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3501312月4日 晴 良 （28中京4）第2日 第1競走 ��1，400�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
1：24．5
1：23．1

良
重

48 ハタノアデール 牝2栗 54 戸崎 圭太 �グッドラック・ファーム 牧田 和弥 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 470± 01：26．8 8．2�

713 サンマルアルティマ 牡2黒鹿55 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 472－ 8 〃 ハナ 68．7�
36 ジャックナイフ 牡2鹿 55 内田 博幸岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 竹中牧場 448＋ 2 〃 ハナ 4．3�
611 メイショウヤエヤマ 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 496＋10 〃 ハナ 6．0�
510 キチロクエンパイア 牝2黒鹿 54

53 ☆中井 裕二山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 452＋ 21：27．33 235．7�
23 エボニーアイボリー 牝2黒鹿54 松若 風馬諸江 幸祐氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 440－ 21：27．51� 33．2	
59 ガクルックス 牝2栗 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 416± 01：27．6� 261．4

612 ボナッソーラ 牝2栗 54 大野 拓弥水上 行雄氏 池上 昌和 浦河 笠松牧場 418－ 6 〃 ハナ 41．9�
47 サンカーメル 牝2鹿 54 杉原 誠人 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 434－101：27．7� 336．9
24 シゲルクロヒョウ 牡2黒鹿55 幸 英明森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 日高大洋牧場 472＋101：27．91 77．4�
816 ハギノシャーウッド 牡2栗 55 横山 典弘日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 乾 皆雄 484± 01：28．0� 11．2�
11 メイショウカリナン 牡2鹿 55 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 486＋101：28．21� 28．0�
12 ラッキーパンチ 牡2鹿 55 田辺 裕信田島榮二郎氏 矢野 英一 日高 坂 牧場 488＋ 41：28．3� 2．0�
35 ティーデュエル 牝2鹿 54 的場 勇人深見 富朗氏 的場 均 浦河 浦河小林牧場 428－ 61：28．4� 80．4�
815 ヴァニラエッセンス 牝2鹿 54 丸山 元気 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 406－ 21：31．1大差 195．8�
714 セイウンカイヒメ 牝2黒鹿 54

52 △原田 和真西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 谷藤 弘美 464＋ 8 （競走中止） 203．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，648，400円 複勝： 26，629，600円 枠連： 8，254，900円
馬連： 36，165，500円 馬単： 20，334，200円 ワイド： 23，655，300円
3連複： 55，943，900円 3連単： 72，196，700円 計： 260，828，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 320円 � 930円 � 250円 枠 連（4－7） 13，490円

馬 連 �� 35，430円 馬 単 �� 58，880円

ワ イ ド �� 8，810円 �� 760円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 46，510円 3 連 単 ��� 313，420円

票 数

単勝票数 計 176484 的中 � 17132（4番人気）
複勝票数 計 266296 的中 � 21994（4番人気）� 6429（7番人気）� 32116（3番人気）
枠連票数 計 82549 的中 （4－7） 474（24番人気）
馬連票数 計 361655 的中 �� 791（47番人気）
馬単票数 計 203342 的中 �� 259（81番人気）
ワイド票数 計 236553 的中 �� 667（48番人気）�� 8493（7番人気）�� 1786（24番人気）
3連複票数 計 559439 的中 ��� 902（90番人気）
3連単票数 計 721967 的中 ��� 167（522番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．8―47．0―1：00．0―1：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．0―3F39．8
3 ・（1，3，16）－15（2，8）（4，9）6（11，10）（12，5，13）＝7 4 ・（1，3，16）－（2，8）（9，15）（6，4）（11，10）12，13，5－7

勝馬の
紹 介

ハタノアデール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．8．7 札幌3着

2014．4．4生 牝2栗 母 ハタノプリエ 母母 ハヤベニコマチ 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走中止〕 セイウンカイヒメ号は，発走後まもなく前進気勢を欠いたため競走中止。
〔制裁〕 キチロクエンパイア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。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 セイウンカイヒメ号は，発走後まもなく前進気勢を欠き，競走を中止したことについて平成28年12月

5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平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリスタルバブルス号
（非抽選馬） 3頭 アスターフィール号・クリノミルキー号・スズカゴーディー号

3501412月4日 晴 良 （28中京4）第2日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走10時25分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 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

34 ナムラケイト 牝4鹿 55 内田 博幸奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 500＋ 41：53．6 8．3�
69 コパノビジン 牝3鹿 54 C．ルメール 小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B468＋ 21：54．23� 7．2�
813 エンパイアブレイク 牝3鹿 54 M．デムーロ飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 484＋ 4 〃 ハナ 5．1�
610 スターリーウインド 牝4黒鹿55 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 480＋ 21：54．52 3．2�
45 エヴォリューション 牝5鹿 55 戸崎 圭太岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 482－ 21：54．71 3．6�
711 ファンシーミューズ 牝5鹿 55 田辺 裕信吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 492－ 8 〃 ハナ 20．1	
33 セレッソプリマベラ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 444－ 41：54．8� 21．0

22 テイエムジョウネツ 牝4黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 438－ 81：54．9� 25．9�
814 マサノホーク 牝3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 478－ 21：55．11� 48．6�
46 パパラヴズマンボ 牝4青鹿55 黛 弘人グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442＋ 81：55．31 55．2�
712 モアアピール 牝4芦 55 和田 竜二�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B480＋ 21：55．51� 136．6�
11 	 サンレイフレンチ 牝5栗 55

53 △城戸 義政永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 422± 0 〃 クビ 205．8�
58 レディエントブルー 牝3栗 54 丸田 恭介 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 478＋ 41：57．3大差 58．1�
57 プレゼンスブルー 牝3黒鹿54 松若 風馬 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 442＋ 21：57．51� 99．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，657，500円 複勝： 29，023，900円 枠連： 10，650，400円
馬連： 41，784，800円 馬単： 19，166，800円 ワイド： 24，621，100円
3連複： 55，182，900円 3連単： 67，945，400円 計： 268，032，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 220円 � 220円 � 200円 枠 連（3－6） 670円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 970円 �� 940円 �� 630円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 29，510円

票 数

単勝票数 計 196575 的中 � 18934（5番人気）
複勝票数 計 290239 的中 � 34464（4番人気）� 33858（5番人気）� 38025（3番人気）
枠連票数 計 106504 的中 （3－6） 12292（3番人気）
馬連票数 計 417848 的中 �� 9678（12番人気）
馬単票数 計 191668 的中 �� 2697（22番人気）
ワイド票数 計 246211 的中 �� 6385（10番人気）�� 6658（9番人気）�� 10256（7番人気）
3連複票数 計 551829 的中 ��� 8905（13番人気）
3連単票数 計 679454 的中 ��� 1669（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．7―50．8―1：03．1―1：15．8―1：28．6―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラケイト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．3．22 中京4着

2012．5．15生 牝4鹿 母 レーヌヴェルト 母母 グリーンポーラ 13戦2勝 賞金 25，450，000円

第４回 中京競馬 第２日



3501512月4日 晴 良 （28中京4）第2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

714 コロマンデル 牡4黒鹿57 R．ムーア 吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：24．7 1．5�
（英）

12 アドマイヤムテキ 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋ 81：25．01� 48．9�
35 ブレヴェスト 牡3黒鹿56 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 476＋ 41：25．42� 4．6�
24 	 エイシンサブウェイ 牡4鹿 57 M．デムーロ�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 504＋ 61：25．61
 10．3�
815 ピースマーク 牡5鹿 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント 512＋141：25．7� 57．7�
611 ビレッジエンパイア 牡3鹿 56 横山 和生村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 478－ 6 〃 ハナ 317．3	
510 アイファーサンディ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 470＋ 61：25．91
 15．9

11 バ イ レ 牝4芦 55 丸田 恭介 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 4 〃 クビ 215．4�
23 フローラルダンサー 牝4鹿 55 中谷 雄太岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 530－ 41：26．0� 36．3
47 	 エクロジオン 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 466＋ 21：26．21
 8．2�
612 ウインアンビション 牡3鹿 56 津村 明秀�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 498＋201：26．3� 622．9�
816 ダンガンコゾウ 牡4栗 57 丸山 元気海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 8 〃 クビ 185．8�
48 シーサイドジャズ 牡4芦 57 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：26．4クビ 137．5�
59 スズカハイルーラー 牡3栗 56

54 △原田 和真永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B458＋ 4 〃 ハナ 40．3�
36 	 ナ ポ レ オ ン 牡4栗 57 黛 弘人前迫 義幸氏 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 41：26．61
 452．8�
713 ブルーガーディアン 牡4黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 466± 01：27．34 77．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，435，100円 複勝： 73，440，000円 枠連： 13，745，300円
馬連： 47，842，700円 馬単： 30，029，500円 ワイド： 33，345，800円
3連複： 67，563，500円 3連単： 117，136，800円 計： 412，538，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 440円 � 120円 枠 連（1－7） 2，150円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 620円 �� 190円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 14，280円

票 数

単勝票数 計 294351 的中 � 148199（1番人気）
複勝票数 計 734400 的中 � 484066（1番人気）� 11274（8番人気）� 84879（2番人気）
枠連票数 計 137453 的中 （1－7） 4944（7番人気）
馬連票数 計 478427 的中 �� 16903（5番人気）
馬単票数 計 300295 的中 �� 8595（8番人気）
ワイド票数 計 333458 的中 �� 12276（7番人気）�� 56057（1番人気）�� 3469（18番人気）
3連複票数 計 675635 的中 ��� 14381（9番人気）
3連単票数 計1171368 的中 ��� 5946（44番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―11．5―12．4―12．7―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．7―35．2―47．6―1：00．3―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コロマンデル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．1．25 中京5着

2012．5．28生 牡4黒鹿 母 マハーバリプラム 母母 マ ハ ー ブ 14戦3勝 賞金 40，428，000円
〔制裁〕 フローラルダンサー号の騎手中谷雄太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1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） 3頭 シュネール号・タイセイアニマート号・タイセイプレゼンス号
（非抽選馬） 1頭 キョウワクロニクル号
※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。

3501612月4日 晴 良 （28中京4）第2日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時25分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：02．2
1：59．8

良
良

68 ミスディレクション 牡2黒鹿55 田辺 裕信�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494＋ 22：03．4 84．2�

56 ヒ シ マ サ ル 牡2黒鹿55 C．ルメール 阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 アタマ 3．4�
811 デュパルクカズマ 牡2鹿 55 R．ムーア 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 428＋ 22：03．61� 4．0�

（英）

79 レッドクライム 牡2栗 55 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 22：03．7� 6．4�
22 ステイオンザトップ 牡2栗 55 M．デムーロ �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466－ 22：03．91� 2．4	
67 ブルベアリンクス 牡2黒鹿55 大野 拓弥 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 456－ 22：04．11� 418．0

11 ドリームソルジャー 牡2栗 55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 448－ 22：04．2クビ 31．9�

710 サンレイトピック 牡2青鹿55 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 小田 誠一 460± 02：04．3� 89．3�
33 メイショウラプター 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 佐藤 陽一 474－ 82：04．51� 15．7
44 トミケンタルモ 牝2鹿 54 丸山 元気冨樫 賢二氏 上原 博之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444－ 22：04．6クビ 43．3�
812 プリンスオブペスカ 牡2鹿 55 松若 風馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 470－ 22：05．13 171．4�
55 マイネルサビオ 牡2青鹿55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 444－ 62：05．52� 355．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，314，600円 複勝： 32，797，300円 枠連： 8，560，700円
馬連： 53，247，100円 馬単： 28，023，800円 ワイド： 28，860，400円
3連複： 64，432，500円 3連単： 110，504，000円 計： 355，740，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，420円 複 勝 � 1，010円 � 140円 � 170円 枠 連（5－6） 10，300円

馬 連 �� 13，660円 馬 単 �� 46，600円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 3，680円 �� 310円

3 連 複 ��� 13，390円 3 連 単 ��� 193，980円

票 数

単勝票数 計 293146 的中 � 2782（8番人気）
複勝票数 計 327973 的中 � 5555（9番人気）� 75312（1番人気）� 52734（4番人気）
枠連票数 計 85607 的中 （5－6） 644（23番人気）
馬連票数 計 532471 的中 �� 3019（21番人気）
馬単票数 計 280238 的中 �� 451（57番人気）
ワイド票数 計 288604 的中 �� 2234（23番人気）�� 1833（28番人気）�� 28365（3番人気）
3連複票数 計 644325 的中 ��� 3608（31番人気）
3連単票数 計1105040 的中 ��� 413（295番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．8―38．3―51．4―1：04．2―1：16．6―1：28．8―1：40．9―1：51．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミスディレクション �
�
父 ミスキャスト �

�
母父 Sky Classic デビュー 2016．11．13 京都8着

2014．5．9生 牡2黒鹿 母 スウィフトオブフライト 母母 Sails Unfurled 2戦1勝 賞金 5，000，000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。



3501712月4日 晴 良 （28中京4）第2日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

35 � ズ ア ー 牡2鹿 55 R．ムーア 吉田 和美氏 池添 学 米 Lane’s End
Bloodstock 490 ―1：23．0 2．9�

（英）

510 ルーズベルトゲーム 牝2黒鹿54 C．ルメール �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 438 ―1：23．63� 2．0�
23 メモリーディディ 牝2鹿 54 幸 英明�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 日高 下河辺牧場 448 ―1：23．81	 40．0�
611 ヤマニンペダラーダ 牡2黒鹿55 武 豊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 456 ―1：23．9� 6．9�
48 パンツァネッラ 牝2芦 54 横山 典弘山本 英俊氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 460 ―1：24．32� 17．6	
36 カシマツインテール 牝2青鹿54 横山 和生松浦 一久氏 奥村 武 浦河 信成牧場 416 ― 〃 ハナ 55．0

12 プリンセスラグーン 牝2栗 54 大野 拓弥吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 420 ―1：24．4� 23．1�
24 エイシンウメ 牝2栗 54 丸山 元気�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 468 ―1：24．5
 109．0�
815 ク リ ス タ 牝2青鹿54 和田 竜二橋元 勇氣氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 432 ― 〃 クビ 59．7
11 � モズメイダン 牡2鹿 55 中谷 雄太 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 KatieRich

Farms 472 ―1：24．82 51．1�
713 タイセイフィナール 牡2栗 55 内田 博幸田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 440 ―1：25．12 204．0�
612 エヌティーバルドル 牡2芦 55

53 △原田 和真中澤 利文氏 本間 忍 新ひだか オギオギ牧場 438 ―1：25．2
 199．5�
（マイキャプテン）

816 ラ チ ャ ル カ 牝2栗 54 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 446 ―1：25．52 186．9�
59 ショウナンカノン 牡2栗 55 戸崎 圭太�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 434 ―1：25．71	 14．5�
47 レ ッ ク ス 牡2栗 55 松若 風馬小林竜太郎氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 438 ―1：25．8� 101．3�
714 アースラブーム 牝2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太松山 増男氏 加藤 敬二 浦河 �川 啓一 448 ―1：26．22� 198．1�
817 シンボリクレール 牝2黒鹿54 藤懸 貴志シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 438 ―1：27．69 324．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 24，842，300円 複勝： 28，270，900円 枠連： 11，839，500円
馬連： 40，994，600円 馬単： 24，136，000円 ワイド： 24，894，200円
3連複： 57，233，200円 3連単： 85，356，500円 計： 297，567，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 110円 � 390円 枠 連（3－5） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，140円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 9，570円

票 数

単勝票数 計 248423 的中 � 67248（2番人気）
複勝票数 計 282709 的中 � 70396（2番人気）� 95638（1番人気）� 9119（7番人気）
枠連票数 計 118395 的中 （3－5） 28298（1番人気）
馬連票数 計 409946 的中 �� 93296（1番人気）
馬単票数 計 241360 的中 �� 24525（2番人気）
ワイド票数 計 248942 的中 �� 50978（1番人気）�� 4558（13番人気）�� 4964（12番人気）
3連複票数 計 572332 的中 ��� 14079（7番人気）
3連単票数 計 853565 的中 ��� 6462（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．2―36．0―48．5―1：00．8―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．5
3 ・（5，15）（1，6，11）（8，10，14）（4，12）（9，16）3，13，2－7＝17 4 ・（5，15）1（6，11）（8，10）（4，14）12（3，9，16）（13，2）－7＝17

勝馬の
紹 介

�ズ ア ー �
�
父 The Factor �

�
母父 Eddington 初出走

2014．4．4生 牡2鹿 母 Salvar 母母 Bend 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3501812月4日 晴 良 （28中京4）第2日 第6競走 ��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

59 アグネスユーリヤ 牡4鹿 57 C．ルメール 渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 480＋ 81：07．8 6．6�
510 シャンデリアハウス 牝4黒鹿55 R．ムーア �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 442－ 61：08．12 4．3�

（英）

817 アポロノシンザン 牡4鹿 57 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 484＋ 2 〃 ハナ 3．3�
611 ク ロ ー ソ ー 牝4鹿 55 藤懸 貴志大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 416－ 4 〃 ハナ 16．1�
12 タマモブリリアン 牝3黒鹿54 丸山 元気タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 458－ 21：08．31� 8．0	
715� ジ ェ ス ロ �3鹿 56 田辺 裕信松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 412＋ 4 〃 ハナ 51．4

36 ホウオウマリリン 牝3栗 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 402＋ 6 〃 ハナ 19．1�
24 プレイヤード 牡3鹿 56 内田 博幸前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B520＋ 8 〃 アタマ 38．7�
23 ルージュノアール 牝3黒鹿54 幸 英明前原 敏行氏 野中 賢二 新ひだか チャンピオンズファーム 454＋ 61：08．51 46．9
713 カノヤパリティ 牝3栗 54 田中 健神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 454＋ 2 〃 アタマ 27．9�
47 サウンドカール 牡5青鹿57 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 474＋ 4 〃 ハナ 39．5�
612 ベルモントラハイナ 牝5鹿 55 川須 栄彦�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 468＋ 6 〃 クビ 26．7�
11 サチノリーダース 牡6青鹿 57

55 △城戸 義政佐藤 勝士氏 千田 輝彦 新冠 競優牧場 B470＋ 81：08．6クビ 38．4�
818 ウインベントゥーラ 牡4鹿 57 菱田 裕二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 4 〃 ハナ 23．8�
714 ニシノハレブタイ 牡3鹿 56 黛 弘人西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 480± 0 〃 クビ 60．7�
816 サイタスリーレッド 牡3鹿 56 戸崎 圭太西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 482＋141：08．7クビ 22．8�
48 � ニシノアンジュ 牝4栗 55 大野 拓弥西村 亮二氏 武井 亮 新ひだか 米田牧場 460＋ 61：09．76 32．6�
35 � リフレクシブラヴ 牝3黒鹿54 横山 和生堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 浦河 高岸 順一 478－161：10．76 246．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，950，100円 複勝： 37，769，000円 枠連： 19，675，200円
馬連： 47，454，100円 馬単： 22，030，700円 ワイド： 34，989，600円
3連複： 73，425，900円 3連単： 81，956，900円 計： 340，251，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 150円 � 130円 枠 連（5－5） 1，250円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 360円 �� 590円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 9，690円

票 数

単勝票数 計 229501 的中 � 27507（3番人気）
複勝票数 計 377690 的中 � 41755（3番人気）� 66082（2番人気）� 84075（1番人気）
枠連票数 計 196752 的中 （5－5） 12114（4番人気）
馬連票数 計 474541 的中 �� 30858（2番人気）
馬単票数 計 220307 的中 �� 6611（4番人気）
ワイド票数 計 349896 的中 �� 25891（1番人気）�� 14252（3番人気）�� 25506（2番人気）
3連複票数 計 734259 的中 ��� 31752（1番人気）
3連単票数 計 819569 的中 ��� 6129（6番人気）

ハロンタイム 12．3―10．3―10．9―11．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．6―33．5―44．8―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．3
3 2（4，12）1（8，17）11－（6，14）（9，13）3（10，16）7－15，18－5 4 2，4（1，12）（8，17）11－（6，9，14）（3，13）（10，16）7，15，18＝5

勝馬の
紹 介

アグネスユーリヤ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．11．15 京都1着

2012．4．14生 牡4鹿 母 アグネスナチュラル 母母 アグネスアテーナー 18戦2勝 賞金 27，276，000円
〔発走状況〕 ニシノアンジュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 クールジョジョ号・マイネルパッセ号・ミスズスター号
※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。



3501912月4日 晴 良 （28中京4）第2日 第7競走 ��1，800�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
1：48．9
1：47．8

重
重

48 モンドアルジェンテ 牡4芦 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：53．0 1．3�
12 エンパイアステート �3鹿 56 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 51：53．21� 18．5�
23 サトノスーペリア �5黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 478＋181：53．73 29．4�
36 セイカエドミザカ 牡3栗 56 松若 風馬久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 B476＋ 21：54．33� 52．7�
510 コパノアラジン 牡3栗 56 幸 英明小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 520＋ 21：54．4� 37．3�
11 メイショウオルソ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 498－ 21：54．6� 12．4	
713 サノノカガヤキ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 496＋ 61：55．13 13．4

47 ドンアルフォンス 牡4黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 474＋ 81：55．2クビ 49．9�
24 	 クリノエビスジン 牡5鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 488＋10 〃 ハナ 121．8�
59 ローズクランス 牡3鹿 56 津村 明秀グリーンフィールズ 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500－ 6 〃 クビ 137．3�
815	 ダッシングブルー 牡4黒鹿57 黛 弘人 ブルーマネジメント蛯名 利弘 新冠 川上牧場 B522＋ 61：55．3クビ 241．0�
714 ガラドリエル 牝4栗 55 菱田 裕二ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 492＋ 4 〃 クビ 23．1�
816 ワンダーアビルマン 牡3黒鹿56 大野 拓弥山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 498－ 81：55．4� 8．3�
35 	 ミラクルナイト 牡4芦 57 中谷 雄太小野 博郷氏 柴田 政人 新冠 山岡ファーム 464－ 21：55．61
 247．7�
611 シゲルムロアジ 牡3青鹿 56

54 △城戸 義政森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 加野牧場 488± 01：56．13 320．0�
612 ア ロ ヒ 牡3栗 56 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 今 牧場 508＋ 22：00．2大差 178．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，282，900円 複勝： 101，936，500円 枠連： 16，986，100円
馬連： 43，725，500円 馬単： 33，694，600円 ワイド： 30，465，800円
3連複： 66，488，400円 3連単： 121，626，100円 計： 439，205，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 250円 � 430円 枠 連（1－4） 390円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 520円 �� 590円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 11，380円

票 数

単勝票数 計 242829 的中 � 145023（1番人気）
複勝票数 計1019365 的中 � 814510（1番人気）� 25898（5番人気）� 12471（7番人気）
枠連票数 計 169861 的中 （1－4） 33201（1番人気）
馬連票数 計 437255 的中 �� 29133（5番人気）
馬単票数 計 336946 的中 �� 21541（5番人気）
ワイド票数 計 304658 的中 �� 15639（5番人気）�� 13702（7番人気）�� 2243（32番人気）
3連複票数 計 664884 的中 ��� 10726（20番人気）
3連単票数 計1216261 的中 ��� 7747（30番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―12．8―13．0―12．8―12．6―12．5―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―37．2―50．2―1：03．0―1：15．6―1：28．1―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

モンドアルジェンテ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．28 中山1着

2012．3．7生 牡4芦 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 10戦3勝 賞金 36，300，000円
〔制裁〕 アロヒ号の騎手丸山元気は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アロヒ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月4日まで平地競走に出走

できない。

3502012月4日 晴 良 （28中京4）第2日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13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
1：19．8
1：19．0

良
良

12 シルヴァーコード 牝4芦 55 R．ムーア 田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 480＋201：20．9 3．2�
（英）

510 ダノンブライト 牡4青鹿57 和田 竜二�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 464＋ 4 〃 クビ 7．8�
818 タガノミルキー 牝3芦 54 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434± 01：21．0� 81．1�
59 ジョンブリアン 牝3黒鹿54 C．ルメール �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 462＋ 41：21．1クビ 3．9�
23 タイムレスメロディ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 422＋ 81：21．2� 16．2	
611 オメガタックスマン 牡4鹿 57 田辺 裕信原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 ハナ 35．0

24 キッズライトオン 牡4栗 57 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 8 〃 ハナ 9．1�
713 ビレッジシャトル 牝3栗 54 横山 和生村山 輝雄氏 小野 次郎 平取 川向高橋育

成牧場 422＋14 〃 クビ 178．2
817 レッドカーラ 牝4黒鹿55 横山 典弘 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 ハナ 11．1�
714 メイショウラバンド 牝5鹿 55

54 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 458± 0 〃 ハナ 16．1�
48 	 エルブランシュ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 小池 博幸 452－ 2 〃 ハナ 65．2�
715 ス ワ ニ ル ダ 牝3芦 54

52 △城戸 義政服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 436＋ 61：21．3� 190．7�
35 アイムウィッシング 牝3鹿 54 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 21：21．4� 134．6�
47 ハコダテローズ 牝4鹿 55 国分 優作河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 428－ 2 〃 クビ 358．7�
36 キョウワゼノビア 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 472－ 2 〃 ハナ 10．3�
816 ウインソワレ 牝4鹿 55 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 458－ 2 〃 アタマ 58．7�
612 コスモラパン 牝5黒鹿55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 428－ 21：21．5クビ 27．2�
11 アフターダーク 牝3鹿 54 津村 明秀三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 492＋ 4 〃 クビ 114．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，685，200円 複勝： 41，076，500円 枠連： 16，505，700円
馬連： 61，712，500円 馬単： 27，787，600円 ワイド： 41，131，700円
3連複： 87，128，700円 3連単： 109，063，600円 計： 414，091，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 190円 � 210円 � 990円 枠 連（1－5） 580円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 780円 �� 4，500円 �� 4，860円

3 連 複 ��� 34，150円 3 連 単 ��� 111，520円

票 数

単勝票数 計 296852 的中 � 74191（1番人気）
複勝票数 計 410765 的中 � 64790（1番人気）� 57309（3番人気）� 8162（11番人気）
枠連票数 計 165057 的中 （1－5） 21961（1番人気）
馬連票数 計 617125 的中 �� 25807（3番人気）
馬単票数 計 277876 的中 �� 6776（4番人気）
ワイド票数 計 411317 的中 �� 14411（4番人気）�� 2290（46番人気）�� 2116（47番人気）
3連複票数 計 871287 的中 ��� 1913（106番人気）
3連単票数 計1090636 的中 ��� 709（380番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．5―46．0―57．6―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルヴァーコード �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．8．3 新潟10着

2012．3．15生 牝4芦 母 クラックコード 母母 マジックコード 16戦3勝 賞金 41，994，000円
〔制裁〕 メイショウラバンド号の騎手加藤祥太は，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：12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 リヴィエール号
※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。



3502112月4日 曇 良 （28中京4）第2日 第9競走 ��
��2，000�

さかえ

栄 特 別
発走14時15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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

713 カ ラ ビ ナ 牡3鹿 56 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516－ 22：01．8 10．1�

816 ピースマインド 牡3鹿 56 M．デムーロ小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 442＋ 42：02．01� 2．7�
510 トライブキング 牡3鹿 56 C．ルメール 前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 454＋122：02．21� 4．1�
12 オールドクラシック 牡3青鹿56 丸田 恭介�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 42：02．3	 162．5�
715 アイノカケハシ 牝4鹿 55 西村 太一國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 418－ 2 〃 クビ 138．7�
48 ト ル ス ト イ 牡6鹿 57 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 クビ 13．6	
23 レッドアルティスタ 
4鹿 57 和田 竜二 
東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456＋ 82：02．4クビ 33．2�
11 ユウチェンジ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太
アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 502＋16 〃 ハナ 5．5�
612 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡4黒鹿57 加藤 祥太 
グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 418＋ 42：02．61� 82．8
714 コメットシーカー 牡6鹿 57 R．ムーア �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 492＋ 6 〃 ハナ 9．5�

（英）

35 シュンクルーズ 牡4黒鹿57 中谷 雄太村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ
ファーム 462＋ 62：02．7� 299．9�

818 エアフォルク 牡3青鹿56 内田 博幸近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 452＋12 〃 ハナ 27．7�
24 ラ ム レ イ 牝4鹿 55 横山 和生山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 478＋ 4 〃 アタマ 282．7�
817 ウインブルーローズ 牡4鹿 57 津村 明秀
ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 482＋ 22：02．8	 157．0�
47 � アメリカンヘブン 
3鹿 56 横山 典弘吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 482＋ 4 〃 クビ 43．2�
36 イマジンザット 牡3鹿 56 武 豊林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 436－ 62：02．9	 18．9�
611 ミトノグラス 牡3鹿 56 幸 英明ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 478－ 22：03．32	 87．6�
59  ラブジェネラル 牡3芦 56 丸山 元気オールラブクラブ 加藤 和宏 新ひだか 高橋 修 474＋ 22：04．47 264．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，326，700円 複勝： 47，317，100円 枠連： 18，464，400円
馬連： 73，860，000円 馬単： 37，710，000円 ワイド： 43，193，200円
3連複： 101，863，000円 3連単： 142，244，600円 計： 497，979，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 250円 � 130円 � 160円 枠 連（7－8） 550円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 590円 �� 800円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 23，050円

票 数

単勝票数 計 333267 的中 � 26384（5番人気）
複勝票数 計 473171 的中 � 37809（6番人気）� 110162（1番人気）� 80695（2番人気）
枠連票数 計 184644 的中 （7－8） 25890（2番人気）
馬連票数 計 738600 的中 �� 36754（4番人気）
馬単票数 計 377100 的中 �� 6066（14番人気）
ワイド票数 計 431932 的中 �� 17878（5番人気）�� 12670（9番人気）�� 42815（1番人気）
3連複票数 計1018630 的中 ��� 29801（4番人気）
3連単票数 計1422446 的中 ��� 4474（50番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．1―13．2―12．8―12．3―12．1―11．4―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―37．0―50．2―1：03．0―1：15．3―1：27．4―1：38．8―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．4
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

カ ラ ビ ナ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．3．13 阪神4着

2013．1．20生 牡3鹿 母 レリッシュザソート 母母 Viz 8戦2勝 賞金 17，227，000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。

3502212月4日 曇 良 （28中京4）第2日 第10競走 ��
��1，200�

はままつ

浜松ステークス
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，27．12．5以降28．11．27まで1回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，200，000円 6，900，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，720，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 トウショウピスト 牡4鹿 54 幸 英明トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 486＋ 21：07．9 20．4�
817� フィドゥーシア 牝4鹿 53 大野 拓弥前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 474－ 21：08．22 15．3�
35 ヴァイサーリッター 牡5芦 53 黛 弘人 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 482＋22 〃 クビ 71．8�
24 ワキノヒビキ 牡4鹿 54 和田 竜二脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 510＋ 21：08．3クビ 14．1�
818 レーヴムーン 牡3黒鹿55 C．ルメールニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 474＋16 〃 ハナ 4．2�
510 フルールシチー 牝5鹿 53 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 520＋ 21：08．4� 7．4	
48 ボンボンキャスト 牝4黒鹿52 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 496＋ 2 〃 クビ 12．7

611 メイショウブイダン 牡5鹿 55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 470＋ 2 〃 アタマ 52．5�
612 ダノンルージュ 牝6鹿 53 中谷 雄太�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：08．5� 16．0�
714 ファインニードル 牡3鹿 55 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋10 〃 アタマ 4．4
36 スリーカーニバル 牝6鹿 51 田中 健永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 482＋ 41：08．6クビ 81．6�
713 コウエイタケル 牡5鹿 55 菱田 裕二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 492± 0 〃 ハナ 24．3�
715 クリノタカラチャン 牝6黒鹿50 原田 和真栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 426＋ 2 〃 クビ 133．1�
11 メイショウスイヅキ 牝3鹿 51 松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 456－ 2 〃 アタマ 38．8�
59 クリノコマチ 牝5栗 51 加藤 祥太栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 458± 01：08．81 115．5�
816 モズハツコイ 牝5芦 54 戸崎 圭太 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 474＋ 81：08．9	 6．8�
12 モンマックス 牡6鹿 53 川須 栄彦�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 526＋ 4 〃 ハナ 159．1�
23 タガノアザガル 牡4黒鹿56 杉原 誠人八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446± 01：09．0クビ 19．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 42，380，900円 複勝： 60，691，200円 枠連： 33，214，600円
馬連： 121，513，800円 馬単： 49，292，600円 ワイド： 67，583，300円
3連複： 179，592，000円 3連単： 220，119，700円 計： 774，388，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 620円 � 500円 � 1，990円 枠 連（4－8） 1，030円

馬 連 �� 9，470円 馬 単 �� 21，480円

ワ イ ド �� 3，670円 �� 12，500円 �� 12，670円

3 連 複 ��� 214，480円 3 連 単 ��� 1，085，620円

票 数

単勝票数 計 423809 的中 � 16569（10番人気）
複勝票数 計 606912 的中 � 26170（10番人気）� 33535（7番人気）� 7522（15番人気）
枠連票数 計 332146 的中 （4－8） 24988（4番人気）
馬連票数 計1215138 的中 �� 9943（36番人気）
馬単票数 計 492926 的中 �� 1721（82番人気）
ワイド票数 計 675833 的中 �� 4805（46番人気）�� 1389（92番人気）�� 1370（95番人気）
3連複票数 計1795920 的中 ��� 628（408番人気）
3連単票数 計2201197 的中 ��� 147（2096番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―11．1―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．2―45．3―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．7
3 7（8，9）（5，17）（6，11，10）（16，14）（3，12）（4，18）（13，15）－2，1 4 7，8（5，9）（6，17）11（3，12，10，16）14（4，18）13，15，2，1

勝馬の
紹 介

トウショウピスト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．6．15 函館1着

2012．3．20生 牡4鹿 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 21戦5勝 賞金 88，503，000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 トウカイセンス号

１レース目



3502312月4日 曇 良 （28中京4）第2日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，800�第17回チャンピオンズカップ（ＧⅠ）

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�
減

名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞・日本地方競馬馬主振興協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 97，000，000円 39，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，700，000円
付 加 賞 3，234，000円 924，000円 462，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード
［参考記録］

1：48．9
1：47．8
1：50．4
1：48．8

重
重
良
良 （阪神）

58 サウンドトゥルー �6栗 57 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 474± 01：50．1 15．9�
22 	 アウォーディー 牡6鹿 57 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management B514＋10 〃 クビ 2．2�
34 アスカノロマン 牡5栗 57 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 522－101：50．2
 40．4�
11 カフジテイク 牡4青鹿57 津村 明秀加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 482－ 21：50．3クビ 54．8�
814	 アポロケンタッキー 牡4鹿 57 松若 風馬アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug

Branham 566＋ 41：50．51� 21．0�
59 ノンコノユメ �4栃栗57 R．ムーア 山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446＋ 8 〃 クビ 7．5�

（英）

815	 モ ー ニ ン 牡4栗 57 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire
Equines, LLC 526± 01：50．6� 8．3	

35 ロワジャルダン 牡5鹿 57 横山 典弘 
社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 ハナ 39．6�
47 	 ラ ニ 牡3芦 56 内田 博幸前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited B548＋ 6 〃 ハナ 29．3�
46 モンドクラッセ 牡5鹿 57 丸山 元気
サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 530－ 21：50．7クビ 86．3
610 メイショウスミトモ 牡5鹿 57 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 484＋121：51．12
 264．7�
712 ゴールドドリーム 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：51．41� 5．7�
611 コパノリッキー 牡6栗 57 C．ルメール 小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 544＋ 91：51．61
 6．3�
713 ブライトアイディア 牡6栗 57 幸 英明小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 61：51．7
 369．0�
23 ブライトライン 牡7青 57 田辺 裕信�ノースヒルズ 島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 534＋ 61：53．18 255．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 547，038，500円 複勝： 593，818，800円 枠連： 371，331，700円
馬連： 1，821，761，000円 馬単： 938，561，700円 ワイド： 789，629，500円
3連複： 3，115，018，600円 3連単： 6，188，691，800円 計： 14，365，851，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 250円 � 130円 � 650円 枠 連（2－5） 520円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 490円 �� 3，420円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 11，180円 3 連 単 ��� 85，980円

票 数

単勝票数 計5470385 的中 � 273771（6番人気）
複勝票数 計5938188 的中 � 525290（5番人気）� 1779747（1番人気）� 160472（10番人気）
枠連票数 計3713317 的中 （2－5） 549319（1番人気）
馬連票数 計18217610 的中 �� 1013709（5番人気）
馬単票数 計9385617 的中 �� 146554（19番人気）
ワイド票数 計7896295 的中 �� 450728（4番人気）�� 56079（37番人気）�� 128577（19番人気）
3連複票数 計31150186 的中 ��� 208925（39番人気）
3連単票数 計61886918 的中 ��� 52180（256番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．9―12．5―11．8―11．8―12．4―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．3―48．8―1：00．6―1：12．4―1：24．8―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サウンドトゥルー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．10．6 東京6着

2010．5．15生 �6栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 30戦7勝 賞金 257，388，000円
［他本会外：8戦2勝］

〔制裁〕 カフジテイク号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番・14番）
※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。

3502412月4日 曇 良 （28中京4）第2日 第12競走 ��
��1，200�

な る み

鳴 海 特 別
発走16時10分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

48 キタサンサジン 牡4栗 57 R．ムーア �大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 522－ 41：11．2 1．9�
（英）

713� ストロボフラッシュ 牝3芦 54 大野 拓弥吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &
Felicia Branham 476－ 8 〃 クビ 6．5�

816 ディープミタカ 牡5栗 57 津村 明秀深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 476－ 21：11．62	 14．7�
714 サンライズトーク 
6芦 57 菱田 裕二松岡 隆雄氏 渡辺 薫彦 新ひだか 鳥井牧場 498± 0 〃 アタマ 186．6�
47 コパノリスボン 牡3栗 56 C．ルメール 小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 506± 01：11．81	 5．7�
612 アイファーサラオー 牡4鹿 57 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 508＋ 61：11．9クビ 119．2	
35 シゲルゴホウサイ 牝4鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 436＋ 2 〃 ハナ 8．6

59 エンドレスシャイン 牡5鹿 57 内田 博幸岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 446＋ 21：12．0	 17．9�
611 ラフィネシチー 牝5青鹿55 田中 健 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 462－ 81：12．21� 84．0
815 キョウワエステル 牝3鹿 54 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 474＋ 6 〃 クビ 34．7�
36 � フ ィ ラ ー レ 牡5黒鹿57 丸山 元気岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B464＋ 4 〃 ハナ 138．3�
510� アキノアッパー 牡6栗 57 国分 優作穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 482－ 21：12．3クビ 237．3�
24 マーティンオート 牝6鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 498＋ 41：12．4	 60．7�
23 ウォーターメアヌイ 牝4鹿 55 丸田 恭介山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 432＋ 41：12．61� 191．9�
12 エンジェヌー 牝5青鹿55 中谷 雄太 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 41：12．7 56．3�
11 ゼンノヒストリエ 牡5黒鹿57 田辺 裕信大迫久美子氏 小島 茂之 新冠 川島牧場 512＋ 21：13．55 13．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，694，400円 複勝： 81，550，200円 枠連： 40，645，200円
馬連： 153，024，100円 馬単： 80，347，200円 ワイド： 87，042，400円
3連複： 219，181，400円 3連単： 369，205，900円 計： 1，091，690，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 260円 枠 連（4－7） 520円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 320円 �� 610円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 計 606944 的中 � 245799（1番人気）
複勝票数 計 815502 的中 � 270196（1番人気）� 100386（2番人気）� 56002（5番人気）
枠連票数 計 406452 的中 （4－7） 60403（2番人気）
馬連票数 計1530241 的中 �� 192460（2番人気）
馬単票数 計 803472 的中 �� 70676（2番人気）
ワイド票数 計 870424 的中 �� 77684（2番人気）�� 35467（6番人気）�� 15196（16番人気）
3連複票数 計2191814 的中 ��� 63591（9番人気）
3連単票数 計3692059 的中 ��� 37722（13番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．6―12．1―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―35．0―47．1―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．2
3 1（8，14）（5，13）2（11，7）4（3，16）10，15（6，9）－12 4 1（8，14）（2，5，13）（4，11，7）（3，16）10，15（6，9）－12

勝馬の
紹 介

キタサンサジン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2015．1．17 京都2着

2012．2．16生 牡4栗 母 キタサンヒメ 母母 キタサンクイン 16戦4勝 賞金 78，168，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時15分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サーティグランド号
（非抽選馬） 7頭 ウサギノカケアシ号・キャプテンシップ号・ストロングトリトン号・テイエムシャンパン号・ナムライチバンボシ号・

パッシングブリーズ号・リターンラルク号
※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。

４レース目



（28中京4）第2日 12月4日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 194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

361，570，000円
1，270，000円
6，940，000円
6，490，000円
43，130，000円
75，901，000円
5，599，000円
1，862，400円

勝馬投票券売得金
881，256，600円
1，154，321，000円
569，873，700円
2，543，085，700円
1，311，114，700円
1，229，412，300円
4，143，054，000円
7，686，048，000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 19，518，166，000円

総入場人員 33，500名 （有料入場人員 30，652名）
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