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3506112月21日 晴 不良 （26中京4）第6日 第1競走 1，800�サラブレッド系2歳
発走9時55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� 基準タイム

中央レコード
1：55．5
1：50．9

重
不良

611 ビ ス カ リ ア 牝2鹿 54
52 △松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 436－ 81：55．7 7．4�
59 バ イ レ 牝2芦 54 松山 弘平 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B476＋ 61：55．8� 5．9�
612 ゲ ル ズ 牝2鹿 54 横山 和生杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 478± 01：56．01� 11．0�
24 カズノネネヒメ 牝2鹿 54 杉原 誠人鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 谷川牧場 438－ 21：56．1クビ 3．6�
11 ティンバレス 牝2青鹿54 吉田 隼人 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 464＋121：57．05 5．2	
47 ジョリーアップ 牝2栗 54

52 △小崎 綾也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 478＋ 61：57．1� 13．7


12 トウケイワイルド 牝2栗 54 藤岡 康太木村 信彦氏 高橋 亮 新ひだか 坂本 智広 458＋ 41：57．2� 18．0�
713 シャンディキール 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁林 孝輝氏 杉浦 宏昭 浦河 林 孝輝 488＋ 21：57．3� 249．6�
714 ゲ ッ ト ミ ー 牝2栗 54 国分 優作薪浦 州平氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 456＋ 61：57．61� 83．8
48 ハギノナトゥーラ 牝2鹿 54 �島 良太日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 21：58．02� 8．0�
36 プ ラ セ ン タ 牝2青鹿54 小野寺祐太�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 442－ 8 〃 クビ 12．2�
510 サリーシャッセ 牝2栗 54 伊藤 工真黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 木村 秀則 492＋ 61：58．31� 110．3�
35 クリエイトアゲン 牝2鹿 54 松田 大作浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 恵比寿牧場 460－ 82：00．3大差 161．9�
816 ココクイーン 牝2黒鹿54 中谷 雄太深澤 朝房氏 根本 康広 浦河 大道牧場 420－ 42：00．51� 63．4�
815 クニサキショコラ 牝2青鹿54 西田雄一郎國島 周夫氏 西橋 豊治 浦河 平成ファーム 390－ 22：00．82 302．5�
23 ハシッテイイトモ 牝2鹿 54 国分 恭介飯田 正剛氏 鈴木 伸尋 新ひだか 千代田牧場 446＋ 82：01．43� 178．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，198，600円 複勝： 18，262，200円 枠連： 9，548，900円
馬連： 27，243，800円 馬単： 18，262，300円 ワイド： 15，625，300円
3連複： 40，682，800円 3連単： 54，983，300円 計： 197，807，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 220円 � 190円 � 260円 枠 連（5－6） 1，110円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，230円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 5，930円 3 連 単 ��� 30，540円

票 数

単勝票数 計 131986 的中 � 14131（4番人気）
複勝票数 計 182622 的中 � 21257（4番人気）� 27288（2番人気）� 16690（5番人気）
枠連票数 計 95489 的中 （5－6） 6629（6番人気）
馬連票数 計 272438 的中 �� 11973（5番人気）
馬単票数 計 182623 的中 �� 3159（18番人気）
ワイド票数 計 156253 的中 �� 6449（4番人気）�� 3200（17番人気）�� 3556（13番人気）
3連複票数 計 406828 的中 ��� 5144（22番人気）
3連単票数 計 549833 的中 ��� 1305（97番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．2―50．2―1：03．5―1：16．8―1：30．3―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F38．9
1
3
7（1，9）（2，8）11（4，12）13，6（10，14）－（5，16）15，3
7（9，8）（1，2）（4，12，11）（6，13）－（10，14）＝16，5，15，3

2
4

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

勝馬の
紹 介

ビ ス カ リ ア �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Gilded Time デビュー 2014．10．5 阪神2着

2012．4．24生 牝2鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クニサキショコラ号・ハシッテイイトモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

1月21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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エルフベレーザ号・スリーミスゲイ号・ナンヨーチーク号

3506212月21日 晴 不良 （26中京4）第6日 第2競走 1，900�サラブレッド系3歳以上
発走10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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

24 � ビーチブレイブ 牡4芦 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B506＋ 41：59．8 3．4�
12 エンキンドル 牡3青 56 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 552＋ 62：00．12 4．9�
23 ステージジャンプ 牡4鹿 57 松田 大作合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 498＋ 82：00．52� 15．4�
59 � クリノエビスジン 牡3鹿 56 横山 和生栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 480＋ 82：00．81� 10．8�
510 デビルズハーツ 牡4鹿 57 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 490＋ 2 〃 ハナ 4．2�
611 マーヴェリックス 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二市川 義美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 458－ 22：01．11� 159．9�
816� ホクレアポパイ �5黒鹿57 村田 一誠萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 424＋ 42：01．2� 59．5	
612 マイネルパイレーツ 牡4栗 57 伊藤 工真 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 512＋ 82：01．41 67．5�
713 ア ー ブ ル 牡3黒鹿 56

54 △松若 風馬吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 三嶋牧場 526＋22 〃 クビ 33．3�
36 コンプリートゲーム 牡4鹿 57 杉原 誠人島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 520－ 42：01．5� 19．3
48 インテグラード 牡3青鹿 56

54 △小崎 綾也�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 10．7�
815 ニホンピロバロン 牡4栗 57 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 484＋162：01．6� 22．7�
11 サンライズブルー 牡3芦 56

53 ▲長岡 禎仁松岡 隆雄氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 492－122：02．23� 11．9�
714 ナリタタイフーン 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政
オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 512＋ 2 〃 アタマ 144．1�
35 ヤマノボンバー 牡3芦 56

53 ▲義 英真澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 440－ 22：02．41� 117．1�
47 ペプチドウインド 牡4鹿 57 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 482－ 22：03．25 189．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 10，736，500円 複勝： 17，377，400円 枠連： 7，938，500円
馬連： 23，867，000円 馬単： 13，523，700円 ワイド： 15，192，400円
3連複： 34，929，700円 3連単： 48，478，000円 計： 172，043，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 170円 � 400円 枠 連（1－2） 630円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 370円 �� 960円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 11，860円

票 数

単勝票数 計 107365 的中 � 25261（1番人気）
複勝票数 計 173774 的中 � 47705（1番人気）� 24977（3番人気）� 7714（8番人気）
枠連票数 計 79385 的中 （1－2） 9616（2番人気）
馬連票数 計 238670 的中 �� 20015（2番人気）
馬単票数 計 135237 的中 �� 6511（3番人気）
ワイド票数 計 151924 的中 �� 11556（3番人気）�� 3901（10番人気）�� 2264（21番人気）
3連複票数 計 349297 的中 ��� 6900（12番人気）
3連単票数 計 484780 的中 ��� 2962（24番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．7―30．6―43．9―56．7―1：09．7―1：22．4―1：35．3―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ビーチブレイブ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Boundary

2010．2．22生 牡4芦 母 ビーチフラッグ 母母 First Flag 14戦1勝 賞金 18，400，000円
初出走 JRA

※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 ヴァンクウィッシュ号・ティーエスネオ号
（非抽選馬） 1頭 ホッコーエイコウ号

第４回 中京競馬 第６日



3506312月21日 晴 不良 （26中京4）第6日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10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
1：10．1
1：08．7

重
重

12 ティップトップ 牝3鹿 54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502＋101：12．8 3．6�

48 ヴァイセフラウ 牝3芦 54 松山 弘平�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋ 21：13．11� 4．0�

611� ミ ュ ー ル 牝4栗 55 伊藤 工真国田 正忠氏 奥村 武 新ひだか ヒサイファーム B428＋ 21：13．2� 167．9�
35 � クレアドール 牝3青鹿 54

52 △小崎 綾也 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 3．8�
59 ニホンピロディール 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 448－ 41：13．41 8．7	
510 パイメイメイ 牝3鹿 54 吉田 隼人西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B472＋ 21：13．61� 6．6

36 デルマアラレチャン 牝3鹿 54 杉原 誠人浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 462＋ 4 〃 ハナ 69．5�
47 シゲルミマサカ 牝3青鹿 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 436＋141：13．81 37．2�
815 ボストンビリーヴ 牝4栗 55 国分 恭介ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 472－ 61：14．01� 37．0
612 ローゼズガーランド 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 B478－ 41：14．1� 19．7�
23 ユニバーサルビーチ 牝3青 54 川須 栄彦古川 嘉治氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 500± 01：14．2� 204．0�
714 ナムラビジン 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 B482± 01：14．3� 30．5�
713 ネーラペルレ 牝3黒鹿54 古川 吉洋 �グリーンファーム加藤 征弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 470＋ 41：14．51� 89．1�
24 � レアプラチナ 牝5鹿 55 柴田 未崎松田 整二氏 日吉 正和 日高 野島牧場 472－ 11：14．92� 292．5�
816 サクラドラジェ 牝3黒鹿54 松田 大作�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 460－ 4 〃 ハナ 66．4�
11 スリーチアサウス 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼永井商事� 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 468± 01：15．22 79．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，029，100円 複勝： 30，885，800円 枠連： 11，114，900円
馬連： 33，255，200円 馬単： 21，375，100円 ワイド： 23，174，200円
3連複： 48，084，600円 3連単： 66，340，100円 計： 252，259，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 180円 � 2，440円 枠 連（1－4） 870円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 490円 �� 12，530円 �� 11，510円

3 連 複 ��� 52，340円 3 連 単 ��� 160，850円

票 数

単勝票数 計 180291 的中 � 39451（1番人気）
複勝票数 計 308858 的中 � 55851（2番人気）� 51458（3番人気）� 2244（14番人気）
枠連票数 計 111149 的中 （1－4） 9837（6番人気）
馬連票数 計 332552 的中 �� 26851（3番人気）
馬単票数 計 213751 的中 �� 8332（6番人気）
ワイド票数 計 231742 的中 �� 13381（4番人気）�� 451（61番人気）�� 491（58番人気）
3連複票数 計 480846 的中 ��� 689（105番人気）
3連単票数 計 663401 的中 ��� 299（385番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．1―12．9―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―35．4―48．3―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティップトップ �
�
父 Dubawi �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．10．5 新潟4着

2011．2．8生 牝3鹿 母 ア ド ニ ー タ 母母 Anna Palariva 10戦2勝 賞金 18，060，000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。
（非当選馬） 1頭 アルテミシア号
（非抽選馬） 1頭 レディーピンク号

3506412月21日 晴 重 （26中京4）第6日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：17．2良

45 ヤマニンルポ 牡3鹿 58 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 504＋ 23：25．0 2．5�
610 ニシノゲイナー 牡6鹿 60 横山 義行西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 458＋ 23：25．63� 26．2�
813� パ ス テ ィ 牡5鹿 60 山本 康志坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 454＋ 43：26．23� 8．8�
57 ハヤブサゴッド 牡3鹿 58 草野 太郎武田 修氏 伊藤 圭三 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋103：27．810 26．9�
814 ラ ス テ ラ 牝3鹿 56 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 472± 0 〃 ハナ 208．5�
34 クレバーアポロ 牡5栗 60 鈴木 慶太 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 484－ 43：28．01� 35．3	
712 テイエムオドロキ 牝3栗 56 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 454＋ 83：28．32 37．3

33 メイショウセイウン 牡3栗 58 植野 貴也松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 482± 03：28．93� 37．9�
46 マイネルグート 牡7鹿 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 522－ 23：29．0	 4．2�
11 
 アスターコリント �5黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 536＋ 63：30．8大差 5．2
69 メイショウホタル 牝3鹿 56 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 454－ 63：31．22� 72．6�
58 パンサーキング 牡4青鹿60 高野 和馬山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 462± 03：40．6大差 158．2�
22 � アストロフォンテン 牡5鹿 60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 増尾牧場 482＋10 （競走中止） 112．3�
711 ニシノファブレッド 牡6鹿 60 北沢 伸也福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 498＋ 6 （競走中止） 7．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，947，500円 複勝： 17，586，500円 枠連： 11，783，500円
馬連： 23，604，300円 馬単： 17，049，800円 ワイド： 14，394，100円
3連複： 38，072，000円 3連単： 58，331，300円 計： 194，769，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 520円 � 250円 枠 連（4－6） 1，210円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 550円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 7，500円 3 連 単 ��� 29，200円

票 数

単勝票数 計 139475 的中 � 43900（1番人気）
複勝票数 計 175865 的中 � 41166（1番人気）� 6611（6番人気）� 16710（5番人気）
枠連票数 計 117835 的中 （4－6） 7498（5番人気）
馬連票数 計 236043 的中 �� 6897（9番人気）
馬単票数 計 170498 的中 �� 3048（16番人気）
ワイド票数 計 143941 的中 �� 3093（11番人気）�� 7191（5番人気）�� 1337（27番人気）
3連複票数 計 380720 的中 ��� 3807（21番人気）
3連単票数 計 583313 的中 ��� 1448（82番人気）
上り 1マイル 1：49．9 4F 54．6－3F 40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→→�」
1
�
13－（1，14）（6，7）－10，5－（9，3）－4－12－8，2
13（14，10）5－（1，7，12）6－（3，4）＝9＝8－2

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンルポ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．9．7 阪神9着

2011．4．29生 牡3鹿 母 ヤマニンシュクル 母母 ヤマニンジュエリー 障害：6戦1勝 賞金 13，100，000円
〔競走中止〕 ニシノファブレッド号は，1周目2号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

アストロフォンテン号は，競走中に異常歩様となったため2周目5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔制裁〕 パスティ号の調教師武井亮は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔調教再審査〕 アストロフォンテン号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 キョウワアーサー号・タカラキャメロン号・テイエムロカビリー号・トゥルーフレンド号・プリティピンク号・

フリメール号・リネンハウス号



3506512月21日 晴 重 （26中京4）第6日 第5競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：17．2良

812 マイネルアダマス 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 446－ 23：25．9 8．2�

44 マイネルミランダス 牡3栗 58 山本 康志 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 472＋ 2 〃 クビ 2．3�

711 シンボリボルドー 牡7鹿 60 横山 義行シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 466－103：26．11� 19．8�
11 コーリンジャヴロー 牡3鹿 58 上野 翔伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 474± 03：27．27 151．0�
33 トウケイギムレット 牡3黒鹿58 佐久間寛志木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 504＋ 23：27．3� 6．5�
45 � アラビアンドラゴン 	4芦 60 平沢 健治吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 426－ 23：27．51 95．4	
56 シップウハヤト 牡3鹿 58 小坂 忠士平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 470＋123：28．03 4．0

710 テイエムリキオー 牡3黒鹿58 高野 和馬竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 478－ 43：29．27 40．0�
57 エフティシリウス 牡4青鹿60 金子 光希吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454＋ 23：29．94 44．8�
22 ブラボースキー 	6栗 60 北沢 伸也松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 496－ 43：33．9大差 8．6
68 デルママツタロウ 牡3黒鹿58 石神 深一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 472＋ 43：35．17 186．4�
813 トーセンエスプリ 牝3栗 56 浜野谷憲尚島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 456－ 23：35．31� 29．4�
69 メイショウダンロ 牡3黒鹿58 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 440－ 2 （競走中止） 26．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，520，100円 複勝： 17，805，200円 枠連： 9，660，600円
馬連： 24，404，600円 馬単： 16，683，600円 ワイド： 14，162，000円
3連複： 36，650，500円 3連単： 57，855，500円 計： 191，742，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 220円 � 130円 � 380円 枠 連（4－8） 770円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，770円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 23，920円

票 数

単勝票数 計 145201 的中 � 14120（4番人気）
複勝票数 計 178052 的中 � 19237（4番人気）� 47553（1番人気）� 8994（7番人気）
枠連票数 計 96606 的中 （4－8） 9682（2番人気）
馬連票数 計 244046 的中 �� 17627（3番人気）
馬単票数 計 166836 的中 �� 5374（7番人気）
ワイド票数 計 141620 的中 �� 9632（3番人気）�� 1913（23番人気）�� 4044（8番人気）
3連複票数 計 366505 的中 ��� 5671（16番人気）
3連単票数 計 578555 的中 ��� 1753（76番人気）
上り 1マイル 1：50．0 4F 54．9－3F 41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルアダマス �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2011．6．25 函館2着

2009．2．21生 牡5鹿 母 マイネディアマンテ 母母 プリンセスエイブル 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 メイショウダンロ号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出走取消馬 グンシン号（疾病〔左後踏創〕のため）

3506612月21日 晴 重 （26中京4）第6日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時45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
1：21．5
1：20．3

良
良

612 ムーンクレスト 牡2鹿 55 国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 452± 01：24．4 6．9�

816 フェアラフィネ 牝2芦 54 松山 弘平髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 438± 0 〃 クビ 4．6�
48 マイティディーバ 牝2黒鹿54 酒井 学古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 410－ 61：24．82� 342．6�
59 テイエムシャンパン 牡2芦 55 松田 大作竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 466－ 41：24．9� 17．7�
24 ダノンシーザー 牡2鹿 55 吉田 隼人�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 ハナ 5．7�
47 トーホウバード 牡2黒鹿 55

53 △松若 風馬東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 440＋161：25．0� 68．0	
715 レーヌドブリエ 牝2栗 54 藤岡 康太 
シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 418± 01：25．53 2．9�
817 ショウナンマキシム 牝2鹿 54

52 △小崎 綾也国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 408－ 21：25．6� 16．2�
713 ガンダルヴァ 牡2鹿 55 伊藤 工真村木 隆氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 432＋101：25．7クビ 177．8
35 クリノツーイーソー 牡2栗 55

52 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 424＋ 41：25．8� 76．0�
510 ボンジュールチカラ 牡2黒鹿55 杉原 誠人田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 津田牧場 444＋ 21：25．9� 250．8�
11 アングライフェン 牡2鹿 55 川須 栄彦前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 21：26．0� 16．2�
611� ユメヲカナエテ 牝2鹿 54 黛 弘人 
ビッグレッドファーム 田中 清隆 愛 Tom & Paul

Monaghan 492－ 81：26．42� 65．5�
818 マラカイトスター 牝2栗 54 村田 一誠本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 458＋ 61：26．5� 104．1�
12 ナ ミ カ ゼ 牝2栗 54

51 ▲城戸 義政松岡 孝一氏 加藤 和宏 新冠 芳住 鉄兵 402＋121：26．6クビ 122．9�
36 バッドイナフ 牡2栗 55

53 △岩崎 翼グリーンスウォード武井 亮 新ひだか 鹿嶋牧場 482＋ 2 〃 クビ 115．6�
714 チェルカトーレ 牝2栗 54

51 ▲義 英真 �ロードホースクラブ 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 426－ 61：27．13 9．3�
23 ウインジラソーレ 牡2黒鹿55 国分 恭介�ウイン 梅田 智之 日高 野島牧場 444± 01：28．05 111．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，074，700円 複勝： 33，075，600円 枠連： 13，307，600円
馬連： 36，175，000円 馬単： 22，053，300円 ワイド： 23，289，400円
3連複： 52，807，200円 3連単： 71，261，300円 計： 273，044，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 220円 � 6，560円 枠 連（6－8） 1，170円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 650円 �� 17，430円 �� 20，020円

3 連 複 ��� 138，480円 3 連 単 ��� 600，740円

票 数

単勝票数 計 210747 的中 � 24323（4番人気）
複勝票数 計 330756 的中 � 44381（3番人気）� 44073（4番人気）� 992（18番人気）
枠連票数 計 133076 的中 （6－8） 8746（4番人気）
馬連票数 計 361750 的中 �� 15129（5番人気）
馬単票数 計 220533 的中 �� 4233（14番人気）
ワイド票数 計 232894 的中 �� 9871（4番人気）�� 331（88番人気）�� 288（96番人気）
3連複票数 計 528072 的中 ��� 286（219番人気）
3連単票数 計 712613 的中 ��� 86（1020番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．7―12．5―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．5―47．2―59．7―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．2
3 ・（4，17）－16－7，14，5，12（10，15）（6，3，9，11）（1，2）（8，18）13 4 ・（4，17）－16，7，14（5，12）15（1，10，9）（6，11）（2，8）（13，18）－3

勝馬の
紹 介

ムーンクレスト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．11．1 京都6着

2012．5．6生 牡2鹿 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian 4戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 トーホウバード号の騎手松若風馬は，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70，000円。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アラマサル号
（非抽選馬） 1頭 セイウンデライラ号



3506712月21日 晴 重 （26中京4）第6日 第7競走 1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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
1：21．9
1：21．5

良
不良

36 ダブルファンタジー 牝4栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 508＋ 61：24．9 5．2�
12 � ミニョネット 牝4栗 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 アタマ 11．5�
35 ラヴァズアゲイン 牝5栗 55

53 △小崎 綾也岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 478－ 2 〃 クビ 3．1�
59 ヒ ナ ア ラ レ 牝3栗 54 国分 恭介�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 484＋ 21：25．0クビ 7．0�
713 セトノミッシー 牝4鹿 55 松山 弘平難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B446± 01：25．32 4．6�
815 スパイスシャワー 牝3鹿 54 中谷 雄太下河	行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 462＋ 21：25．62 34．7

510 タニノセレナーデ 牝4黒鹿 55

52 ▲義 英真谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 448＋ 61：25．7クビ 44．8�
47 メテオレイン 牝5鹿 55 松田 大作亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 アタマ 187．3�
714� ジョディーズロマン 牝4栗 55

54 ☆中井 裕二 ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 444－ 21：25．91� 88．1�
11 � ハッピーチャート 牝4芦 55 国分 優作 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 桜井牧場 476＋ 2 〃 アタマ 18．0�
24 バリローチェ 牝4黒鹿55 酒井 学 �キャロットファーム 高橋 康之 安平 ノーザンファーム B462＋ 61：26．43 69．5�
611 タガノクルクス 牝3栗 54 �島 良太八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 81：26．5� 111．2�
612 ベラフォレスタ 牝3黒鹿 54

52 △松若 風馬 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 478＋201：26．7� 33．9�
48 インヴォーク 牝3栗 54 川須 栄彦アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 414± 01：27．02 10．6�
816 デルマシズカチャン 牝3栗 54 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 472－101：27．42� 38．3�
23 レッドムーヴ 牝4鹿 55 藤懸 貴志 東京ホースレーシング 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 460－ 21：28．57 154．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，307，700円 複勝： 31，397，300円 枠連： 13，977，000円
馬連： 38，011，500円 馬単： 22，284，000円 ワイド： 23，681，500円
3連複： 53，093，500円 3連単： 73，420，600円 計： 276，173，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 260円 � 170円 枠 連（1－3） 550円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 750円 �� 350円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 19，330円

票 数

単勝票数 計 203077 的中 � 30764（3番人気）
複勝票数 計 313973 的中 � 49651（3番人気）� 26978（5番人気）� 53394（1番人気）
枠連票数 計 139770 的中 （1－3） 19394（1番人気）
馬連票数 計 380115 的中 �� 11098（10番人気）
馬単票数 計 222840 的中 �� 4246（14番人気）
ワイド票数 計 236815 的中 �� 7703（8番人気）�� 18986（2番人気）�� 8016（7番人気）
3連複票数 計 530935 的中 ��� 13273（5番人気）
3連単票数 計 734206 的中 ��� 2753（46番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．5―12．0―12．7―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．1―47．1―59．8―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダブルファンタジー �
�
父 ジャイアントレッカー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．7．1 函館3着

2010．4．30生 牝4栗 母 ガーデンローズ 母母 クイーンアドマイヤ 24戦2勝 賞金 34，882，000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。
（非当選馬） 4頭 アクアライン号・クリノプリムラ号・パッシオーネラヴィ号・ファンディータ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウルナ号

3506812月21日 晴 重 （26中京4）第6日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （ダート・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
1：48．9
1：47．8

重
重

23 ベルゲンクライ 牡4芦 57 西村 太一大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム B478－ 21：53．9 20．4�

713 ナリタムーンライト 牡6栗 57
55 △岩崎 翼�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 528－ 41：54．0� 5．4�

612 サンライズレーヴ 牡3栗 56
53 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 470＋ 61：54．32 3．8�
510 ヒドゥンブレイド 牡4黒鹿 57

55 △小崎 綾也 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：54．4クビ 3．4�
48 チ ャ オ 牡3芦 56 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 470＋ 21：54．72 43．9	
36 ヤマニンミミック 牝6黒鹿55 菅原 隆一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 B498＋ 21：55．02 194．8

47 タガノコルコバード 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 446＋ 8 〃 ハナ 54．1�
815� レ イ ア ロ ハ 牡4鹿 57 伊藤 工真山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム 520＋ 21：55．31� 12．5�
59 � デンコウウンリュウ 牡4鹿 57 花田 大昂田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 三嶋牧場 530＋ 61：55．4� 10．9
611� テイエムレオネッサ 牝4栗 55 藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 492＋ 21：55．72 293．8�
35 ビジュートウショウ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458＋191：56．01� 17．6�
714 ボストンリョウマ 牡6青鹿57 森 一馬ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 494－ 61：56．42� 72．9�
11 パンズラビリンス 牝3鹿 54

52 △松若 風馬 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 442＋101：56．93 23．3�
816 エクスペリエンス 牝3栗 54 横山 和生市川 義美氏 鹿戸 雄一 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 392－ 41：58．9大差 102．1�
12 � クリノロッキー 牡4栗 57 水口 優也栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 ヤナガワ牧場 514＋ 72：00．17 189．8�
24 ターフデライト 牝5青 55

52 ▲長岡 禎仁�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム 486－ 82：00．95 8．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，238，000円 複勝： 29，202，800円 枠連： 13，237，400円
馬連： 38，817，000円 馬単： 22，684，800円 ワイド： 21，412，400円
3連複： 51，474，600円 3連単： 73，673，400円 計： 270，740，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 440円 � 180円 � 150円 枠 連（2－7） 1，650円

馬 連 �� 5，580円 馬 単 �� 11，530円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，130円 �� 400円

3 連 複 ��� 5，430円 3 連 単 ��� 56，160円

票 数

単勝票数 計 202380 的中 � 7929（8番人気）
複勝票数 計 292028 的中 � 12560（7番人気）� 45156（3番人気）� 63774（1番人気）
枠連票数 計 132374 的中 （2－7） 6188（7番人気）
馬連票数 計 388170 的中 �� 5387（19番人気）
馬単票数 計 226848 的中 �� 1475（41番人気）
ワイド票数 計 214124 的中 �� 3365（18番人気）�� 4682（12番人気）�� 14877（3番人気）
3連複票数 計 514746 的中 ��� 7106（13番人気）
3連単票数 計 736734 的中 ��� 951（178番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．8―49．5―1：02．1―1：15．2―1：28．6―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルゲンクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Balleroy デビュー 2012．12．16 中山6着

2010．4．21生 牡4芦 母 フ ェ ス ト ネ 母母 Tokyo Girl 31戦2勝 賞金 20，720，000円
〔制裁〕 ターフデライト号の騎手長岡禎仁は，3コーナーから4コーナーにかけての御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノロッキー号・ターフデライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月

21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 デンコウエポック号・ハナズドリーム号



3506912月21日 晴 重 （26中京4）第6日 第9競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時15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
1：58．8
1：56．1

良
良

713 オカホンコー 牡3鹿 56 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 486＋ 22：04．0 9．5�
611 オリハルコン 牡3黒鹿56 吉田 隼人�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 528± 0 〃 クビ 6．7�
815 ディープウェーブ 牡4青鹿57 �島 良太万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 42：04．1� 14．2�
714 シ ュ ネ ー ル 牡3鹿 56 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 500＋ 62：04．31� 20．2�
816� イメージガール 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 466＋10 〃 アタマ 13．5�
35 サダムロードショー 牡4鹿 57 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 02：04．93� 5．0	
510 パープルセイル 牝3黒鹿54 古川 吉洋吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 440＋ 8 〃 ハナ 35．6

48 ビキニスタイル 牝3黒鹿54 藤岡 康太石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 2 〃 アタマ 4．3�
59 カレングランブルー 牡3栗 56 横山 和生鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 456＋ 62：05．1� 93．7�
36 クールジョーカー 牡3黒鹿56 酒井 学小林 久義氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 448＋ 4 〃 ハナ 119．9
23 テイコフトウショウ 牝4栗 55 花田 大昂トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B486－ 22：05．31� 9．1�
47 ジ リ オ ン 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真近藤 克麿氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B536＋ 62：05．72� 17．0�
12 ディアデラバンデラ 	5黒鹿 57

55 △松若 風馬 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484－ 62：05．8� 15．9�
817 チ ュ ロ 牝3黒鹿54 杉原 誠人エデンアソシエーション 牧 光二 日高 天羽牧場 466＋162：05．9クビ 219．6�
11 マクベスバローズ 牡4黒鹿 57

55 △小崎 綾也猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B466＋ 22：06．11 13．3�
612 ラ グ タ イ ム 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント 432＋122：06．95 140．7�
24 スプレンダー 牝3栗 54 国分 恭介 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 4 〃 ハナ 105．5�
（17頭）

売 得 金
単勝： 24，186，400円 複勝： 36，587，900円 枠連： 17，746，800円
馬連： 51，796，100円 馬単： 28，697，900円 ワイド： 28，389，100円
3連複： 75，419，800円 3連単： 99，819，900円 計： 362，643，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 290円 � 240円 � 360円 枠 連（6－7） 2，150円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 7，540円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 2，000円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 14，870円 3 連 単 ��� 91，030円

票 数

単勝票数 計 241864 的中 � 20354（5番人気）
複勝票数 計 365879 的中 � 32266（4番人気）� 43250（3番人気）� 24546（7番人気）
枠連票数 計 177468 的中 （6－7） 6384（12番人気）
馬連票数 計 517961 的中 �� 10763（14番人気）
馬単票数 計 286979 的中 �� 2854（26番人気）
ワイド票数 計 283891 的中 �� 5408（13番人気）�� 3631（27番人気）�� 4530（19番人気）
3連複票数 計 754198 的中 ��� 3802（53番人気）
3連単票数 計 998199 的中 ��� 795（315番人気）

ハロンタイム 13．0―10．7―12．4―12．2―12．0―12．1―12．8―12．7―13．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―23．7―36．1―48．3―1：00．3―1：12．4―1：25．2―1：37．9―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．8
1
3
3－7－（9，8）－13，10（4，17）11（12，16）2－15（1，6）14，5
3＝7－8（9，13）10（17，16）11（2，4，15）（12，6）（1，14）－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オカホンコー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．10．20 新潟4着

2011．3．24生 牡3鹿 母 オンワードサマンサ 母母 オンワードモニカ 11戦2勝 賞金 17，676，000円
※出走取消馬 ビオラフォーエバー号（疾病〔創傷性左角膜炎〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 イオラニ号・リネンヴィヴィッド号
（非抽選馬） 1頭 チェイスザゴールド号

3507012月21日 晴 重 （26中京4）第6日 第10競走 ��1，200�
く わ な

桑 名 特 別
発走14時50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 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

47 アドマイヤサブリナ 牝4芦 55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 454＋301：11．8 7．1�
816 トウシンムサシ 牡3栗 56 松山 弘平�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 456－ 41：11．9� 4．7�
818� ハイマウンテン 牝4鹿 55 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 468＋101：12．11� 10．9�
510 ダ ラ ニ 牝3栗 54 小崎 綾也山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 484＋12 〃 クビ 11．7�
35 メイショウジェーン 牝5鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 456－ 41：12．2クビ 29．0�
612 クールジョジョ 牝3黒鹿54 松田 大作川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 436± 01：12．51	 76．2	
59 サフランスカイ 牡3鹿 56 酒井 学海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 458－ 21：12．6	 9．8

611� ザゲームイズオン 牡5鹿 57 
島 良太大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 498－ 41：12．81� 92．4�
48 � メジャーシップ 牡3鹿 56 熊沢 重文阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 478－ 41：13．01� 39．2�
715 ヴァッフシュテルケ 牡3青鹿56 国分 恭介宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 444＋ 6 〃 クビ 8．9�
12 ジョーヌダンブル 牝3栗 54 横山 和生藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 476－101：13．1クビ 16．0�
36 ダンツキャノン 牡3栗 56 吉田 隼人山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 522＋ 41：13．31� 4．2�
714� サ イ キ セ キ 牡5黒鹿57 義 英真武田 茂男氏 吉村 圭司 むかわ サイファーム 472－ 21：13．51� 136．9�
24 アウトシャイン 牝4黒鹿55 杉原 誠人 �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 468± 0 〃 クビ 54．6�
713� スズカノジェリコ 牝4鹿 55 村田 一誠永井 啓弍氏 加藤 敬二 平取 稲原牧場 396－101：13．71� 199．3�
23 ブロンシェダーム 牝3鹿 54 松若 風馬 サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 394－ 8 〃 クビ 21．1�
817 テーオートマホーク 牡4鹿 57 城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 478＋ 81：13．8� 29．5�
11 ユキノマルガリータ 牝4鹿 55 古川 吉洋井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 480－ 21：14．22� 65．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，649，500円 複勝： 39，044，200円 枠連： 22，832，200円
馬連： 71，988，700円 馬単： 34，835，900円 ワイド： 35，287，600円
3連複： 97，533，500円 3連単： 141，530，300円 計： 471，701，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 290円 � 190円 � 330円 枠 連（4－8） 1，260円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，320円 �� 960円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 36，640円

票 数

単勝票数 計 286495 的中 � 32063（3番人気）
複勝票数 計 390442 的中 � 32551（5番人気）� 63428（2番人気）� 27430（6番人気）
枠連票数 計 228322 的中 （4－8） 13985（5番人気）
馬連票数 計 719887 的中 �� 27839（6番人気）
馬単票数 計 348359 的中 �� 6322（11番人気）
ワイド票数 計 352876 的中 �� 10842（6番人気）�� 6747（15番人気）�� 9492（8番人気）
3連複票数 計 975335 的中 ��� 11777（13番人気）
3連単票数 計1415303 的中 ��� 2800（72番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―12．1―11．6―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―35．3―46．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤサブリナ �
�
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 2012．8．26 札幌2着

2010．2．11生 牝4芦 母 ツィンクルヴェール 母母 ツィンクルブライド 14戦3勝 賞金 36，150，000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。
（非抽選馬） 7頭 アスペンサミット号・アポロデイライト号・サウンドマンデュロ号・サチノリーダース号・タカラジェニファ号・

ライズアゲイン号・ランパスキャット号



3507112月21日 晴 重 （26中京4）第6日 第11競走 ��2，200�名古屋日刊スポーツ杯
発走15時30分 （芝・左）

3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
名古屋日刊スポーツ新聞社賞（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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

11 マテンロウボス 牡3黒鹿55 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 466－ 22：17．9 2．3�
77 ヤマニンボワラクテ 牡3鹿 55 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 498＋ 62：18．22 3．3�
44 ロードエフォール 牡6黒鹿57 酒井 学 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 488－ 42：18．51� 11．4�
22 ブランクヴァース 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム B496－ 42：19．13� 19．8�
88 トーセンハルカゼ 牡4鹿 57 菅原 隆一島川 	哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋ 82：19．2� 10．0

66 モンプレジール 牡4鹿 57 西田雄一郎平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B454－ 62：19．52 38．6�
55 ダブルイーグル 牡6鹿 57 熊沢 重文田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 470－ 22：19．6� 29．7�
89 アンプラグド 牡3芦 55 藤岡 康太諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 506＋ 22：19．91� 4．8
33 ファンアットコート 牝4鹿 55 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 474± 02：20．32� 76．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，433，600円 複勝： 36，207，300円 枠連： 23，486，900円
馬連： 105，373，600円 馬単： 69，003，400円 ワイド： 36，624，200円
3連複： 134，385，300円 3連単： 360，070，600円 計： 802，584，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（1－7） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 180円 �� 430円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 計 374336 的中 � 128941（1番人気）
複勝票数 計 362073 的中 � 120921（1番人気）� 71290（2番人気）� 37700（4番人気）
枠連票数 計 234869 的中 （1－7） 55879（1番人気）
馬連票数 計1053736 的中 �� 233333（1番人気）
馬単票数 計 690034 的中 �� 86795（1番人気）
ワイド票数 計 366242 的中 �� 65311（1番人気）�� 19332（5番人気）�� 14387（8番人気）
3連複票数 計1343853 的中 ��� 85057（3番人気）
3連単票数 計3600706 的中 ��� 82326（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―24．7―36．9―50．5―1：03．8―1：16．3―1：28．7―1：41．3―1：53．6―2：05．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．6
1
3
7＝（5，6）4，9，1，8，3，2
7，5，6，4，9，1（3，8）2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マテンロウボス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．19 中京3着

2011．3．12生 牡3黒鹿 母 ア ン ダ ン テ 母母 ダイナプレリユード 8戦3勝 賞金 35，043，000円

3507212月21日 晴 重 （26中京4）第6日 第12競走 ��1，400�
お お す

大 須 特 別
発走16時10分 （ダート・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 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

23 クレイジージョー 牡3黒鹿56 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 506＋101：24．7 2．7�
611 フィンデルムンド 牡6鹿 57 松田 大作 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 494＋121：25．23 16．4�
36 ポップアップハート 牡4栗 57 松若 風馬丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 496－ 8 〃 クビ 40．3�
713 キョウワランサー 牡3栗 56 国分 恭介�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 474－ 21：25．3クビ 5．5�
510 ドレッシースタイル 牡4青鹿57 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 482－ 2 〃 ハナ 4．3	
48 � ドラゴンスパン 牡3黒鹿56 伊藤 工真窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 480± 01：25．51� 16．9

59 � ローエンイェーガー 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 528＋ 21：25．6� 39．7�
612� ウルトラサウンド 牡4鹿 57 長岡 禎仁馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 アタマ 229．4�
816 カフジホーク 牡3栗 56 杉原 誠人加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム B444＋161：25．7� 230．5
47 � キクノセントロ 牡4栗 57 吉田 隼人菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 476＋151：26．33� 14．3�
35 � メイショウトキムネ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 450－181：26．61	 14．0�
24 オールデフィート 牡3鹿 56 横山 和生�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 B482＋121：26．7クビ 121．7�
815 スズカオーショウ 牡3栗 56 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 502＋121：27．01	 35．4�
12 � チョウエンペラー 牡3栗 56 松山 弘平丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 452± 01：27．21
 15．9�
714� ハナリュウセイ 牡3青鹿56 川須 栄彦グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 Joseph M.

Perrotta Sr. B496－ 81：27．3	 25．6�
11 �� アスターカウンティ 牡3鹿 56 熊沢 重文加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Glencrest

Farm LLC 494＋121：28．57 87．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，557，900円 複勝： 54，678，500円 枠連： 27，896，800円
馬連： 106，609，300円 馬単： 57，000，700円 ワイド： 49，993，700円
3連複： 147，211，600円 3連単： 243，290，200円 計： 729，238，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 290円 � 780円 枠 連（2－6） 1，270円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，580円 �� 5，660円

3 連 複 ��� 18，860円 3 連 単 ��� 56，880円

票 数

単勝票数 計 425579 的中 � 125511（1番人気）
複勝票数 計 546785 的中 � 121013（1番人気）� 46335（4番人気）� 13820（11番人気）
枠連票数 計 278968 的中 （2－6） 16973（4番人気）
馬連票数 計1066093 的中 �� 49554（3番人気）
馬単票数 計 570007 的中 �� 20327（4番人気）
ワイド票数 計 499937 的中 �� 18705（5番人気）�� 8084（17番人気）�� 2176（55番人気）
3連複票数 計1472116 的中 ��� 5853（66番人気）
3連単票数 計2432902 的中 ��� 3101（158番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．0―12．2―13．0―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―33．9―46．1―59．1―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレイジージョー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．2．1 京都6着

2011．4．1生 牡3黒鹿 母 ラヴリージョウ 母母 ラブラブジョウ 9戦2勝 賞金 19，168，000円
〔制裁〕 ドレッシースタイル号の騎手西田雄一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 ヴィジャイ号・カレイファンタジア号・クレバーカイオウ号・ゴールデンアタック号・シャンパンルージュ号・

スズカブリザード号・ブルーミーフラワー号・プレシャスムーン号・ヤマカツマーフィ号・ライトオブホープ号・
ルミナススカイ号

４レース目



（26中京4）第6日 12月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 185頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

167，600，000円
2，080，000円
3，900，000円
1，850，000円
15，150，000円
64，781，500円
6，381，400円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
264，879，600円
362，110，700円
182，531，100円
581，146，100円
343，454，500円
301，225，900円
810，345，100円
1，349，054，500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 4，194，747，500円

総入場人員 14，877名 （有料入場人員 12，854名）



平成26年度 第4回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，115頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

1，345，960，000円
4，160，000円
30，220，000円
17，730，000円
124，090，000円
398，101，500円
34，192，800円
10，704，000円

勝馬投票券売得金
2，331，287，200円
3，289，115，600円
1，546，313，700円
6，076，923，100円
3，031，005，000円
2，774，071，300円
8，292，035，600円
13，580，256，700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 40，921，008，200円

総入場延人員 115，572名 （有料入場延人員 101，576名）
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