0�
（英）

34 ウインフェニックス 牡3鹿 56 三浦 皇成�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 472＋101：38．91� 4．3�
611	 レッドシャンクス 
5鹿 57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd 480－221：39．11� 12．0�
11 カレンケカリーナ 牝4黒鹿55 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 506＋ 21：39．31� 5．1�
58 マイティースコール 牡6栗 57 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：39．62 128．4�
46 メイショウゲンブ 牡5鹿 57 杉原 誠人松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 484＋ 21：39．7� 74．5	
713 ラインアンジュ 牝6鹿 55 松山 弘平大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 492－ 2 〃 ハナ 43．1

814 ニシノモンクス 牝4鹿 55 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 444－ 41：39．8クビ 76．0�
47 ヒルノマテーラ 牝3黒鹿54 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 448－ 21：40．01� 3．2�
35 シセイカスガ 牡3黒鹿56 小崎 綾也猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 402－ 41：40．21� 126．7
23 リフトザウイングス 牡6青鹿57 岡部 誠 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 530＋121：40．3クビ 19．0�

（愛知）

59 ガーネットチャーム 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 438＋ 6 〃 同着 26．5�
815 ローレルソラン 牡6鹿 57 吉田 隼人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 466＋12 〃 アタマ 64．8�
610 ク ロ ー チ ェ 
5栗 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 532＋ 41：40．4� 18．7�
22 スリーアルテミス 牝6鹿 55 松田 大作永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 460－ 21：41．57 76．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，857，700円 複勝： 55，427，100円 枠連： 21，442，500円
馬連： 94，937，100円 馬単： 46，914，300円 ワイド： 44，275，500円
3連複： 119，279，600円 3連単： 197，009，100円 計： 621，142，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 160円 � 320円 枠 連（3－7） 1，260円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，220円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 6，750円 3 連 単 ��� 31，970円

票 数

単勝票数 計 418577 的中 � 66146（3番人気）
複勝票数 計 554271 的中 � 73479（4番人気）� 101967（2番人気）� 37017（5番人気）
枠連票数 計 214425 的中 （3－7） 13163（5番人気）
馬連票数 計 949371 的中 �� 48512（6番人気）
馬単票数 計 469143 的中 �� 11752（11番人気）
ワイド票数 計 442755 的中 �� 20740（5番人気）�� 9124（12番人気）�� 9208（11番人気）
3連複票数 計1192796 的中 ��� 13250（20番人気）
3連単票数 計1970091 的中 ��� 4467（88番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．1―12．3―12．9―12．2―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．3―37．4―49．7―1：02．6―1：14．8―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．1

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

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

カフェブリリアント �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．11．3 東京2着

2010．2．27生 牝4栗 母 シンメイミネルバ 母母 フ ジ ャ ブ 14戦4勝 賞金 45，388，000円
〔発走状況〕 クローチェ号は，枠入り不良。

リフトザウイングス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 リフトザウイングス号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（26中京4）第5日 12月20日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
重

競走回数 12回 出走頭数 190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

218，890，000円
5，880，000円
1，960，000円
20，200，000円
68，552，500円
5，246，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
367，692，500円
593，519，700円
236，630，000円
918，467，900円
452，012，800円
468，460，400円
1，342，499，300円
1，924，664，700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 6，303，947，300円

総入場人員 12，590名 （有料入場人員 9，540名）
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