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3500112月3日 晴 良 （28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）
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
1：54．8
1：50．9

重
不良

69 ブラックジェイド 牡2黒鹿55 古川 吉洋 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 512－101：55．3 2．5�

711 テリトーリアル 牡2栗 55 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466－ 21：56．36 2．6�

814 サンライズカラマ 牡2栗 55
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 470－121：56．72� 11．6�
22 マサキノテソーロ 牡2栗 55 吉田 隼人了德寺健二氏 高木 登 新冠 山岡牧場 510－ 61：56．8� 9．5�
610 シゲルムササビ 牝2鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 462－ 21：57．43� 115．1�
58 マイネルアクスト 	2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 浦河 三枝牧場 500－ 61：57．61 181．6	
813 サンレイシンボル 牡2青鹿55 中谷 雄太永井 啓弍氏 高橋 義忠 平取 二風谷ファーム 476± 01：57．7� 6．9

45 マイネルグアンチェ 牡2黒鹿 55

53 △木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 日高 下河辺牧場 462＋ 21：58．55 148．9�

11 マサノカオリ 牝2黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 田湯牧場 434－ 4 〃 クビ 198．3�

33 ロードゼスト 牡2鹿 55 M．バルザローナ �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 468－ 6 〃 ハナ 23．9
（仏）

57 メタルソース 牡2鹿 55
52 ▲坂井 瑠星山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 浦河 まるとみ冨岡牧場 452－ 21：58．71
 164．4�

46 キャプテンワイルド 牡2芦 55 横山 典弘佐藤 範夫氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 490－ 21：58．8� 19．1�
34 ヤマタケナゴミ 牝2鹿 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 454－ 21：59．01 364．3�
712 ヌ ン ク ウ ボ 牡2鹿 55 松山 弘平ヌンクラブ� 山内 研二 日高 日高大洋牧場 516－ 81：59．1� 122．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，801，500円 複勝： 18，113，300円 枠連： 6，484，500円
馬連： 28，238，900円 馬単： 17，377，600円 ワイド： 18，731，000円
3連複： 44，108，100円 3連単： 62，196，100円 計： 210，051，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 120円 � 210円 枠 連（6－7） 340円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 140円 �� 400円 �� 490円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 3，880円

票 数

単勝票数 計 148015 的中 � 47279（1番人気）
複勝票数 計 181133 的中 � 57224（1番人気）� 39011（2番人気）� 13952（5番人気）
枠連票数 計 64845 的中 （6－7） 14684（1番人気）
馬連票数 計 282389 的中 �� 67924（1番人気）
馬単票数 計 173776 的中 �� 17034（2番人気）
ワイド票数 計 187310 的中 �� 45501（1番人気）�� 9919（4番人気）�� 7691（7番人気）
3連複票数 計 441081 的中 ��� 36419（3番人気）
3連単票数 計 621961 的中 ��� 11601（8番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―14．1―13．1―12．6―12．7―12．9―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．7―51．8―1：04．4―1：17．1―1：30．0―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラックジェイド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．10．30 京都2着

2014．4．9生 牡2黒鹿 母 クイーンナイサー 母母 ナ イ サ ー 3戦1勝 賞金 9，100，000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。

3500212月3日 晴 良 （28中京4）第1日 第2競走 ��1，200�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 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

23 � ファミリーズオナー 牝4栗 55
54 ☆中井 裕二岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 白瀬 盛雄 466＋ 61：12．4 16．2�

11 スキースクール 牝4青鹿55 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480＋201：12．5� 6．2�

（仏）

815 スターペスユウコ 牝5鹿 55 武 豊河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 460－ 61：12．6クビ 4．2�
24 ゼロカラノキセキ 牝3鹿 54 黛 弘人広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 482－12 〃 クビ 7．2�
714 ナナイロボタン 牝4栗 55 A．シュタルケ �社台レースホース黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 81：12．7� 24．4	
（独）

816 クリノセゴビア 牝3黒鹿 54
52 △義 英真栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 452＋121：12．8� 209．7


713 ノースメイジャイ 牝4鹿 55 酒井 学吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 510＋101：13．22� 249．8�
612 スーセントマリー 牝3鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 498＋ 2 〃 クビ 3．5�
35 アルマククナ 牝3鹿 54 松山 弘平コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 430－ 41：13．3クビ 46．1
510 リチュアルローズ 牝3鹿 54 横山 典弘 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 クビ 45．7�
59 ダンツロビン 牝3鹿 54 小林 徹弥山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 長田ファーム 462－ 61：13．51	 58．4�
611 ジュエルアラモード 牝4栗 55 池添 謙一西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 506＋ 2 〃 ハナ 21．8�
36 ジュエルメッセージ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 41：13．6� 36．9�
12 オリエンタルダンス 牝4黒鹿 55

54 ☆
島 克駿 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 81：13．91� 9．3�

47 グランパルファン 牝3鹿 54 V．シュミノー �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 464＋ 81：14．0� 12．6�
（仏）

48 ファジーネーブル 牝3黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 畠山牧場 410－ 61：14．95 266．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，485，900円 複勝： 28，881，000円 枠連： 10，368，700円
馬連： 34，599，400円 馬単： 18，292，500円 ワイド： 24，852，500円
3連複： 53，422，100円 3連単： 60，853，800円 計： 249，755，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 400円 � 230円 � 170円 枠 連（1－2） 970円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，140円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 35，350円

票 数

単勝票数 計 184859 的中 � 9103（7番人気）
複勝票数 計 288810 的中 � 15682（8番人気）� 33416（3番人気）� 51098（2番人気）
枠連票数 計 103687 的中 （1－2） 8218（5番人気）
馬連票数 計 345994 的中 �� 8145（13番人気）
馬単票数 計 182925 的中 �� 1936（32番人気）
ワイド票数 計 248525 的中 �� 5610（15番人気）�� 5477（16番人気）�� 11685（2番人気）
3連複票数 計 534221 的中 ��� 8715（8番人気）
3連単票数 計 608538 的中 ��� 1248（97番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．7―12．6―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．7―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―3F37．7
3 ・（2，11）－3，14（12，15，13）1（8，7，16）4（5，6，10）－9 4 ・（2，11）－3，14（12，13）15（1，16）（4，8，7）（6，10）5，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ファミリーズオナー �
�
父 デュランダル �

�
母父 ティンバーカントリー

2012．3．11生 牝4栗 母 エリザベススイート 母母 スイートイブン 10戦1勝 賞金 11，800，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 スーセントマリー号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
ジュエルメッセージ号の騎手川須栄彦は，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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 サンマルアリュール号・シェヴェルニー号・ナウシカ号・ユキノマルガリータ号・ユッセ号
※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3日 晴 良 （28中京4）第1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 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

612 タガノヴィアーレ 牝3栗 54 秋山真一郎八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 540＋ 21：25．3 1．7�

816 ベ ル ク リ ア 牝3芦 54 M．デムーロ水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 462－ 4 〃 クビ 6．6�
12 エイシンカーニバル 牡4栗 57 M．バルザローナ�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 482± 01：25．61� 4．5�

（仏）

510 プッシュアゲン 牡3栗 56
54 △原田 和真浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 498－ 21：25．91� 42．0�

24 プルガステル 牡4青鹿57 伊藤 工真 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋121：26．0� 98．5	
35 ダイメイリシャール 牡5栗 57

54 ▲坂井 瑠星宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 512＋14 〃 ハナ 72．0

611 ブラウンアニマート 牡3黒鹿56 横山 典弘キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ

ネツ牧場 470＋101：26．1クビ 147．8�
714� アルディバイン 牡5鹿 57 V．シュミノー 髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山下 恭茂 B496－ 41：26．31� 29．2�

（仏）

23 ロイヤルクルーズ 牝3黒鹿 54
53 ☆	島 克駿�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 462＋22 〃 ハナ 140．3

713 エビスリアン 牡3鹿 56 吉田 隼人加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 492＋101：26．4クビ 17．7�
11 カフェライジング 牡4鹿 57 武 豊西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 526＋ 2 〃 クビ 14．0�
815� パイロスター 
4黒鹿57 横山 和生藤沼 利夫氏 小野 次郎 登別 青藍牧場 472－ 41：26．5クビ 24．8�
59 ペプチドアルマ 牡4黒鹿57 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 462＋ 61：27．35 80．3�
48 � ショウザイシンホー 牡3黒鹿 56

54 △木幡 初也小野 建氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 508－ 21：27．83 56．1�
47 � メイショウワカアユ 牡4鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 482＋12 〃 アタマ 131．3�
36 � マイアイガウチョ 牡4鹿 57 松山 弘平MYI馬主組合 山内 研二 日高 三城牧場 B506＋ 31：29．8大差 144．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，839，300円 複勝： 33，663，700円 枠連： 10，663，500円
馬連： 32，491，900円 馬単： 20，443，200円 ワイド： 24，247，600円
3連複： 49，743，100円 3連単： 64，777，100円 計： 257，869，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（6－8） 450円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 220円 �� 200円 �� 430円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，790円

票 数

単勝票数 計 218393 的中 � 100003（1番人気）
複勝票数 計 336637 的中 � 150903（1番人気）� 39072（3番人気）� 47561（2番人気）
枠連票数 計 106635 的中 （6－8） 18109（2番人気）
馬連票数 計 324919 的中 �� 40072（2番人気）
馬単票数 計 204432 的中 �� 19468（2番人気）
ワイド票数 計 242476 的中 �� 29395（2番人気）�� 34333（1番人気）�� 12144（4番人気）
3連複票数 計 497431 的中 ��� 50570（1番人気）
3連単票数 計 647771 的中 ��� 16779（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―12．5―12．9―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．3―47．8―1：00．7―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノヴィアーレ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2015．6．14 阪神1着

2013．1．31生 牝3栗 母 ビーグレイシャス 母母 ブ リ ア ン ダ 13戦2勝 賞金 31，387，000円
〔発走状況〕 アルディバイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アルディバイン号は，平成28年12月4日から平成28年12月25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。
（非抽選馬） 3頭 アルパーシャン号・シゲルキツネダイ号・フォーワンタイキ号
※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。

3500412月3日 晴 良 （28中京4）第1日 第4競走 ��
��1，200�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
1：09．6
1：07．8

良
良

612 ショウナンマッシブ 牡2鹿 55 A．シュタルケ 国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 464－ 61：08．5レコード 6．1�
（独）

24 ティンウッドマン 牡2黒鹿55 丸田 恭介西森 鶴氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 466＋ 21：09．13� 88．0�
11 � ル イ 牡2鹿 55 小林 徹弥西山 茂行氏 森 秀行 米 Rock Ridge Thor-

oughbreds, LLC B524＋ 6 〃 アタマ 7．3�
36 マリーナプリンセス 牝2栗 54 吉田 隼人早川 経一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 436－ 81：09．2	 14．2�
48 シゲルジャッカル 
2鹿 55

54 ☆�島 克駿森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 前田牧場 482± 01：09．41� 5．5�
715 ウインプラージュ 牝2鹿 54 M．バルザローナ�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 408－ 61：09．82� 32．9	

（仏）

35 アイファーフドオー 牡2鹿 55 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新冠 川上 悦夫 462－ 41：10．11	 70．5

714 イヴノオモイデ 牝2鹿 54 M．デムーロ嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 436－ 4 〃 クビ 2．2�
510 タムロセレッサ 牝2鹿 54 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 494＋12 〃 ハナ 9．5�
47 コスモカレント 牡2青鹿55 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新ひだか 前田牧場 442＋ 2 〃 アタマ 272．3�
817 ダンエクセル 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元茂牧場 444＋ 8 〃 ハナ 147．6�
816 ア ン ヌ 牝2栗 54

52 △木幡 初也ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B476＋ 6 〃 アタマ 38．5�
611 カシノポルカ 牝2栗 54

51 ▲森 裕太朗柏木 務氏 二本柳俊一 日高 菊地牧場 436－ 41：10．2クビ 75．1�
818 ト ダ メ チ ャ 牡2黒鹿55 池添 謙一名古屋友豊� 木原 一良 新冠 松浦牧場 444－ 41：10．62� 65．6�
713 リッカゴールド 牡2栗 55

53 △義 英真立花 幸雄氏 西村 真幸 新ひだか 原口牧場 424＋ 6 〃 ハナ 157．1�
59 アイアンラスティー 牝2鹿 54 国分 優作池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 410－ 81：11．45 262．5�
12 エリーミニスター 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星谷川 正純氏 谷原 義明 新冠 アサヒ牧場 460－ 41：11．61� 83．7�
23 ジャックマニー 牝2鹿 54

53 ☆長岡 禎仁本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 432＋101：12．23� 427．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，147，700円 複勝： 24，411，800円 枠連： 9，746，100円
馬連： 30，627，400円 馬単： 16，972，000円 ワイド： 21，521，700円
3連複： 44，111，100円 3連単： 55，409，000円 計： 220，946，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 1，530円 � 260円 枠 連（2－6） 18，510円

馬 連 �� 31，560円 馬 単 �� 38，340円

ワ イ ド �� 6，030円 �� 950円 �� 5，930円

3 連 複 ��� 41，770円 3 連 単 ��� 352，380円

票 数

単勝票数 計 181477 的中 � 23419（3番人気）
複勝票数 計 244118 的中 � 31503（3番人気）� 3351（11番人気）� 26394（4番人気）
枠連票数 計 97461 的中 （2－6） 408（28番人気）
馬連票数 計 306274 的中 �� 752（52番人気）
馬単票数 計 169720 的中 �� 332（79番人気）
ワイド票数 計 215217 的中 �� 899（44番人気）�� 6087（9番人気）�� 915（43番人気）
3連複票数 計 441111 的中 ��� 792（91番人気）
3連単票数 計 554090 的中 ��� 114（674番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―44．9―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 ・（1，8）（2，10）（12，14）6（15，16）13，4（7，17，18）5－3－11＝9 4 1（2，8）（12，10）6，14（4，15）（13，16）（7，17，18）－（5，3）－11＝9

勝馬の
紹 介

ショウナンマッシブ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2016．6．4 東京4着

2014．2．26生 牡2鹿 母 ショウナンアヤカ 母母 ショウナンハピネス 5戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 カシノポルカ号の調教師二本柳俊一は，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。
〔その他〕 エリーミニスター号・ジャックマニー号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ウェザビー号・キャンディハート号・グッバイサマー号・チェアーグライド号・フォーチュンキセキ号・

フクタヌキ号・メイショウハガネ号
（非抽選馬） 3頭 シゲルジャコウネコ号・トーホウボニータ号・ミキノタマテバコ号
※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。



3500512月3日 晴 良 （28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

57 � アポロテキサス 	3鹿 56 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.
Thompson Jr. 488＋ 42：00．6 5．1�

22 マイネルトゥラン 牡3黒鹿56 M．バルザローナ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B510± 02：00．91
 9．6�
（仏）

69 パッショネイトラン 牡4鹿 57 丹内 祐次米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 長谷部牧場 536＋ 2 〃 アタマ 2．9�
44 サンホッブズ 牡3鹿 56 古川 吉洋 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 476＋ 62：01．43 5．0�
812 ス ト ラ ー ノ 牡3鹿 56

54 △義 英真�G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 480＋182：01．82� 20．8�
813 ス フ ェ ー ン 牡3鹿 56 吉田 隼人キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 440± 02：01．9
 12．0	
68 ポルトボナール 牡4黒鹿 57

55 △木幡 初也後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 490± 02：02．21� 18．3

56 � カリテスグレース 牝4黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 500－ 42：03．47 46．2�
711� ミ ス エ リ カ 牝4黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太荒牧 政美氏 西村 真幸 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

538± 02：03．61� 53．4�
33 トウシンダイヤ 牡3栗 56 V．シュミノー�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 542＋182：05．9大差 14．1

（仏）

710� サリレモンド 牡5栗 57 A．シュタルケ�ノースヒルズ 和田 正道 米
Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

522＋ 42：06．11 9．4�
（独）

11 コウセイオリーヴ 牝3鹿 54
52 △原田 和真杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 450－ 62：07．8大差 168．9�

45 ランドントウォーク 牡5青鹿57 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B472－ 4 （競走中止） 140．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，256，900円 複勝： 25，043，800円 枠連： 9，824，000円
馬連： 34，660，200円 馬単： 17，461，000円 ワイド： 25，497，200円
3連複： 50，499，700円 3連単： 60，847，700円 計： 241，090，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 230円 � 140円 枠 連（2－5） 2，340円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 610円 �� 300円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 9，710円

票 数

単勝票数 計 172569 的中 � 27065（3番人気）
複勝票数 計 250438 的中 � 38598（2番人気）� 22997（4番人気）� 58001（1番人気）
枠連票数 計 98240 的中 （2－5） 3241（11番人気）
馬連票数 計 346602 的中 �� 14823（6番人気）
馬単票数 計 174610 的中 �� 4354（9番人気）
ワイド票数 計 254972 的中 �� 10086（6番人気）�� 23895（1番人気）�� 11508（5番人気）
3連複票数 計 504997 的中 ��� 19721（2番人気）
3連単票数 計 608477 的中 ��� 4543（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．1―29．3―42．2―55．4―1：08．0―1：21．0―1：34．4―1：47．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アポロテキサス �
�
父 Colonel John �

�
母父 Pulpit デビュー 2015．10．18 新潟1着

2013．3．16生 	3鹿 母 Bible Belt 母母 Buckeye Search 8戦2勝 賞金 18，000，000円
〔競走中止〕 ランドントウォーク号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 パッショネイトラン号の騎手丹内祐次は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウシンダイヤ号・サリレモンド号・コウセイオリーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成29年1月3日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3500612月3日 晴 良 （28中京4）第1日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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
1：10．1
1：08．7

重
重

11 ワンダーヴィーヴァ 牡6青鹿57 吉田 隼人山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 550－ 21：11．8 6．9�
612 メイショウボノム 牡4鹿 57

54 ▲坂井 瑠星松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 470± 0 〃 クビ 6．1�
713 マ リ エ ラ 牡3鹿 56 M．デムーロ栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 536＋ 41：12．54 1．6�
816 トモジャポルックス 牡3芦 56 横山 典弘吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 474＋ 41：12．81� 20．8�
510 マッカートニー 牡3栗 56 川須 栄彦薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 474± 01：12．9� 14．8�
48 	 ウインバローラス 牡4鹿 57 V．シュミノー�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 484＋ 61：13．32� 46．6	

（仏）

35 タキオンレディー 牝4栗 55
54 ☆加藤 祥太
宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 458－ 6 〃 アタマ 11．9�

23 クリノマルボルク 牡3青鹿 56
53 ▲森 裕太朗栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 三輪牧場 454－ 61：13．4クビ 130．1�

815 ハドソンシチー 牡6黒鹿 57
56 ☆�島 克駿 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 456＋ 31：13．5� 70．5

611	 デザイアドライブ 牝5黒鹿 55
53 △原田 和真片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 470＋121：13．82 426．8�

24 スズカオーショウ 牡5栗 57
56 ☆長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 B510＋ 41：13．9クビ 36．7�

47 	 セルリアンシュロス 牡5青鹿57 酒井 学
イクタ 天間 昭一 新冠 村本牧場 490－ 6 〃 クビ 147．4�
12 カレンコマンドール 
3鹿 56 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 B462－ 41：14．0� 40．5�
59 	 ウイングタイガー 牝4鹿 55 小林 徹弥 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 426－221：14．1クビ 287．3�
714 ホームゲーム 牝4栗 55 黛 弘人平川 浩之氏 蛯名 利弘 新ひだか 畠山牧場 B490± 01：14．2� 183．6�
36 デルマオソマツ 牡5黒鹿57 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 458－ 61：15．79 115．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，899，700円 複勝： 38，987，000円 枠連： 9，746，000円
馬連： 35，606，800円 馬単： 26，549，100円 ワイド： 24，970，000円
3連複： 51，363，000円 3連単： 82，453，000円 計： 289，574，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 170円 � 140円 � 110円 枠 連（1－6） 2，110円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 580円 �� 270円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 12，640円

票 数

単勝票数 計 198997 的中 � 22806（3番人気）
複勝票数 計 389870 的中 � 29622（3番人気）� 41040（2番人気）� 216991（1番人気）
枠連票数 計 97460 的中 （1－6） 3578（7番人気）
馬連票数 計 356068 的中 �� 11531（7番人気）
馬単票数 計 265491 的中 �� 4000（14番人気）
ワイド票数 計 249700 的中 �� 9349（6番人気）�� 24270（2番人気）�� 31200（1番人気）
3連複票数 計 513630 的中 ��� 33176（1番人気）
3連単票数 計 824530 的中 ��� 4727（34番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．6―12．3―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．6―35．2―47．5―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーヴィーヴァ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2012．11．24 京都1着

2010．4．1生 牡6青鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア 15戦2勝 賞金 20，900，000円
〔発走状況〕 カレンコマンドール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 タキオンレディー号の騎手加藤祥太は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カレンコマンドール号は，平成28年12月4日から平成28年12月25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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 カキツバタ号・キョウエイスコール号・サンアルパイン号・シゲルオキサワラ号・ドゥーイット号・

ブリエアヴェニール号・ユアザスター号・ラブターボ号・リックカグラ号・レーヴドプランス号・ロマンコスモ号
※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3日 晴 良 （28中京4）第1日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13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 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

611� アースコレクション 牡3鹿 56 M．バルザローナ �グリーンファーム尾関 知人 米
Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

526＋ 61：33．6 40．6�
（仏）

24 サーサルヴァトーレ 牡4黒鹿57 V．シュミノー �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 488± 01：33．92 42．8�
（仏）

23 レッドオルバース 牡4栗 57 M．デムーロ �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 498－ 21：34．0クビ 2．4�
510 ラブリーアモン 牝3青 54

52 △木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 476＋14 〃 ハナ 8．2�
612 ブライトボイス 牡4栗 57

56 ☆長岡 禎仁宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 504＋ 41：34．31	 6．1	
816 キングナポレオン 
5黒鹿57 中谷 雄太田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484＋ 8 〃 ハナ 14．6

59 ファイアクリスタル 牝3鹿 54 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 6 〃 クビ 16．5�
12 ダノンスパーク 牡3鹿 56 武 豊�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512－101：34．51� 4．4�
11 リングオブハピネス 牝3栗 54 松山 弘平五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 466＋161：34．6	 146．8
35 グランノーブル 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 500＋ 61：34．7	 45．3�
36 メイショウアンカー 
3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 512＋241：34．8クビ 37．7�
714 モ ー ゼ ス 牡3黒鹿 56

54 △原田 和真坂本 肇氏 大江原 哲 洞湖 レイクヴィラファーム B514＋ 21：35．01� 21．5�
48 フィーユダムール 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星窪田 康志氏 石坂 正 安平 追分ファーム 442＋161：35．42 76．0�
47 ライブリシュナイト 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 478＋ 31：35．5� 185．7�
713 ドゥドゥドゥ 牡3青鹿56 田中 健�ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 458＋ 8 〃 アタマ 163．9�
815� ラカリフォルニー 牝3鹿 54 A．シュタルケ 吉田 和美氏 木村 哲也 英 Carmel Stud 476＋ 4 〃 アタマ 26．5�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，853，300円 複勝： 29，879，500円 枠連： 10，902，300円
馬連： 37，760，000円 馬単： 19，539，800円 ワイド： 25，576，800円
3連複： 53，420，200円 3連単： 68，766，500円 計： 268，698，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，060円 複 勝 � 860円 � 1，020円 � 170円 枠 連（2－6） 670円

馬 連 �� 57，830円 馬 単 �� 118，180円

ワ イ ド �� 16，240円 �� 1，780円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 47，300円 3 連 単 ��� 573，050円

票 数

単勝票数 計 228533 的中 � 4496（10番人気）
複勝票数 計 298795 的中 � 7528（9番人気）� 6278（12番人気）� 63105（1番人気）
枠連票数 計 109023 的中 （2－6） 12497（2番人気）
馬連票数 計 377600 的中 �� 506（77番人気）
馬単票数 計 195398 的中 �� 124（151番人気）
ワイド票数 計 255768 的中 �� 396（78番人気）�� 3751（18番人気）�� 3838（17番人気）
3連複票数 計 534202 的中 ��� 847（122番人気）
3連単票数 計 687665 的中 ��� 87（1061番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．2―11．6―12．0―11．6―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―35．5―47．1―59．1―1：10．7―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．5

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

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

勝馬の
紹 介

�アースコレクション �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Lion Hearted デビュー 2015．12．19 中山1着

2013．3．24生 牡3鹿 母 Aspenglow 母母 Holy Princess 4戦2勝 賞金 14，000，000円
〔制裁〕 ライブリシュナイト号の騎手加藤祥太は，2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ホワイトウインド号
（非抽選馬） 3頭 ウェルブレッド号・コパノディール号・サトノアイリ号
※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3日 晴 良 （28中京4）第1日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

24 メイショウカマクラ 牡3青鹿 56
55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 530＋ 21：54．1 3．7�

611 ドリームリヴァール �6黒鹿 57
55 △原田 和真ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 458－ 21：54．31� 63．3�

510 ミスターウインディ 牡3黒鹿56 松山 弘平阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 508＋ 41：54．51 11．1�
47 � ムーンドロップ 牡5鹿 57 横山 和生�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 454－10 〃 アタマ 18．2�
816 ウエヲムイテアルコ 牡3青 56 吉田 隼人千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 464－ 81：54．71� 2．2�
35 ストライクショット 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 クビ 6．1	
11 ジュガンティーヤ 牡5青 57 丹内 祐次
日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B518＋ 41：54．8	 42．6�
23 テイエムハヤブサ 牡3青鹿 56

54 △義 英真竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 450－ 81：55．01� 106．6�
815 イデアオブダンディ 牡3栗 56 酒井 学益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 464－ 21：55．32 160．0
714 ダイナミックアロー 牡3鹿 56 秋山真一郎小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 492± 01：56．04 17．5�
713 ウインドオブホープ �3栗 56 杉原 誠人
木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 526＋ 61：56．21� 49．2�
612 キリシマツバサ 牡4黒鹿57 中谷 雄太土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 474－ 21：56．41� 281．7�
59 � クリノダイシャリン 牡4栗 57

54 ▲坂井 瑠星栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 508＋181：56．93 15．5�
12 タガノシェーヴル 牡3栗 56 荻野 琢真八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B420－ 21：57．85 62．0�
48 カジノクイーン 牝3栗 54 黛 弘人内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 446± 01：58．01� 199．0�
36 アイファーキャロル 牝3黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 日高 坂戸 節子 384＋ 42：03．2大差 463．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，829，400円 複勝： 23，863，400円 枠連： 11，390，400円
馬連： 35，074，400円 馬単： 19，580，700円 ワイド： 23，858，200円
3連複： 50，884，600円 3連単： 70，346，400円 計： 254，827，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 1，080円 � 290円 枠 連（2－6） 5，920円

馬 連 �� 9，430円 馬 単 �� 16，740円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 860円 �� 6，550円

3 連 複 ��� 33，500円 3 連 単 ��� 198，440円

票 数

単勝票数 計 198294 的中 � 42612（2番人気）
複勝票数 計 238634 的中 � 46044（2番人気）� 4432（11番人気）� 20919（4番人気）
枠連票数 計 113904 的中 （2－6） 1491（19番人気）
馬連票数 計 350744 的中 �� 2880（26番人気）
馬単票数 計 195807 的中 �� 877（49番人気）
ワイド票数 計 238582 的中 �� 2364（27番人気）�� 7517（8番人気）�� 909（47番人気）
3連複票数 計 508846 的中 ��� 1139（88番人気）
3連単票数 計 703464 的中 ��� 257（484番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．7―50．4―1：03．3―1：16．0―1：28．8―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウカマクラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．1．9 京都2着

2013．4．26生 牡3青鹿 母 カイロローズ 母母 Insinuate 7戦2勝 賞金 18，950，000円
〔制裁〕 ムーンドロップ号の騎手横山和生は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

ドリームリヴァール号の騎手原田和真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーキャロル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月3日まで平地

競走に出走できない。



3500912月3日 晴 良 （28中京4）第1日 第9競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時25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
2：09．9
2：09．9

良
良

47 ストンライティング 牡3鹿 55
54 ☆�島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 436± 02：12．2 22．0�

12 ナリタピクシー 牝3鹿 53 M．デムーロ�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 504－ 42：12．3� 5．6�
24 シンゼンドリーム 牡3黒鹿 55

53 △義 英真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 478＋ 42：12．4� 25．2�
23 	 キーフォーサクセス 牡4黒鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム B446－ 42：12．72 27．9�
36 マイネルレオーネ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 404－ 2 〃 クビ 19．1	
715 ヴァフラーム 牝4鹿 55 M．バルザローナ 市川義美ホールディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 486－ 22：12．8クビ 3．6


（仏）

48 ニホンピロカーン 牡3鹿 55 秋山真一郎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 466＋ 4 〃 ハナ 13．6�
713 グランディフローラ 牝4鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 ハナ 18．2�
59 	 マ リ ネ リ ス 牝3鹿 53

51 △原田 和真今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 408－ 7 〃 クビ 148．3
816 サクレディーヴァ 牝3芦 53 国分 優作 K.S．ヤップ氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 502－ 2 〃 アタマ 19．9�
11 ハイドロフォイル 牡3鹿 55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B486－ 22：12．9クビ 37．4�

（独）

714 トロピカルストーム 
3黒鹿 55
52 ▲坂井 瑠星吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 22：13．11� 54．4�
510 ジュンツバサ 牡4鹿 57 武 豊河合 純二氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 482± 02：13．2クビ 3．4�
35 ドルフィンマーク 
3黒鹿55 横山 典弘大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B500－ 8 〃 ハナ 21．1�
611 アスターサムソン 
3鹿 55 池添 謙一加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋102：13．52 53．6�
818 メリーモナーク 
4鹿 57

56 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 478＋122：13．6� 82．7�
817 ヘ イ ム ダ ル 牡4黒鹿57 小林 徹弥岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 498＋ 22：14．55 46．5�
612 マハロチケット 牡5鹿 57 V．シュミノー 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 480＋ 22：14．6� 148．0�

（仏）

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，907，200円 複勝： 36，706，100円 枠連： 18，082，100円
馬連： 53，022，200円 馬単： 24，659，400円 ワイド： 36，080，700円
3連複： 81，788，200円 3連単： 97，878，800円 計： 374，124，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 640円 � 240円 � 650円 枠 連（1－4） 2，040円

馬 連 �� 6，210円 馬 単 �� 13，710円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 4，910円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 38，000円 3 連 単 ��� 253，430円

票 数

単勝票数 計 259072 的中 � 9416（9番人気）
複勝票数 計 367061 的中 � 13725（9番人気）� 47888（3番人気）� 13493（11番人気）
枠連票数 計 180821 的中 （1－4） 6836（9番人気）
馬連票数 計 530222 的中 �� 6612（23番人気）
馬単票数 計 246594 的中 �� 1348（52番人気）
ワイド票数 計 360807 的中 �� 4438（21番人気）�� 1873（60番人気）�� 3541（29番人気）
3連複票数 計 817882 的中 ��� 1614（132番人気）
3連単票数 計 978788 的中 ��� 280（853番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．2―12．2―12．4―12．0―12．1―12．3―12．2―12．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．6―34．8―47．0―59．4―1：11．4―1：23．5―1：35．8―1：48．0―2：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．4
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストンライティング �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Sinndar デビュー 2016．1．16 京都7着

2013．2．13生 牡3鹿 母 フォトジェニック 母母 ピクチャープリンセス 12戦2勝 賞金 15，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ノアブギー号
※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。

3501012月3日 晴 良 （28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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：24．5
1：23．1

良
重

79 シゲルベンガルトラ 牡2栗 55 武 豊森中 蕃氏 服部 利之 新冠 石田牧場 440－ 41：24．7 3．7�
811� マテラスカイ 牡2栗 55 V．シュミノー 大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch

Bages LTD 512＋ 61：24．91� 27．7�
（仏）

33 アフターバーナー 牡2鹿 55 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B502± 01：25．11� 19．9�

810� スーパーモリオン 牡2青鹿55 	島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.
Al Mazzetti 496＋ 21：25．41
 6．9�

78 � アスタースウィング 牡2栗 55 A．シュタルケ 加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar
Farm, LLC 494＋ 21：25．82� 3．1�

（独）

55 メイショウギガース 牡2青鹿55 M．デムーロ松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 458－ 61：26．11
 4．9�
66 キタノユーリン 牝2鹿 54 松山 弘平北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 480－ 21：26．2� 79．0	
22 ポンテドーロ 牡2鹿 55 池添 謙一櫻井 盛夫氏 久保田貴士 新ひだか 有限会社石川牧場 492± 01：26．94 16．6

44 メイショウソウビ 牡2鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 476± 0 〃 クビ 10．8�
67 サザンボルケーノ 牡2栗 55 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 470－ 21：27．0� 26．6�
11 イイデメモリー 牝2鹿 54 M．バルザローナ 松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 540－ 41：31．3大差 35．1

（仏）

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，277，600円 複勝： 41，336，400円 枠連： 17，036，200円
馬連： 66，138，600円 馬単： 33，235，500円 ワイド： 38，441，900円
3連複： 85，096，300円 3連単： 129，753，800円 計： 444，316，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 570円 � 420円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 4，650円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 960円 �� 4，090円

3 連 複 ��� 15，730円 3 連 単 ��� 71，920円

票 数

単勝票数 計 332776 的中 � 70211（2番人気）
複勝票数 計 413364 的中 � 85838（1番人気）� 15717（9番人気）� 22373（7番人気）
枠連票数 計 170362 的中 （7－8） 26942（2番人気）
馬連票数 計 661386 的中 �� 11018（18番人気）
馬単票数 計 332355 的中 �� 4106（24番人気）
ワイド票数 計 384419 的中 �� 7256（16番人気）�� 10566（11番人気）�� 2340（44番人気）
3連複票数 計 850963 的中 ��� 4055（51番人気）
3連単票数 計1297538 的中 ��� 1308（250番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．6―33．6―45．7―58．6―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F39．0
3 ・（4，8）2（1，5，10）（3，6）7－9＝11 4 ・（4，8）2（1，5）（6，10）（3，7）9－11
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

シゲルベンガルトラ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．6．25 阪神3着

2014．2．28生 牡2栗 母 ローズヘイロー 母母 ツジノローズ 8戦2勝 賞金 28，826，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 マテラスカイ号の騎手V．シュミノーは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イイデメモリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月3日まで平地競走

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



3501112月3日 晴 良 （28中京4）第1日 第11競走 ��
��2，000�第52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，27．12．5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，27．12．4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 62，000，000円 25，000，000円 12，650，00012，650，000
円
円 6，200，000円

付 加 賞 924，000円 264，000円 66，000
66，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

813 ヤマカツエース 牡4栗 56 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 504＋201：59．7 9．9�
33 パドルウィール 牡5芦 56 松山 弘平 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 0 〃 クビ 22．1�
45 シュンドルボン 牝5青鹿54 丸田 恭介�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 504＋ 61：59．91� 15．9�
57 サトノノブレス 牡6黒鹿56 V．シュミノー 里見 治氏 池江 泰寿 洞	湖 メジロ牧場 512＋16 〃 同着 4．1�

（仏）

56 リ ア フ ァ ル 牡4鹿 56 A．シュタルケ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 524＋18 〃 クビ 7．1�
（独）

22 レコンダイト 牡6黒鹿56 武 豊金子真人ホール
ディングス	 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460＋ 62：00．0
 17．0


11 ムスカテール 牡8黒鹿56 中谷 雄太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 82：00．1クビ 147．6�
44 デニムアンドルビー 牝6鹿 54 M．バルザローナ 金子真人ホールディングス	 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444－ 62：00．2� 17．6�

（仏）

68 ヴォルシェーブ 牡5栗 56 M．デムーロ佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504＋ 82：00．3� 2．4
711 スズカデヴィアス 牡5黒鹿56 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 510＋102：00．4� 74．4�
69 トーホウジャッカル 牡5栗 57 酒井 学東豊物産	 谷 潔 日高 竹島 幸治 504＋12 〃 アタマ 10．1�
710 トルークマクト 牡6鹿 56 吉田 隼人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 464＋ 6 〃 ハナ 91．4�
812 マイネルラクリマ 牡8栗 56 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 476－ 62：00．5� 204．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 115，827，600円 複勝： 140，821，400円 枠連： 50，703，500円
馬連： 354，154，100円 馬単： 158，006，600円 ワイド： 169，670，300円
3連複： 556，355，100円 3連単： 917，259，100円 計： 2，462，797，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 240円 � 310円 �
�

260円
140円 枠 連（3－8） 8，600円

馬 連 �� 9，250円 馬 単 �� 16，780円

ワ イ ド �� 1，450円 ��
��

1，060円
430円

��
��

1，710円
670円

3 連 複 ���
���

16，080円
6，050円 3 連 単 ���

���
90，340円
49，120円

票 数

単勝票数 計1158276 的中 � 93584（4番人気）
複勝票数 計1408214 的中 �

�
108702
256352

（4番人気）
（2番人気）

� 73325（8番人気）� 92809（7番人気）

枠連票数 計 507035 的中 （3－8） 4565（19番人気）
馬連票数 計3541541 的中 �� 29669（29番人気）
馬単票数 計1580066 的中 �� 7059（49番人気）
ワイド票数 計1696703 的中 ��

��
17323
14542

（27番人気）
（34番人気）

��
��

23993
39679

（19番人気）
（14番人気）

�� 66671（6番人気）

3連複票数 計5563551 的中 ��� 12917（86番人気）��� 34576（41番人気）
3連単票数 計9172591 的中 ��� 3679（448番人気） ��� 6771（288番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．3―49．0―1：01．5―1：14．1―1：25．7―1：37．0―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．6―3F34．0
1
3
12－3－6－2，5（1，7，13）9，10－8－4－11
12，3，6（7，2）（1，5）13，10，9，8，4－11

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツエース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．6．22 函館6着

2012．3．22生 牡4栗 母 ヤマカツマリリン 母母 イクセプトフォーワンダ 21戦6勝 賞金 260，648，000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3日 晴 良 （28中京4）第1日 第12競走 ��1，400�
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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

24 エスティタート 牝3鹿 54 横山 典弘 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋ 41：19．8レコード 3．1�

510� テ ン テ マ リ 牝5黒鹿55 酒井 学中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B444± 01：19．9� 42．3�
817 グレイスミノル 牝4青鹿55 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 484＋ 21：20．0� 6．3�
11 ダイアナヘイロー 牝3黒鹿54 武 豊�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 464－ 2 〃 ハナ 3．2�
611 アイファープリティ 牝3鹿 54 M．デムーロ中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 450＋12 〃 ハナ 5．8	
48 � ライトフェアリー 牝4鹿 55 伊藤 工真和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B492＋ 41：20．1	 18．9

36 レオパルディナ 牝4鹿 55 古川 吉洋 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 452± 01：20．2クビ 55．8�
715 センセーション 牝5鹿 55 V．シュミノー 田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B496＋101：20．3	 35．9�

（仏）

713 サクラディソール 牝6鹿 55 吉田 隼人�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 438± 01：20．51	 72．9
23 タガノスカイ 牝5鹿 55 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476± 01：20．6クビ 19．7�
12 ペルルクロシュ 牝3黒鹿54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 440＋ 21：20．7� 106．2�
35 クラウンアゲン 牝3青鹿54 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 424＋ 21：20．91
 67．8�
47 ジ ル ダ 牝4鹿 55 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 434＋ 81：21．0	 49．9�

（独）

816 ウインミレーユ 牝3黒鹿54 池添 謙一�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 444－ 21：21．42	 93．1�
818 アドマイヤサブリナ 牝6芦 55 M．バルザローナ 近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 458＋181：21．72 79．0�

（仏）

612� レインボーラヴラヴ 牝5青鹿55 丹内 祐次飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 B462－ 21：22．23 30．6�
59 エ フ ェ ク ト 牝4青鹿55 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 446－ 61：22．52 241．0�
714 メモリーレーン 牝5栗 55 木幡 初也 �シルクレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478－ 61：24．3大差 269．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 45，467，200円 複勝： 57，406，800円 枠連： 26，844，600円
馬連： 104，274，700円 馬単： 44，577，100円 ワイド： 60，674，000円
3連複： 151，552，200円 3連単： 203，562，500円 計： 694，359，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 540円 � 210円 枠 連（2－5） 4，210円

馬 連 �� 6，540円 馬 単 �� 10，110円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 430円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 11，480円 3 連 単 ��� 62，660円

票 数

単勝票数 計 454672 的中 � 117330（1番人気）
複勝票数 計 574068 的中 � 121318（1番人気）� 20774（9番人気）� 71486（3番人気）
枠連票数 計 268446 的中 （2－5） 4938（17番人気）
馬連票数 計1042747 的中 �� 12346（18番人気）
馬単票数 計 445771 的中 �� 3306（29番人気）
ワイド票数 計 606740 的中 �� 8245（16番人気）�� 40203（2番人気）�� 4873（32番人気）
3連複票数 計1515522 的中 ��� 9894（30番人気）
3連単票数 計2035625 的中 ��� 2355（171番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．3―33．2―44．5―55．7―1：07．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．3
3 ・（14，8）（9，12）（11，18）（1，13，17）15，4（5，10）（3，7）6－2－16 4 8，14（11，18，9，12）（1，13，17）（4，15）（3，5）10（7，6）－2－16

勝馬の
紹 介

エスティタート �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．7．5 中京1着

2013．2．1生 牝3鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 8戦3勝 賞金 48，292，000円
〔制裁〕 アイファープリティ号の騎手M．デムーロは，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
〔その他〕 メモリーレーン号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 メイショウベニフジ号・ヤマカツサファイヤ号
※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。



（28中京4）第1日 12月3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 185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

277，000，000円
3，920，000円
2，330，000円
31，780，000円
3，000，000円
72，214，500円
5，031，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
373，593，300円
499，114，200円
191，791，900円
846，648，600円
416，694，500円
494，121，900円
1，272，343，700円
1，874，103，800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 5，968，411，900円

総入場人員 18，112名 （有料入場人員 16，220名）
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