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3500112月5日 晴 良 （27中京4）第1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

24 マサノホーク 牝2栗 54 菱田 裕二猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 468± 01：55．9 6．6�
816 デフィニール 牝2鹿 54 田辺 裕信 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B466＋ 21：56．32� 23．8�
612 クレスクント 牝2芦 54 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 510－101：56．51 8．4�
12 シャルメーヌ 牝2鹿 54 和田 竜二三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：56．6� 8．1�
23 キタイチサクラ 牝2栗 54 岩田 康誠小関 昭次氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 464＋ 61：56．7クビ 3．8	
510 サトノベリーニ 牝2栗 54 川島 信二里見 治氏 須貝 尚介 新ひだか フジワラフアーム 452± 01：57．76 13．7

36 ヤマカツサファイヤ 牝2青鹿54 幸 英明山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 488＋ 2 〃 クビ 8．7�
48 シゲルニジョウサバ 牝2鹿 54

52 △�島 克駿森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 武 牧場 448－ 81：58．23 114．7�
59 ココファンタジア 牝2黒鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444－121：58．4� 3．5
11 オーネットハッピー 牝2鹿 54 勝浦 正樹醍醐 伸之氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 476± 01：58．82� 63．3�
713 ロサモスカータ 牝2鹿 54 太宰 啓介吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 450＋ 8 〃 アタマ 28．1�
35 ワイルドハーブ 牝2鹿 54

52 △城戸 義政 �スピードファーム武藤 善則 浦河 鵜木 唯義 B446－ 41：58．9� 176．9�
611 ヴ ェ レ ー ナ 牝2栗 54 藤岡 康太細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 422－ 81：59．75 222．9�
714 カルマフォース 牝2鹿 54 石橋 脩花野 友象氏 田中 清隆 新冠 競優牧場 462－162：00．12� 238．8�
47 シエロアスール 牝2青鹿54 松岡 正海�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 456－10 〃 クビ 272．2�
815 ドゥリーミン 牝2黒鹿54 柴山 雄一坂本 肇氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 458－142：00．31� 75．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，626，800円 複勝： 18，752，700円 枠連： 8，395，300円
馬連： 27，570，400円 馬単： 15，846，500円 ワイド： 16，793，000円
3連複： 40，983，300円 3連単： 49，307，000円 計： 190，275，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 240円 � 430円 � 280円 枠 連（2－8） 2，060円

馬 連 �� 10，180円 馬 単 �� 18，590円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 1，430円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 32，050円 3 連 単 ��� 257，170円

票 数

単勝票数 計 126268 的中 � 15147（3番人気）
複勝票数 計 187527 的中 � 22278（3番人気）� 10448（8番人気）� 17444（4番人気）
枠連票数 計 83953 的中 （2－8） 3148（9番人気）
馬連票数 計 275704 的中 �� 2097（29番人気）
馬単票数 計 158465 的中 �� 639（57番人気）
ワイド票数 計 167930 的中 �� 1827（27番人気）�� 3068（20番人気）�� 1493（31番人気）
3連複票数 計 409833 的中 ��� 959（78番人気）
3連単票数 計 493070 的中 ��� 139（547番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．6―50．3―1：03．0―1：15．9―1：29．1―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．0
1
3
・（1，9）3（2，4）（5，6）11，16（8，7）10，12（15，13）－14・（9，3）（1，4）2－（5，6）－（11，16）－10，8，12（15，7）－13＝14

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

勝馬の
紹 介

マサノホーク �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．11．8 東京5着

2013．4．1生 牝2栗 母 メイケイキララ 母母 トップペンダント 2戦1勝 賞金 5，700，000円
※ワイルドハーブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3500212月5日 晴 良 （27中京4）第1日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走10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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

510 ワイルドダラー 牡4青鹿57 川田 将雅 Him Rock Racing 和田 雄二 新ひだか 平野牧場 B504± 01：25．4 3．4�
12 ゴールドスーク 牡4栗 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 522＋161：25．5� 5．4�
48 コピーライター �5鹿 57 H．ボウマングリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 B512＋ 8 〃 クビ 5．9�

（豪）

24 パリーアーク 牡4鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 482± 01：25．71� 46．4�
47 タイザンホクト 牡5鹿 57 松岡 正海�日進牧場 竹内 正洋 浦河 日進牧場 498－101：25．8クビ 67．0�
612 ダイワジャスト 牡4鹿 57 和田 竜二大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 542＋ 6 〃 クビ 8．1	
36 ビバハイタッチ 牡4栗 57 幸 英明池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 488＋101：25．9� 14．4

714 グランドエンジェル 牝4鹿 55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444－ 61：26．0クビ 74．3�
23 	 クリノツネチャン 牝4栗 55 伊藤 工真栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 452－ 81：26．1� 206．6�
59 デュアルメジャー 牡3青鹿56 石橋 脩 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490－ 41：26．31� 10．6
816 ハイドンセット 牡3鹿 56 勝浦 正樹池谷 誠一氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 472＋14 〃 クビ 57．9�
815 ゼンノロンゴ 牡4鹿 57

55 △
島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 510＋101：26．4� 7．1�
11 アリエスジューゴー 牡3鹿 56 
島 良太武井 祥久氏 武田 博 むかわ 小林 孝幸 494＋ 21：26．5クビ 62．6�
35 メイショウサンゾウ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 500－181：26．81� 14．1�
713	 リストワール 牝4黒鹿55 中谷 雄太 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 462－ 61：27．12 316．1�
611 クイーンマグノリア 牝3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 440－ 41：27．2� 56．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，244，500円 複勝： 24，010，000円 枠連： 9，935，100円
馬連： 30，872，300円 馬単： 16，522，700円 ワイド： 19，731，000円
3連複： 44，657，700円 3連単： 52，743，300円 計： 214，716，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 170円 � 180円 枠 連（1－5） 670円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 340円 �� 350円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 6，270円

票 数

単勝票数 計 162445 的中 � 37906（1番人気）
複勝票数 計 240100 的中 � 51851（1番人気）� 34619（2番人気）� 31002（4番人気）
枠連票数 計 99351 的中 （1－5） 11426（2番人気）
馬連票数 計 308723 的中 �� 25430（1番人気）
馬単票数 計 165227 的中 �� 7592（1番人気）
ワイド票数 計 197310 的中 �� 15254（1番人気）�� 14599（2番人気）�� 7902（6番人気）
3連複票数 計 446577 的中 ��� 20617（1番人気）
3連単票数 計 527433 的中 ��� 6096（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．6―46．7―59．5―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイルドダラー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2014．2．22 東京1着

2011．3．21生 牡4青鹿 母 ナムラミステリー 母母 タイキミステリー 17戦3勝 賞金 31，760，000円
〔制裁〕 コピーライター号の騎手H．ボウマンは，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30，000円。（被害馬：15番・

4番・10番・13番）
※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 エッジクリフ号
※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１日



3500312月5日 晴 良 （27中京4）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10時55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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

36 グラッブユアコート 牝3鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 456－ 41：12．4 1．4�
12 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 424＋ 61：13．03� 25．2�
611 エ ク ス シ ア 牝4鹿 55 松岡 正海岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 432＋ 41：13．21� 69．2�
24 � アシドベリー 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 448－ 21：13．3� 251．9�
816 メイショウタラチネ 牝3黒鹿 54

52 △	島 克駿松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 474－ 8 〃 アタマ 6．7	
11 タガノビーンズ 牝4鹿 55 菱田 裕二八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426＋ 2 〃 クビ 27．2

23 アイネクライネ 牝5芦 55 中井 裕二田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 有限会社

松田牧場 464± 01：13．4� 128．6�
48 アイファーマシェリ 牝4黒鹿 55

53 △城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 462＋ 81：13．61� 66．9�
714� エンジェルミディ 牝4栗 55 柴山 雄一�G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 500－ 41：14．34 238．9
713 デ ィ ア エ ナ 牝3黒鹿54 川田 将雅桑畑 �信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 532＋161：14．5
 17．4�
815 スナークエンジェル 牝3黒鹿54 太宰 啓介杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 444＋ 21：14．71� 35．9�
510 アスターペニー 牝3鹿 54 岩田 康誠加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 454＋ 41：14．8� 10．9�
612 マダムアグライア 牝4鹿 55 中谷 雄太髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 488－101：14．9� 331．0�
35 カワキタキャッスル 牝3黒鹿54 和田 竜二川島 吉男氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 480＋ 21：15．0
 25．4�
47 メイスンヴィーナス 牝3栗 54 黛 弘人梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 B468－ 21：15．21� 141．0�
59 アンジェリー 牝3黒鹿54 幸 英明佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 452－ 21：15．73 13．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，458，100円 複勝： 92，378，900円 枠連： 12，180，200円
馬連： 33，049，200円 馬単： 26，442，500円 ワイド： 21，619，700円
3連複： 48，308，900円 3連単： 85，649，300円 計： 338，086，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 340円 � 1，120円 枠 連（1－3） 620円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，880円 �� 8，030円

3 連 複 ��� 18，660円 3 連 単 ��� 47，980円

票 数

単勝票数 計 184581 的中 � 100243（1番人気）
複勝票数 計 923789 的中 � 740992（1番人気）� 16215（6番人気）� 4133（10番人気）
枠連票数 計 121802 的中 （1－3） 15126（3番人気）
馬連票数 計 330492 的中 �� 21622（5番人気）
馬単票数 計 264425 的中 �� 13651（5番人気）
ワイド票数 計 216197 的中 �� 14053（4番人気）�� 2847（18番人気）�� 645（48番人気）
3連複票数 計 483089 的中 ��� 1941（44番人気）
3連単票数 計 856493 的中 ��� 1294（135番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．6―12．7―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．6―47．3―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラッブユアコート �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2014．12．14 阪神3着

2012．4．9生 牝3鹿 母 グラッブユアハート 母母 Kelly Amber 10戦2勝 賞金 29，600，000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） 2頭 ファイアフライ号・メイショウルナ号

3500412月5日 晴 良 （27中京4）第1日 第4競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

良
良

35 エイシンリベラル 牡2黒鹿55 M．デムーロ�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 452＋ 21：22．7 6．6�
47 スズカウルトラ 牡2鹿 55 太宰 啓介永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 458＋18 〃 クビ 150．4�
24 サトノマイヒメ 牝2栗 54 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 464－ 21：22．8クビ 2．7�
715 タガノガジュマル 牡2黒鹿55 藤岡 康太八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 428± 01：22．9� 5．8�
12 ラ ブ タ ー ボ 牝2鹿 54 松岡 正海田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 414± 0 〃 クビ 28．1�
36 タマモブレスレット 牝2黒鹿54 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 434－ 41：23．11� 16．4	
612 トキノディライト 牝2黒鹿54 	島 良太田中 準市氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B496＋ 6 〃 クビ 25．3

510
 エ テ 牝2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 森 秀行 米 Alan S. Kline

Revocable Trust 466＋ 4 〃 アタマ 3．3�
48 キ ン ノ ツ ル 牝2芦 54 大下 智榎本 富三氏 作田 誠二 新ひだか マークリ牧場 444± 01：23．31� 142．0�
816 スフバータル 牡2栗 55 黛 弘人和田牧場 和田 正道 新ひだか 城市 公 448－ 6 〃 クビ 243．2�
59 カネトシフェアリー 牝2鹿 54 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 470－ 61：23．4クビ 50．0�
818 ラパンノワール 牝2青鹿54 岩田 康誠 社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 424＋ 2 〃 同着 18．3�
11 トオイショウワノ 牡2栗 55

53 △	島 克駿小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 410＋12 〃 ハナ 366．3�
23 ダ イ ト カ イ 牝2鹿 54 勝浦 正樹市川 義美氏 牧田 和弥 日高 オリオンファーム 436＋ 81：23．5� 107．1�
714 サンライフル 牡2鹿 55 菱田 裕二加藤 信之氏 的場 均 新冠 樋渡 志尚 478－ 21：23．71� 345．5�
611 ク マ ダ モ ン �2鹿 55 柴山 雄一熊木 浩氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 田中 裕之 404－ 8 〃 アタマ 409．5�
817 ラブリーラッフル 牝2青鹿54 水口 優也髙昭牧場 石橋 守 浦河 高昭牧場 434－ 81：23．8� 46．3�
713 カスタネット 牝2栗 54 高倉 稜手嶋 康雄氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 430± 01：23．9� 458．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，094，200円 複勝： 26，140，400円 枠連： 10，555，600円
馬連： 35，244，400円 馬単： 20，960，700円 ワイド： 22，037，000円
3連複： 52，697，800円 3連単： 68，364，400円 計： 255，094，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 210円 � 1，760円 � 140円 枠 連（3－4） 11，050円

馬 連 �� 31，610円 馬 単 �� 49，740円

ワ イ ド �� 8，950円 �� 420円 �� 4，370円

3 連 複 ��� 23，120円 3 連 単 ��� 210，910円

票 数

単勝票数 計 190942 的中 � 23117（4番人気）
複勝票数 計 261404 的中 � 30596（4番人気）� 2541（11番人気）� 68084（1番人気）
枠連票数 計 105556 的中 （3－4） 740（24番人気）
馬連票数 計 352444 的中 �� 864（50番人気）
馬単票数 計 209607 的中 �� 316（85番人気）
ワイド票数 計 220370 的中 �� 592（53番人気）�� 15032（3番人気）�� 1224（37番人気）
3連複票数 計 526978 的中 ��� 1709（59番人気）
3連単票数 計 683644 的中 ��� 235（450番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．4―12．3―12．1―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．7―47．0―59．1―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．7
3 7，12（5，10，14）（4，16）6（3，15，17，9）2（1，13）（8，11）18 4 7，12（5，10，14）4（6，16）（3，9）（15，17）（1，2）（18，8，13）11

勝馬の
紹 介

エイシンリベラル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2015．11．15 東京5着

2013．5．10生 牡2黒鹿 母 エイシンパンサー 母母 ナナコフレスコ 2戦1勝 賞金 5，700，000円



3500512月5日 晴 良 （27中京4）第1日 第5競走 ��
��1，900�サラブレッド系3歳以上

発走12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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

56 ヤマイチキセキ 牡3鹿 56 菱田 裕二坂本 肇氏 山内 研二 森 笹川大晃牧場 476－ 82：00．6 7．4�
813� サリレモンド 牡4栗 57 田辺 裕信�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

506－ 22：01．13 11．8�
45 インテグラード 牡4青鹿57 川島 信二�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492＋ 22：01．42 28．4�
68 フォースフィールド 牡3黒鹿 56

54 △	島 克駿岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 426－ 2 〃 クビ 8．5�
710 バイオンディップス 牡3黒鹿56 M．デムーロ丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 512－ 42：01．82
 5．1	
812 オイルタウン 牡3栗 56 岩田 康誠山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 462＋ 6 〃 アタマ 1．9

22 � ダイシンロイ 牡4黒鹿57 幸 英明大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 22：01．9クビ 10．7�
33 フィーユブルー �6鹿 57 太宰 啓介青芝商事� 西村 真幸 千歳 社台ファーム B480－122：02．43 60．6�
57 ゼンノウラヌス 牡3黒鹿56 小坂 忠士大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 492＋122：02．82
 34．3
69 � アルピニスト 牡4鹿 57 中谷 雄太吉澤 克己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B496－ 42：03．12 45．4�
44 � キングラナキラ 牡4鹿 57 柴山 雄一桑畑 �信氏 大竹 正博 洞湖 レイクヴィラファーム 516± 02：03．63 165．2�
11 ジョーヌドール 牡5栗 57 石橋 脩広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 462－10 〃 ハナ 124．0�
711� ハットシテグー 牝4黒鹿55 松岡 正海井上 一郎氏 伊藤 大士 米 Bill Justice & Dr.

Naoya Yoshida 508－122：03．91
 123．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，094，200円 複勝： 25，064，500円 枠連： 9，101，200円
馬連： 32，721，600円 馬単： 21，897，700円 ワイド： 19，880，000円
3連複： 44，750，100円 3連単： 75，119，600円 計： 244，628，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 310円 � 480円 � 760円 枠 連（5－8） 450円

馬 連 �� 5，080円 馬 単 �� 10，250円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 2，770円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 27，330円 3 連 単 ��� 153，840円

票 数

単勝票数 計 160942 的中 � 17351（3番人気）
複勝票数 計 250645 的中 � 23428（3番人気）� 13634（6番人気）� 7977（8番人気）
枠連票数 計 91012 的中 （5－8） 15416（2番人気）
馬連票数 計 327216 的中 �� 4985（17番人気）
馬単票数 計 218977 的中 �� 1602（31番人気）
ワイド票数 計 198800 的中 �� 3212（16番人気）�� 1844（26番人気）�� 1210（34番人気）
3連複票数 計 447501 的中 ��� 1228（68番人気）
3連単票数 計 751196 的中 ��� 354（339番人気）

ハロンタイム 7．4―10．7―11．2―13．0―13．1―13．0―12．9―12．9―13．0―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．1―29．3―42．3―55．4―1：08．4―1：21．3―1：34．2―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマイチキセキ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．12．6 阪神3着

2012．4．30生 牡3鹿 母 ヤマイチシキブ 母母 サクセスアルデンテ 12戦2勝 賞金 17，900，000円

3500612月5日 晴 良 （27中京4）第1日 第6競走 ��
��1，600�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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

815 アドマイヤライン 牡5青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：33．8 6．4�
714 ルグランパントル �3鹿 56 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 460－ 61：34．01	 87．5�
59 グリーンラヴ 牡5栗 57 H．ボウマン �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 484－ 21：34．21
 10．5�
（豪）

24 ヴェイルドスケール 牡3鹿 56 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 530＋121：34．3� 27．1	
510� ネオアトラクション 牡3鹿 56 M．デムーロ林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors

Farming 488－ 4 〃 クビ 4．9

713 クリーブラット 牡4芦 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：34．4� 9．5�
612 エ イ ン セ ル 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 462＋ 21：34．61 17．7�
36 センセーション 牝4鹿 55 岩田 康誠田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 480± 01：34．7クビ 5．4
47 フェイトカラー 牝4黒鹿55 石橋 脩吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 520＋10 〃 クビ 91．3�
23 ウインベントゥーラ 牡3鹿 56 高倉 稜�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 81：34．91	 12．3�
12 ヒルノマテーラ 牝4黒鹿55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 456＋ 61：35．0	 4．1�
611 ヤマニンシバルリー 牡7青鹿57 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 484＋ 81：35．1クビ 295．3�
35 カ ケ ダ シ 牡5鹿 57 松岡 正海山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 500－ 61：35．52	 84．2�
48 ヘ イ ム ダ ル 牡3黒鹿56 幸 英明岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 484＋ 21：36．13	 20．3�
11  オーミアリエル 牝4青鹿55 菱田 裕二岩﨑 僖澄氏 松永 康利 新冠 松木 加代 438－151：38．0大差 246．6�
816 テイエムレンジャー 牡5鹿 57 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 504＋ 41：39．7大差 235．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，345，800円 複勝： 28，697，800円 枠連： 9，981，700円
馬連： 38，027，700円 馬単： 18，900，100円 ワイド： 22，642，000円
3連複： 49，598，400円 3連単： 59，536，600円 計： 245，730，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 250円 � 2，180円 � 320円 枠 連（7－8） 2，170円

馬 連 �� 26，430円 馬 単 �� 37，200円

ワ イ ド �� 7，110円 �� 1，290円 �� 6，430円

3 連 複 ��� 51，090円 3 連 単 ��� 293，630円

票 数

単勝票数 計 183458 的中 � 22628（4番人気）
複勝票数 計 286978 的中 � 34746（4番人気）� 2848（12番人気）� 24338（7番人気）
枠連票数 計 99817 的中 （7－8） 3555（11番人気）
馬連票数 計 380277 的中 �� 1115（52番人気）
馬単票数 計 189001 的中 �� 381（92番人気）
ワイド票数 計 226420 的中 �� 808（52番人気）�� 4661（17番人気）�� 894（49番人気）
3連複票数 計 495984 的中 ��� 728（129番人気）
3連単票数 計 595366 的中 ��� 147（719番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．3―11．6―12．0―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―34．8―46．4―58．4―1：10．2―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤライン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Mineshaft デビュー 2013．1．20 中京6着

2010．3．7生 牡5青鹿 母 ミネラルスプリング 母母 ユーアンミー 24戦2勝 賞金 33，015，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーミアリエル号・テイエムレンジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

1月5日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴィンテージローズ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウタイリン号
※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。



3500712月5日 晴 良 （27中京4）第1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）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

23 アイアムナチュラル 牡4鹿 57 H．ボウマン 堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 520＋ 41：24．8 6．2�
（豪）

713 アイファーサンディ 牡3鹿 56
54 △城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 464± 01：25．65 32．1�

11 ヴ レ ク ー ル 牡4栗 57 幸 英明 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 520－ 4 〃 クビ 10．1�
612 レッドディザーブ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 470± 01：25．7クビ 7．4�
510 スレッジハンマー 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 474＋ 21：25．8� 20．5	
12 ワキノハガクレ 牡3黒鹿56 菱田 裕二脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 424＋ 41：26．12 55．9

611 ルヴァンカー 牡4鹿 57 四位 洋文 �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 81：26．2� 6．4�
24 � ダノンロンシャン 牡4芦 57

55 △	島 克駿�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 478＋ 21：26．52 31．5�
47 エスティルンバ 牝3栗 54 石橋 脩 �エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 416＋ 21：26．6クビ 193．0
815 エルシェロアスール 牝5栗 55 柴山 雄一山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 484－ 41：27．13 26．8�
714 ヒマラヤタカコ 牝4栗 55 長岡 禎仁辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 482－ 41：27．31
 318．7�
48 � ウインオベロン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹坂本 浩一氏 田村 康仁 新ひだか 城地 清満 490－ 61：27．4� 7．8�
36 コーリンバロック �3栗 56 松岡 正海伊藤 恵子氏 小野 次郎 平取 中川 隆 454± 01：27．61
 156．4�
59 � アルマダクロス 牡5栗 57 黛 弘人栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 468－ 21：27．81 111．0�
35 � アペルトゥーラ 牡4栗 57 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 494－10 〃 クビ 2．6�
816 ディアイッセイ 牡4鹿 57 伊藤 工真栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 武田牧場 524＋101：30．1大差 408．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，999，900円 複勝： 30，637，400円 枠連： 12，612，400円
馬連： 38，722，200円 馬単： 20，605，700円 ワイド： 24，044，400円
3連複： 51，121，500円 3連単： 66，416，000円 計： 264，159，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 280円 � 1，000円 � 390円 枠 連（2－7） 9，520円

馬 連 �� 8，600円 馬 単 �� 15，040円

ワ イ ド �� 3，010円 �� 790円 �� 5，060円

3 連 複 ��� 18，810円 3 連 単 ��� 116，300円

票 数

単勝票数 計 199999 的中 � 25492（2番人気）
複勝票数 計 306374 的中 � 32017（5番人気）� 7070（10番人気）� 20869（6番人気）
枠連票数 計 126124 的中 （2－7） 1026（25番人気）
馬連票数 計 387222 的中 �� 3487（29番人気）
馬単票数 計 206057 的中 �� 1027（55番人気）
ワイド票数 計 240444 的中 �� 2016（36番人気）�� 8247（8番人気）�� 1185（48番人気）
3連複票数 計 511215 的中 ��� 2038（70番人気）
3連単票数 計 664160 的中 ��� 414（380番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―36．0―48．5―1：00．9―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムナチュラル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Danzig Connection デビュー 2013．11．30 阪神2着

2011．2．22生 牡4鹿 母 アイアムザウィナー 母母 Blue Jean Baby 19戦3勝 賞金 32，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアイッセイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月5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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤスパーズ号・ウールーシュヴァル号・ギンガメテオール号・チュウワワンダー号
※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。

3500812月5日 晴 良 （27中京4）第1日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，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� コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

47 エバーシャルマン 牝3黒鹿53 石橋 脩宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 456－ 42：13．8 4．0�
612 ゼウスバローズ 牡4鹿 57 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム 472＋122：14．01� 6．0�
817 レジメンタル 牡3栗 55

53 △�島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 446＋ 42：14．21� 17．5�
24 カレンラストショー 牡3栗 55 田辺 裕信鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 442＋102：14．3	 9．8�
36 
 クリールハヤテ 牡6栗 57 幸 英明横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 496＋12 〃 ハナ 24．0�
11 オウケンブラック 牡4鹿 57 岩田 康誠福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 472± 02：14．4� 9．7	
713 フォルトファーレン 牡6黒鹿57 川田 将雅 
キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 458－ 42：14．5クビ 5．3�
611
 スズカビスタ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 480＋ 6 〃 ハナ 69．7�
818 ラウレアブルーム 牡3鹿 55 和田 竜二横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 490＋ 22：14．82 6．7
48 マスタープラマー 牡3栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 454－ 6 〃 クビ 61．8�
715 アドマイヤロワ 牡3鹿 55 H．ボウマン 近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 472＋ 8 〃 ハナ 14．9�

（豪）

12 マンオブグァテマラ 牡4芦 57 柴山 雄一吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 474－ 42：14．9クビ 43．1�
510 ボーイフレンド 牡6栗 57 勝浦 正樹北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 450＋ 42：15．11� 67．0�
35 ロンギングケイシー 牡4黒鹿57 菱田 裕二坂本 浩一氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 478－ 62：15．52� 61．3�
23 
 モ ナ ル カ �4栗 57

56 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 高松牧場 438＋12 〃 アタマ 377．2�
59 
 ナンヨーピューピル 牡3黒鹿55 武 幸四郎中村 德也氏 杉浦 宏昭 日高 合資会社カ

ネツ牧場 468＋ 42：16．45 97．4�
714
 カリテスグレース 牝3黒鹿53 中谷 雄太北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 478－ 42：16．5� 169．8�
816 ア ン ネ イ 牡3栗 55 松岡 正海�橋口 中舘 英二 日高 浜本牧場 504－ 42：16．6	 39．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，227，500円 複勝： 33，597，300円 枠連： 13，937，100円
馬連： 43，110，800円 馬単： 22，842，300円 ワイド： 26，593，500円
3連複： 56，767，300円 3連単： 71，818，400円 計： 288，894，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 240円 � 360円 枠 連（4－6） 1，430円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，000円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 9，170円 3 連 単 ��� 29，020円

票 数

単勝票数 計 202275 的中 � 40415（1番人気）
複勝票数 計 335973 的中 � 56195（1番人気）� 35333（4番人気）� 20991（7番人気）
枠連票数 計 139371 的中 （4－6） 7505（6番人気）
馬連票数 計 431108 的中 �� 18441（3番人気）
馬単票数 計 228423 的中 �� 4999（6番人気）
ワイド票数 計 265935 的中 �� 8940（5番人気）�� 6889（6番人気）�� 2998（27番人気）
3連複票数 計 567673 的中 ��� 4638（22番人気）
3連単票数 計 718184 的中 ��� 1794（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．1―36．2―49．6―1：02．8―1：14．4―1：25．9―1：38．1―1：49．9―2：01．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エバーシャルマン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Indygo Shiner デビュー 2015．2．22 東京4着

2012．1．28生 牝3黒鹿 母 ラシャルマンテ 母母 La Magie 7戦2勝 賞金 25，356，000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 リッチガール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3500912月5日 晴 良 （27中京4）第1日 第9競走 ��1，800�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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

11 タイガークラウン 牡4黒鹿57 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 476＋ 21：54．1 4．7�
47 ロードプレステージ 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 444＋ 2 〃 ハナ 9．3�
24 デ モ ニ オ 牡4青 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 488± 01：54．41� 5．5�
612 ドラゴンバローズ 牡3栗 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 496＋ 61：54．5� 6．4�
36 ゲンパチケンザン 牡4栗 57 松岡 正海平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 512＋121：55．03 114．5	
23 ディプロイディ 牡3黒鹿56 柴山 雄一加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 564＋121：55．1クビ 20．1

35 � セルリアンラビット 牡6鹿 57 中井 裕二�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 456± 01：55．2� 78．9�
59 アドマイヤスター 牡3青鹿56 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：55．73 4．6�
714 ランドントウォーク 牡4青鹿57 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B486－ 21：55．8� 251．8
816 マルイチワンダー 牡5栗 57 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 454± 0 〃 クビ 34．5�
48 ロウアンドロウ 牡3栗 56

54 △�島 克駿谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム B486－ 41：55．9クビ 16．7�
611 サトノイクシード 牡5鹿 57 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 522＋241：56．0� 92．1�
510 マルカライン 牡3栗 56 藤岡 康太日下部 猛氏 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 41：56．53 22．6�
815 ニシノマジック 牡3黒鹿56 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 474± 01：56．6クビ 288．9�
12 ダイワダーウィン 牡3栗 56 勝浦 正樹大城 敬三氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 472＋ 61：58．08 6．3�
713� ルーナヴェント 牡3鹿 56 荻野 琢真中西 功氏 谷原 義明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 498－ 22：00．3大差 404．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，089，900円 複勝： 31，008，500円 枠連： 13，786，800円
馬連： 46，538，100円 馬単： 24，515，100円 ワイド： 25，699，200円
3連複： 64，471，700円 3連単： 86，446，800円 計： 313，556，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 230円 � 180円 枠 連（1－4） 910円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 830円 �� 590円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 20，280円

票 数

単勝票数 計 210899 的中 � 35438（2番人気）
複勝票数 計 310085 的中 � 52707（1番人気）� 30920（5番人気）� 44623（2番人気）
枠連票数 計 137868 的中 （1－4） 11707（3番人気）
馬連票数 計 465381 的中 �� 15872（8番人気）
馬単票数 計 245151 的中 �� 4863（12番人気）
ワイド票数 計 256992 的中 �� 7866（8番人気）�� 11571（6番人気）�� 7331（12番人気）
3連複票数 計 644717 的中 ��� 11840（8番人気）
3連単票数 計 864468 的中 ��� 3090（34番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．4―13．2―11．9―12．5―13．5―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．5―50．7―1：02．6―1：15．1―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4F51．5―3F39．0
1
3
2，8（4，13）16（3，9）（7，10）1（6，12）（11，15）5，14
2（8，10）－（4，16）（9，7）3（6，12）13，1（5，14，11）－15

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

勝馬の
紹 介

タイガークラウン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．4．19 阪神4着

2011．5．21生 牡4黒鹿 母 フレンドリーステラ 母母 マ キ ー ナ 12戦3勝 賞金 24，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルーナヴェント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月5日まで平地競走

に出走できない。

3501012月5日 晴 良 （27中京4）第1日 第10競走 ��
��1，400�

かんつばき

寒 椿 賞
発走15時00分 （ダート・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：25．0
1：23．1

不良
重

33 クリスタルタイソン �2黒鹿55 H．ボウマン Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 484－ 21：24．5レコード 6．1�
（豪）

11 ヴェンジェンス 牡2栗 55 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 480＋ 2 〃 クビ 3．3�
45 キョウエイギア 牡2鹿 55 中谷 雄太田中 晴夫氏 矢作 芳人 青森 村上 幹夫 478－ 61：24．81� 7．0�
711 ビナイーグル 牡2鹿 55 岩田 康誠井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 498＋ 21：25．01 8．5�
69 ケイティブレイブ 牡2栗 55 石橋 脩瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 岡野牧場 492＋201：25．63� 4．1�
44 シゲルキハダマグロ 牡2栗 55 田辺 裕信森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか タガミファーム 440＋ 21：25．7	 52．1�
57 デピュティスカイ 牡2鹿 55 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 478－ 21：26．44 26．4	
22 リチュアルローズ 牝2鹿 54 M．デムーロ 
社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 454－ 21：26．82� 10．1�
812 ミキノヘラクレス 牡2栗 55 太宰 啓介谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 498＋ 21：27．43� 12．5�
710 ゴ ブ レ ッ ト 牝2鹿 54 荻野 琢真須野牧場 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 484± 0 〃 ハナ 195．1�
68 ノーモアゲーム 牡2鹿 55 柴山 雄一内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 462＋ 21：27．82� 47．7�
56 マダムクレアシオン 牝2鹿 54 松岡 正海�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 456＋ 61：28．22 59．9�
813 ニホンピロボーラー 牡2鹿 55 勝浦 正樹小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 490－ 21：29．47 106．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，399，500円 複勝： 42，803，600円 枠連： 15，466，600円
馬連： 72，430，600円 馬単： 36，988，400円 ワイド： 37，113，000円
3連複： 92，599，600円 3連単： 135，061，700円 計： 464，863，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 130円 � 180円 枠 連（1－3） 910円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 340円 �� 590円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 9，630円

票 数

単勝票数 計 323995 的中 � 42167（3番人気）
複勝票数 計 428036 的中 � 49309（4番人気）� 104437（1番人気）� 56700（3番人気）
枠連票数 計 154666 的中 （1－3） 13163（2番人気）
馬連票数 計 724306 的中 �� 58728（2番人気）
馬単票数 計 369884 的中 �� 13335（5番人気）
ワイド票数 計 371130 的中 �� 29133（2番人気）�� 15173（6番人気）�� 24536（3番人気）
3連複票数 計 925996 的中 ��� 47829（3番人気）
3連単票数 計1350617 的中 ��� 10162（17番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．0―12．5―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．3―46．3―58．8―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスタルタイソン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2015．10．24 京都1着

2013．2．25生 �2黒鹿 母 ロッキーバッハ 母母 モコロツキー 3戦2勝 賞金 17，301，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



3501112月5日 晴 良 （27中京4）第1日 第11競走 ��
��2，000�第51回金 � 賞（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�
減，26．12．6以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，26．12．5以前のGⅠ競走（牝馬限定競走
を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

710 ミ ト ラ �7黒鹿56 柴山 雄一吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508－ 21：58．8 9．0�
11 ディサイファ 牡6鹿 57 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498± 01：59．01	 3．7�
22 サトノノブレス 牡5黒鹿56 和田 竜二里見 治氏 池江 泰寿 洞
湖 メジロ牧場 B518＋ 4 〃 アタマ 7．6�
811 マイネルフロスト 牡4芦 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 484－ 21：59．1� 13．5�
812 ク ラ レ ン ト 牡6栗 56 田辺 裕信前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 504＋ 6 〃 ハナ 9．6�
68 ベ ル ー フ 牡3鹿 55 岩田 康誠 	サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484＋ 2 〃 ハナ 7．6

79 パッションダンス 牡7鹿 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 522＋101：59．2クビ 13．0�
55 レーヴミストラル 牡3鹿 56 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 492＋ 4 〃 クビ 3．7�
56 マジェスティハーツ 牡5鹿 56 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 500＋ 21：59．83� 18．0
44 アロマカフェ 牡8黒鹿56 幸 英明西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 478＋ 22：00．33 232．2�
67 オーシャンブルー 牡7鹿 56 H．ボウマン 青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 444＋102：01．57 86．2�

（豪）

33 メイショウマンボ 牝5鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 492± 02：02．14 41．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 125，030，300円 複勝： 172，495，100円 枠連： 53，390，500円
馬連： 404，736，900円 馬単： 164，312，200円 ワイド： 169，051，700円
3連複： 554，516，900円 3連単： 902，384，300円 計： 2，545，917，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 220円 � 150円 � 230円 枠 連（1－7） 860円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 470円 �� 970円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 22，160円

票 数

単勝票数 計1250303 的中 � 110466（5番人気）
複勝票数 計1724951 的中 � 186304（3番人気）� 358178（1番人気）� 170380（5番人気）
枠連票数 計 533905 的中 （1－7） 47944（2番人気）
馬連票数 計4047369 的中 �� 217016（4番人気）
馬単票数 計1643122 的中 �� 32096（14番人気）
ワイド票数 計1690517 的中 �� 96196（2番人気）�� 42601（14番人気）�� 75397（5番人気）
3連複票数 計5545169 的中 ��� 125277（9番人気）
3連単票数 計9023843 的中 ��� 29518（65番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―12．4―12．0―12．2―12．3―12．0―11．8―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．0―35．4―47．4―59．6―1：11．9―1：23．9―1：35．7―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9
1
3
・（3，12）（1，9）10－（2，4）－11，8－6－（7，5）
3，12（1，9）10（2，4）－11，8（6，5）－7

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

勝馬の
紹 介

ミ ト ラ �
�
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 2010．11．20 東京12着

2008．4．11生 �7黒鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 25戦9勝 賞金 287，916，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3501212月5日 晴 良 （27中京4）第1日 第12競走 ��1，200�
と ば

鳥 羽 特 別
発走16時10分 （芝・左）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
賞 品

本 賞 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

23 ク リ ス マ ス 牝4黒鹿55 勝浦 正樹 M・
Kenichiホールディング� 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 466＋281：08．9 10．4�

24 ハ ピ ネ ス 牝4黒鹿55 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 486－ 41：09．0� 9．6�

48 ト シ ザ キ ミ 牝4鹿 55 H．ボウマン 上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 476－ 41：09．1� 12．2�
（豪）

47 エイシンオルドス 牝4栗 55 柴山 雄一�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 B498－ 61：09．31� 16．0�
612 アースプレイ 牝4青鹿55 伊藤 工真松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446＋ 6 〃 クビ 52．9�
59 スマートプラネット 牝3鹿 54 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 458＋ 6 〃 ハナ 7．1	
816 シンフォニア 牝3栗 54 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 482＋ 4 〃 アタマ 69．9

36 バトルムーングロウ 牝4栗 55 岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 494＋ 41：09．4クビ 57．4�
713 リアルヴィーナス 牝4鹿 55 岩田 康誠山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 460－ 2 〃 クビ 9．3�
611 ヨシカワクン 牝5鹿 55 松岡 正海井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B440－12 〃 ハナ 109．3
35 ブルジュオン 牝5黒鹿55 和田 竜二�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－101：09．5クビ 50．7�
510	 ハイマウンテン 牝5鹿 55 高倉 稜北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 460＋ 61：09．6� 59．4�
817 ダンシングワンダー 牝3栗 54 川田 将雅窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 478＋101：09．7� 40．5�
11 ハギノナトゥーラ 牝3鹿 54 田辺 裕信日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋14 〃 ハナ 8．9�
714 トウカイセンス 牝4鹿 55 M．デムーロ内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 442± 0 〃 ハナ 2．9�
818	 ブレイヴフィート 牝5鹿 55 石橋 脩下河�行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 B452± 01：09．91� 30．3�
12 メイショウアズミノ 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 454－ 61：10．11� 37．1�
715 ミンナノプリンセス 牝3黒鹿54 幸 英明�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 438－14 〃 ハナ 32．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，423，700円 複勝： 56，426，200円 枠連： 34，243，600円
馬連： 102，884，700円 馬単： 44，694，800円 ワイド： 54，720，900円
3連複： 144，773，700円 3連単： 188，706，400円 計： 665，874，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 380円 � 300円 � 380円 枠 連（2－2） 5，920円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 9，380円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 2，520円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 21，030円 3 連 単 ��� 103，250円

票 数

単勝票数 計 394237 的中 � 30248（6番人気）
複勝票数 計 564262 的中 � 38475（7番人気）� 51936（4番人気）� 38609（6番人気）
枠連票数 計 342436 的中 （2－2） 4477（19番人気）
馬連票数 計1028847 的中 �� 14804（19番人気）
馬単票数 計 446948 的中 �� 3570（28番人気）
ワイド票数 計 547209 的中 �� 9038（14番人気）�� 5529（28番人気）�� 8598（15番人気）
3連複票数 計1447737 的中 ��� 5161（62番人気）
3連単票数 計1887064 的中 ��� 1325（295番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―11．9―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―46．0―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．8
3 1，2，15（4，8）11（6，18）（3，10）16－（7，9，12）－5，13，14，17 4 1，2（4，15）（8，11）（3，6，18）10（7，16）（9，12）5，13（17，14）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ク リ ス マ ス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2013．6．30 函館1着

2011．3．4生 牝4黒鹿 母 アラマサスナイパー 母母 ターミナルフラワー 9戦3勝 賞金 70，560，000円
〔発走状況〕 ハイマウンテン号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。

リアルヴィーナス号は，枠入り不良。
〔調教再審査〕 ハイマウンテン号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 セレッソブランコ号
※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。



（27中京4）第1日 12月5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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

271，020，000円
3，980，000円
2，250，000円
25，290，000円
4，000，000円
68，053，000円
5，092，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
359，034，400円
582，012，400円
203，586，100円
905，908，900円
434，528，700円
459，925，400円
1，245，246，900円
1，841，553，800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 6，031，796，600円

総入場人員 17，834名 （有料入場人員 15，783名）
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