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3506112月18日 晴 良 （28中京4）第6日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・左）
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

714 スズカロング 牡2鹿 55 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 476－ 21：56．3 4．1�
23 セヴィルロアー 牡2鹿 55 丸山 元気北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 478－ 21：56．4� 61．2�
36 エスポワールパレス 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 490－ 21：56．61� 2．8�
47 ブルックリンソウル 牡2鹿 55 秋山真一郎村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 508＋121：56．81� 5．0�
35 スグスキシッパイ 牡2鹿 55 丸田 恭介小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 438－ 41：57．86 31．8�
48 シンゼンキング 牡2黒鹿 55

53 △義 英真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 468－ 61：58．01� 43．6�

815 エーアガイツ 牡2鹿 55 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 446－ 41：58．21� 11．5	
611 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 464＋ 21：58．52 221．5�

24 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± 01：58．71 255．8�

12 シ ロ イ バ ラ 牡2栗 55 西村 太一和田牧場 和田 正道 日高 スマイルファーム 468－121：58．8	 206．1�
510 スターファルコン 牡2鹿 55 菱田 裕二中本 行則氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 464＋14 〃 クビ 193．6�
11 ブラックモトヒメ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子黒澤 尚氏 柴田 政人 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B438－ 21：59．75 71．8�

612 ラッキーハピーガイ 牡2栗 55
53 △井上 敏樹岸本 英文氏 石毛 善彦 新ひだか 福岡 駿弥 470－102：00．12� 317．0�

713 ディライトラッシュ 牡2鹿 55 A．アッゼニ 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 西園 正都 浦河 小倉牧場 494－ 22：03．3大差 4．7�

（英）

59 マーシアサルト 牡2栗 55
54 ☆岩崎 翼佐藤 勝士氏 南井 克巳 新ひだか チャンピオンズファーム 522－ 22：08．3大差 17．7�

（15頭）
816 キクノフェリックス 牡2黒鹿55 石橋 脩菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 16，726，500円 複勝： 22，212，900円 枠連： 8，585，000円
馬連： 32，707，400円 馬単： 17，259，900円 ワイド： 19，124，500円
3連複： 48，503，700円 3連単： 64，535，500円 計： 229，655，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 860円 � 130円 枠 連（2－7） 3，520円

馬 連 �� 12，040円 馬 単 �� 16，530円

ワ イ ド �� 2，950円 �� 300円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 9，440円 3 連 単 ��� 73，560円

票 数

単勝票数 計 167265 的中 � 32137（2番人気）
複勝票数 計 222129 的中 � 37844（3番人気）� 4084（8番人気）� 59399（1番人気）
枠連票数 計 85850 的中 （2－7） 1890（11番人気）
馬連票数 計 327074 的中 �� 2105（24番人気）
馬単票数 計 172599 的中 �� 783（41番人気）
ワイド票数 計 191245 的中 �� 1512（23番人気）�� 19169（1番人気）�� 2140（21番人気）
3連複票数 計 485037 的中 ��� 3852（29番人気）
3連単票数 計 645355 的中 ��� 636（181番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―13．7―13．9―12．4―13．1―13．1―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―38．1―52．0―1：04．4―1：17．5―1：30．6―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカロング �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．6．26 阪神10着

2014．5．4生 牡2鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 6戦1勝 賞金 8，250，000円
〔出走取消〕 キクノフェリックス号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディライトラッシュ号・マーシアサルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

1月18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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナムラシャーク号
※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。

3506212月18日 晴 良 （28中京4）第6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

59 ファビラスヒーロー �3芦 56
54 △義 英真吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 482＋ 41：24．9 1．8�

36 タイセイプレゼンス 牡3黒鹿56 藤岡 康太田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 484－ 2 〃 ハナ 5．9�
23 アオイサンシャイン 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512－ 61：25．32� 11．9�

35 エイシンミノアカ 牝3黒鹿 54
53 ☆�島 克駿�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 432＋ 21：25．62 11．6�

12 スモモチャン 牝3栗 54
52 △井上 敏樹ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 436－ 81：25．92 188．9�

714	 ワキノアタリ 牝3鹿 54 中谷 雄太脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 462－16 〃 アタマ 18．1	
816 ビ バ ラ ビ ダ 牝3鹿 54

53 ☆長岡 禎仁桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 468＋ 61：26．0クビ 26．2

510 パセンジャーシップ 牝4芦 55

52 ▲荻野 極吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 498＋ 4 〃 クビ 13．7�
24 ジ ュ ン ゲ ル 牡3鹿 56

54 △木幡 初也幅田 昌伸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 464＋ 81：26．1クビ 49．3�
48 	 キ ン グ リ オ 牡4鹿 57 丸山 元気窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 514＋ 4 〃 クビ 9．0
611 ランドハイパワー 牡3鹿 56

54 △城戸 義政木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 486＋101：26．41
 96．2�
713	 シゲルジダイマツリ 牡4栗 57 太宰 啓介森中 蕃氏 松山 将樹 新ひだか 広田牧場 B508＋ 41：26．71
 252．2�
47 タイキラトナンジュ 牡4鹿 57 菱田 裕二�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 454－ 2 〃 ハナ 37．6�
11 メイショウキシドウ 牡4鹿 57 小島 太一松本 和子氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 21：26．8クビ 149．2�
612 マイネルロタシオン 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム B490＋ 61：27．33 126．2�

815	 コンスタンシー 牝3青鹿 54
52 △原田 和真永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 414－121：27．83 147．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，523，500円 複勝： 29，540，800円 枠連： 11，211，100円
馬連： 35，852，000円 馬単： 21，573，200円 ワイド： 25，933，500円
3連複： 53，389，200円 3連単： 66，566，800円 計： 267，590，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 240円 枠 連（3－5） 360円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 240円 �� 480円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 5，100円

票 数

単勝票数 計 235235 的中 � 103290（1番人気）
複勝票数 計 295408 的中 � 103677（1番人気）� 49371（2番人気）� 20162（5番人気）
枠連票数 計 112111 的中 （3－5） 24061（1番人気）
馬連票数 計 358520 的中 �� 54407（1番人気）
馬単票数 計 215732 的中 �� 22113（1番人気）
ワイド票数 計 259335 的中 �� 32476（1番人気）�� 13151（4番人気）�� 6806（10番人気）
3連複票数 計 533892 的中 ��� 21414（3番人気）
3連単票数 計 665668 的中 ��� 9447（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．0―47．4―1：00．0―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファビラスヒーロー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．7．4 中京8着

2013．3．10生 �3芦 母 サトノサクラ 母母 シジェームサン 12戦2勝 賞金 18，750，000円
〔制裁〕 アオイサンシャイン号の騎手加藤祥太は，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：8番・

5番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アルパーシャン号
（非抽選馬） 1頭 ホッコーヴァール号

第４回 中京競馬 第６日



3506312月18日 晴 良 （28中京4）第6日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10時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
1：10．1
1：08．7

重
重

611� バーサーカー 牡4栗 57 秋山真一郎香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 B512＋121：12．3 11．6�
510 エ ク ス シ ア 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 440＋ 21：12．61� 58．4�
48 メイショウボノム 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 476＋ 61：12．81� 1．8�
815 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 468－ 6 〃 ハナ 20．5�
816 レッツイットラン 牡4栗 57 石橋 脩深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 494± 01：13．01	 10．5�
612 クリノスイートピー 牝4黒鹿 55

53 △井上 敏樹栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 442± 01：13．21	 45．0�
59 ヒルトンヘッド 牡3栃栗 56

55 ☆
島 克駿阿部 雅英氏 角田 晃一 平取 坂東牧場 570＋201：13．3� 4．9	
713 ショウナンカイドウ 牡3栗 56 丸山 元気国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 536＋201：13．4� 53．1

12 ラ ト ゥ ー ル 牝4鹿 55

53 △木幡 初也佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 444－ 61：13．5� 135．4�
24 クリノサンレオ 牡3栗 56

54 △城戸 義政栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 440＋ 2 〃 クビ 8．6�
11 スマイルハッピー 牝4鹿 55

53 △原田 和真臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 450＋ 2 〃 ハナ 48．5
714 マイティジャック 牡3黒鹿56 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 454＋ 61：13．6� 153．7�
23 � シャトルソニック 牡4鹿 57

56 ☆長岡 禎仁細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 494＋ 81：13．81	 112．3�
47 パルパルパンダ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 田中 裕之 468－ 41：14．11� 28．0�
35 ティーエスバラ 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 520＋ 81：14．2クビ 138．6�
36 マサノハナチャン 牝5鹿 55 杉原 誠人中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 442－ 41：15．05 53．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，699，700円 複勝： 38，631，100円 枠連： 12，222，000円
馬連： 39，628，700円 馬単： 24，226，500円 ワイド： 29，103，000円
3連複： 59，211，600円 3連単： 77，791，700円 計： 304，514，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 280円 � 870円 � 110円 枠 連（5－6） 2，130円

馬 連 �� 27，440円 馬 単 �� 57，680円

ワ イ ド �� 5，410円 �� 530円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 16，190円 3 連 単 ��� 194，470円

票 数

単勝票数 計 236997 的中 � 16328（5番人気）
複勝票数 計 386311 的中 � 23986（5番人気）� 6042（10番人気）� 175519（1番人気）
枠連票数 計 122220 的中 （5－6） 4430（9番人気）
馬連票数 計 396287 的中 �� 1119（50番人気）
馬単票数 計 242265 的中 �� 315（98番人気）
ワイド票数 計 291030 的中 �� 1311（46番人気）�� 15427（4番人気）�� 3469（23番人気）
3連複票数 計 592116 的中 ��� 2742（51番人気）
3連単票数 計 777917 的中 ��� 290（479番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．9―12．5―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．9―47．4―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�バーサーカー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト

2012．5．15生 牡4栗 母 フリーバード 母母 オースミサツキ 14戦1勝 賞金 11，100，000円
初出走 JRA

3506412月18日 晴 良 （28中京4）第6日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：16．7良

813 ハギノパトリオット �4黒鹿60 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 464＋ 43：18．9 1．6�
11 セイクリッドロード �7鹿 60 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 516＋123：19．53� 20．0�
22 エリーフェアリー 牝5鹿 58 江田 勇亮谷川 正純氏 谷原 義明 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484－ 63：20．45 48．1�
711 ウインセイヴィア 牡4栗 60 草野 太郎�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 464－ 23：20．61� 5．1�
34 ローレルブレット 牡7黒鹿60 浜野谷憲尚 �ローレルレーシング 竹内 正洋 新冠 川島牧場 450－ 83：21．13 40．2�
814	 ブリリアントミノル 牡5鹿 60 石神 深一吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 458－ 23：21．95 37．4	
45 サトノバセロン �5青鹿60 大江原 圭里見 治氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 518± 03：23．28 42．4

46 ア ビ ス コ 牡6芦 60 金子 光希金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 510＋ 43：23．41� 16．0�
610 マコトグロズヌイ 牡5芦 60 五十嵐雄祐�ディアマント 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 522± 0 〃 同着 123．0�
58 ダテノハクトラ 牡5芦 60 中村 将之河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 496＋ 23：24．03� 12．5
33 サムライフォンテン 牡3黒鹿58 高野 和馬吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 472＋ 43：25．27 160．1�
69 ル ー 牡6鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 472＋ 83：25．83� 9．4�
712
 ウ リ ボ ー 牡4栗 60 平沢 健治冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 536＋203：30．2大差 33．5�
57 
 サウンドターゲット 牡5鹿 60 白浜 雄造増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 496＋143：30．73 40．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，593，600円 複勝： 35，720，700円 枠連： 10，706，800円
馬連： 31，961，800円 馬単： 23，517，400円 ワイド： 21，832，400円
3連複： 52，220，500円 3連単： 88，165，200円 計： 281，718，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 360円 � 930円 枠 連（1－8） 1，300円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，910円 �� 6，800円

3 連 複 ��� 16，930円 3 連 単 ��� 40，890円

票 数

単勝票数 計 175936 的中 � 83388（1番人気）
複勝票数 計 357207 的中 � 215583（1番人気）� 11840（6番人気）� 3940（12番人気）
枠連票数 計 107068 的中 （1－8） 6358（5番人気）
馬連票数 計 319618 的中 �� 18395（5番人気）
馬単票数 計 235174 的中 �� 10280（6番人気）
ワイド票数 計 218324 的中 �� 9772（5番人気）�� 2885（21番人気）�� 787（57番人気）
3連複票数 計 522205 的中 ��� 2313（52番人気）
3連単票数 計 881652 的中 ��� 1563（118番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．1－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノパトリオット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2014．10．26 京都8着

2012．3．20生 �4黒鹿 母 エリモファイナル 母母 エリモセントラル 障害：4戦1勝 賞金 11，250，000円
〔制裁〕 ダテノハクトラ号の騎手中村将之は，1周目4号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：2番・6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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サウンドウィケット号・サンライフル号・メイショウライナー号・ワークショップ号
（非抽選馬） 1頭 イチザビーナス号



3506512月18日 晴 良 （28中京4）第6日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・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� コースレコード

中央レコード
1：34．7
1：32．3

稍重
良

611 ラントシャフト 牝2栗 54 A．アッゼニ �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 21：36．3 4．0�

（英）

510 ファミーユボヌール 牝2黒鹿54 石橋 脩原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 444－ 61：36．62 5．1�
35 イ ズ ナ 牝2黒鹿54 秋山真一郎杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 422－ 41：36．7� 30．3�
713 サイレントアスカ 牝2鹿 54 藤岡 康太髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 484－ 41：36．91� 2．4�
23 スナッチアイズ 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－121：37．11� 18．1	

815 エミットライト 牝2黒鹿54 古川 吉洋�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 472＋181：37．2� 23．4

612 ファイブフォース 牝2鹿 54 丸田 恭介�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 468－ 81：37．41� 15．5�
59 ピンクブリザード 牝2鹿 54 中谷 雄太ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋20 〃 ハナ 28．8�
816 アパラチアン 牝2栗 54 丸山 元気須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 426＋ 61：37．61 30．8�
36 アシュランス 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 408± 0 〃 ハナ 50．6�

48 ルナフォース 牝2栗 54 太宰 啓介上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 422± 01：37．81� 16．2�
47 ノ ゾ ミ 牝2黒鹿 54

51 ▲荻野 極平川 浩之氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 442－ 2 〃 ハナ 62．9�
11 ヴィーエンプレス 牝2栗 54 川須 栄彦古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 480－ 41：38．01� 62．4�
714 ウインラヴィベル 牝2栗 54 菱田 裕二�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 394－ 2 〃 クビ 122．0�
24 ノンブルアン 牝2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446－121：38．1クビ 243．8�

12 クールマドカ 牝2黒鹿 54
52 △木幡 初也川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 484＋101：38．95 184．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，210，300円 複勝： 29，803，200円 枠連： 12，279，000円
馬連： 38，981，500円 馬単： 22，445，200円 ワイド： 28，668，100円
3連複： 60，351，000円 3連単： 78，138，600円 計： 290，876，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 180円 � 560円 枠 連（5－6） 870円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，350円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 8，770円 3 連 単 ��� 30，350円

票 数

単勝票数 計 202103 的中 � 39997（2番人気）
複勝票数 計 298032 的中 � 48123（3番人気）� 48432（2番人気）� 10428（9番人気）
枠連票数 計 122790 的中 （5－6） 10892（3番人気）
馬連票数 計 389815 的中 �� 21991（3番人気）
馬単票数 計 224452 的中 �� 7081（5番人気）
ワイド票数 計 286681 的中 �� 16797（3番人気）�� 5273（16番人気）�� 4863（17番人気）
3連複票数 計 603510 的中 ��� 5157（24番人気）
3連単票数 計 781386 的中 ��� 1866（84番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．3―12．2―12．5―12．2―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．6―48．8―1：01．3―1：13．5―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ラントシャフト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ムタファーウエク デビュー 2016．10．23 京都6着

2014．4．16生 牝2栗 母 マイネトゥインクル 母母 マイネブリリアン 4戦1勝 賞金 6，250，000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。

3506612月18日 晴 良 （28中京4）第6日 第6競走 ��
��1，800�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
1：48．9
1：47．8

重
重

59 ゴールドインゴット 牡3黒鹿56 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 470± 01：53．5 6．1�
816� ハリケーンバローズ 牡3鹿 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Dr. Naoya Yoshida

& Bill Justice 530＋241：53．6	 3．2�
24 ドルチェリア 
3鹿 56 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 518± 0 〃 ハナ 2．6�
36 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 456－ 21：54．55 16．7�
11 � パラティーノ 牡7黒鹿57 丸山 元気村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 530－ 21：55．24 28．4�
23 ウェイアップハイ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 468＋141：55．41� 34．5	
714 カゼノドリーム 牡4鹿 57

56 ☆中井 裕二深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 458－ 21：55．93 248．2

47 シ ベ リ ウ ス 牡3栗 56 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460－ 2 〃 クビ 184．7�
611� ホウザンゴッド 牡4栗 57 山本 康志加藤 豊三氏 南田美知雄 むかわ 清水ファーム 484－ 61：56．0� 382．4�
12 � レオクイック 牡4鹿 57 丸田 恭介坂田 行夫氏 天間 昭一 浦河 田中スタッド 470－141：56．21 83．5
48 � ミュートロギア 牡3青鹿 56

55 ☆長岡 禎仁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 21：56．41 57．9�

815 セイカエドミザカ 牡3栗 56
54 △木幡 初也久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 B472－ 41：56．5� 28．6�

510� 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

542＋ 4 〃 クビ 109．8�
612 ファンドレイザー 
3鹿 56 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504－ 21：56．92� 5．7�
（英）

713 コパデスコパ 牡3栗 56 菱田 裕二小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 498－101：57．0� 113．5�
35 � ティーエスナイン 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 476± 01：58．59 228．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，246，100円 複勝： 34，549，300円 枠連： 12，185，600円
馬連： 42，510，600円 馬単： 24，047，600円 ワイド： 29，872，600円
3連複： 61，194，400円 3連単： 84，910，200円 計： 316，516，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 140円 � 130円 � 130円 枠 連（5－8） 890円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 410円 �� 300円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 11，020円

票 数

単勝票数 計 272461 的中 � 35661（4番人気）
複勝票数 計 345493 的中 � 60514（3番人気）� 68768（1番人気）� 67966（2番人気）
枠連票数 計 121856 的中 （5－8） 10602（4番人気）
馬連票数 計 425106 的中 �� 27087（5番人気）
馬単票数 計 240476 的中 �� 6240（10番人気）
ワイド票数 計 298726 的中 �� 17280（5番人気）�� 25414（2番人気）�� 28741（1番人気）
3連複票数 計 611944 的中 ��� 44508（2番人気）
3連単票数 計 849102 的中 ��� 5582（27番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．5―12．6―12．1―12．8―13．5―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．4―49．0―1：01．1―1：13．9―1：27．4―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．6
1
3
4（13，15）－12（5，7，10）16，1（3，8）2（6，9）11，14
4，13－15（1，12）（10，16）（7，9）6，3（5，8，11）（2，14）

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

勝馬の
紹 介

ゴールドインゴット �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サンデーウェル デビュー 2015．11．21 京都4着

2013．5．10生 牡3黒鹿 母 カタズオノンデ 母母 オグラトウシヨウ 13戦2勝 賞金 25，163，000円
〔発走状況〕 ドルチェリア号は，枠入り不良。
※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 サンウィノナ号・マサノホーク号
※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。



3506712月18日 晴 良 （28中京4）第6日 第7競走 1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （芝・左）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

510 タガノミルキー 牝3芦 54
52 △城戸 義政八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438＋ 41：21．1 7．1�
24 � ウォークロニクル 牝4青鹿 55

53 △井上 敏樹 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：21．2� 30．5�
611 プルメリアブーケ 牝3栗 54

53 ☆長岡 禎仁吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：21．41� 26．4�
11 ナタリーバローズ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 454－ 81：21．61� 4．7�
36 � プロタゴニスト 牡5鹿 57 平野 優佐久間拓士氏 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 8 〃 クビ 368．1�
23 � ジュエルプラネット �5鹿 57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 450－ 4 〃 ハナ 4．9	
35 プエルトプリンセサ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 420－ 21：21．7� 11．3

818 サ ル ド ナ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 ハナ 5．2�
715 リルティングインク 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 448－ 2 〃 アタマ 19．2

47 � レッドアフレイム 牡4鹿 57 西村 太一 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社
吉田ファーム 440＋ 2 〃 ハナ 37．1�

714 トウカイクローネ 牡4青鹿 57
54 ▲荻野 極内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 478＋ 21：21．8クビ 16．9�

12 エターナルユース 牝3栗 54
51 ▲三津谷隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 422± 0 〃 クビ 116．2�
48 アスクジョーダン 牡4鹿 57

55 △原田 和真廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 500± 0 〃 ハナ 9．8�
713 ジェルミナーレ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�ターフ・スポート牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 438－ 41：21．9� 21．1�
612 スミレタンポポ 牝4鹿 55

54 ☆加藤 祥太海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 418＋ 8 〃 アタマ 163．4�
816 ラホーヤビーチ 牝4青鹿55 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 464－ 41：22．32� 65．9�
59 メイショウベニフジ 牝3黒鹿54 水口 優也松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 442－101：22．61� 76．4�
817 ヴァッフシュテルケ 牡5青鹿 57

54 ▲森 裕太朗�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 488＋221：22．91	 49．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，920，200円 複勝： 35，435，500円 枠連： 14，830，500円
馬連： 45，239，700円 馬単： 23，167，000円 ワイド： 32，656，500円
3連複： 71，033，700円 3連単： 85，468，000円 計： 330，751，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 260円 � 840円 � 640円 枠 連（2－5） 1，410円

馬 連 �� 10，790円 馬 単 �� 22，130円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 2，640円 �� 9，820円

3 連 複 ��� 69，540円 3 連 単 ��� 302，260円

票 数

単勝票数 計 229202 的中 � 25713（4番人気）
複勝票数 計 354355 的中 � 40862（4番人気）� 10140（12番人気）� 13635（8番人気）
枠連票数 計 148305 的中 （2－5） 8100（5番人気）
馬連票数 計 452397 的中 �� 3248（40番人気）
馬単票数 計 231670 的中 �� 785（86番人気）
ワイド票数 計 326565 的中 �� 2981（36番人気）�� 3212（31番人気）�� 847（82番人気）
3連複票数 計 710337 的中 ��� 766（209番人気）
3連単票数 計 854680 的中 ��� 205（922番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．0―11．4―11．7―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．1―45．5―57．2―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 ・（16，17）9（1，18）11（7，8，13）（5，14）（3，6）（4，10）（2，12）－15 4 16，17－（1，9，18）11（7，8，13）5（3，6，14）（4，10）（2，12）－15

勝馬の
紹 介

タガノミルキー �
�
父 タガノゲルニカ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2015．7．12 中京1着

2013．4．11生 牝3芦 母 タガノプレジール 母母 タガノシャルフ 16戦2勝 賞金 17，550，000円
〔騎手変更〕 トウカイクローネ号の騎手義英真は，負傷のため荻野極に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シリーシンフォニー号・ノミネーション号

3506812月18日 晴 良 （28中京4）第6日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （ダート・左）

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

611� イ ト ハ ユ リ 牝5芦 55
54 ☆加藤 祥太田畑 憲士氏 庄野 靖志 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋101：54．8 51．4�
35 � カラフルマーメイド 牝4鹿 55 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 486＋161：55．65 165．7�
22 コパノビジン 牝3鹿 54 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B470＋ 2 〃 クビ 3．2�
610 トリプライト 牝3鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B458＋ 21：55．7クビ 3．3�
712 メイショウサルーテ 牝5鹿 55

52 ▲荻野 極松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 514± 01：56．12� 10．2�
11 コリャコリャ 牝5鹿 55

53 △井上 敏樹小田切有一氏 星野 忍 新ひだか 田中 裕之 482－ 21：56．41� 200．4	
815� ラックアサイン 牝4鹿 55 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 41：56．5� 7．1

34 ポ ロ ス 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 462－ 81：56．6� 121．1�
23 ネフェルティティ 牝3芦 54 石橋 脩前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ B476＋101：56．7� 15．8�
814� ヤ マ ガ ー ル 牝6栗 55

53 △原田 和真西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 530－ 6 〃 アタマ 120．6
58 エルパンドール 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政難波 経雄氏 南井 克巳 新冠 ハシモトフアーム 482＋101：56．8クビ 46．1�
59 スイートメロディー 牝3鹿 54 藤岡 康太村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 470－101：56．9� 8．1�
47 ヤマカツサファイヤ 牝3青鹿 54

53 ☆	島 克駿山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 514＋141：57．53� 13．8�
46 スズカマドンナ 牝4鹿 55 中谷 雄太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 456＋ 41：57．92� 112．2�
713 リュイールスター 牝3黒鹿 54

52 △木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 41：58．32 15．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，675，200円 複勝： 28，331，300円 枠連： 13，808，700円
馬連： 40，706，000円 馬単： 23，936，600円 ワイド： 26，787，700円
3連複： 57，083，100円 3連単： 81，751，200円 計： 296，079，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，140円 複 勝 � 1，020円 � 2，910円 � 180円 枠 連（3－6） 8，540円

馬 連 �� 185，570円 馬 単 �� 345，230円

ワ イ ド �� 32，320円 �� 2，320円 �� 5，480円

3 連 複 ��� 184，530円 3 連 単 ��� 1，743，220円

票 数

単勝票数 計 236752 的中 � 3678（10番人気）
複勝票数 計 283313 的中 � 6153（10番人気）� 2056（14番人気）� 56337（1番人気）
枠連票数 計 138087 的中 （3－6） 1252（19番人気）
馬連票数 計 407060 的中 �� 170（94番人気）
馬単票数 計 239366 的中 �� 52（177番人気）
ワイド票数 計 267877 的中 �� 211（94番人気）�� 3021（26番人気）�� 1259（43番人気）
3連複票数 計 570831 的中 ��� 232（224番人気）
3連単票数 計 817512 的中 ��� 34（1575番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―38．1―51．4―1：03．2―1：15．8―1：28．8―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．0
1
3
3，7（9，10）15（2，8）12，13，5－（1，11）－4，14－6・（3，7）（10，11）（9，8，15，12）（2，13）5－4（14，6）1

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

勝馬の
紹 介

�イ ト ハ ユ リ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ク ロ フ ネ

2011．1．17生 牝5芦 母 リ リ ウ ム 母母 ベ ゴ ニ ア 15戦1勝 賞金 9，490，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ヤマカツサファイヤ号の騎手義英真は，負傷のため	島克駿に変更。
※出走取消馬 オヒアレフア号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サンレイフレンチ号



3506912月18日 晴 良 （28中京4）第6日 第9競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳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

816 ファスナハト 牡3青鹿 55
54 ☆加藤 祥太 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 540± 02：14．3 37．5�

11 レトロロック 牡4鹿 57 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 482＋ 82：14．51 3．1�

12 オールドクラシック 牡3青鹿55 丸田 恭介�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 ハナ 26．1�
817 ルックトゥワイス 牡3鹿 55 岡田 祥嗣飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 430－ 62：14．6� 9．1�
510 シンゼンドリーム 牡3黒鹿55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 476－ 22：14．7� 6．5	
36 シャインブライト 牡3芦 55 丸山 元気了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 3．5

48 マイネルレオーネ 牡4黒鹿57 A．アッゼニ �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± 02：14．8クビ 6．7�
（英）

611 コスモプロテア 牡3鹿 55 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 476＋26 〃 クビ 111．3�
35 ハギノカエラ 牝3栗 53

51 △城戸 義政安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 404－102：15．11� 77．1
59 エイシンキスミー 牝3鹿 53 石橋 脩�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 476－102：15．42 21．6�
612 シュンクルーズ 牡4黒鹿 57

56 ☆長岡 禎仁村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ
ファーム 464＋ 2 〃 クビ 257．1�

47 メリーモナーク 	4鹿 57
56 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 478± 02：15．5クビ 59．6�

815 ジュンファイトクン 牡4栗 57
54 ▲荻野 極河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 458＋ 82：15．6� 15．2�

23 スマートカオス 牡3黒鹿55 高田 潤大川 徹氏 寺島 良 平取 稲原牧場 456＋ 42：15．7� 260．2�
713
 トップインパクト 牡4鹿 57 古川 吉洋�コオロ 昆 貢 新冠 森永 聡 B432＋ 22：16．02 81．1�
24 
 ドルチェレガート 	5栗 57

55 △原田 和真岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 450± 02：16．2� 207．0�
714 イタリアンフェッテ 牝5鹿 55

53 △木幡 初也芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 426＋ 42：17．47 243．6�
（17頭）

売 得 金
単勝： 27，841，600円 複勝： 38，022，100円 枠連： 16，964，500円
馬連： 55，749，500円 馬単： 27，780，600円 ワイド： 33，631，100円
3連複： 78，738，200円 3連単： 110，727，500円 計： 389，455，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，750円 複 勝 � 830円 � 190円 � 580円 枠 連（1－8） 870円

馬 連 �� 6，560円 馬 単 �� 19，500円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 6，260円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 34，490円 3 連 単 ��� 247，000円

票 数

単勝票数 計 278416 的中 � 5931（9番人気）
複勝票数 計 380221 的中 � 10115（9番人気）� 66796（2番人気）� 15293（8番人気）
枠連票数 計 169645 的中 （1－8） 14984（4番人気）
馬連票数 計 557495 的中 �� 6584（22番人気）
馬単票数 計 277806 的中 �� 1068（57番人気）
ワイド票数 計 336311 的中 �� 3139（27番人気）�� 1354（44番人気）�� 7382（13番人気）
3連複票数 計 787382 的中 ��� 1712（90番人気）
3連単票数 計1107275 的中 ��� 325（595番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―12．3―13．3―12．8―11．8―12．2―11．8―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．6―36．9―50．2―1：03．0―1：14．8―1：27．0―1：38．8―1：50．6―2：02．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファスナハト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．10．25 京都3着

2013．3．22生 牡3青鹿 母 フェスタデルドンナ 母母 スカーレツトブルー 8戦2勝 賞金 15，300，000円
〔制裁〕 オールドクラシック号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※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。

3507012月18日 晴 良 （28中京4）第6日 第10競走 ��
��1，200�

く わ な

桑 名 特 別
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

714 ブレイズガール 牝3鹿 54 加藤 祥太岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B482＋ 21：09．2 13．7�
510 スパイチャクラ 牝3黒鹿54 丸山 元気 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 466－ 81：09．3� 16．2�
715 ク ロ ー ソ ー 牝4鹿 55 菱田 裕二大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：09．51	 5．4�
24 
 スペードクイーン 牝3栗 54 A．アッゼニ 吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 460＋ 21：09．71	 10．1�
（英）

713 タイムレスメロディ 牝3鹿 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 418－ 41：09．8� 14．8�
612 シェアザジョイフル 牝4鹿 55 川須 栄彦 	グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 462＋ 61：09．9� 32．0

59 タマモブリリアン 牝3黒鹿54 藤岡 康太タマモ	 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 458± 0 〃 クビ 7．0�
35 シャンデリアハウス 牝4黒鹿55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：10．0クビ 2．9�
48 ハギノソフィア 牝6栗 55 杉原 誠人安岡美津子氏 �島 一歩 日高 天羽 禮治 486＋14 〃 ハナ 242．2
611 コスモマイルール 牝5栗 55 井上 敏樹岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 446－ 2 〃 クビ 75．4�
818 ト キ ワ 牝4鹿 55 石橋 脩田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 474＋10 〃 ハナ 29．5�
47 スナークスカイ 牡3鹿 56 荻野 極杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 446＋ 41：10．1クビ 196．3�
23 ヒ ワ ラ ニ 牝3鹿 54 古川 吉洋名古屋友豊	 木原 一良 新ひだか 高橋 修 468－ 61：10．31	 8．7�
12 グリーンバシリスク 牝3栗 54 木幡 初也石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B454－ 2 〃 ハナ 40．7�
817 プリンシパルスター 牡3青鹿56 �島 克駿 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B456＋ 81：10．62 63．4�
816� ヒマラヤキンラン 牝3鹿 54 中井 裕二辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 千代田牧場 422－10 〃 クビ 233．8�
11 マダムクレアシオン 牝3鹿 54 岡田 祥嗣	ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 440－101：10．81	 149．1�
36 サクラヴィオーラ 牝5栗 55 丸田 恭介	さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 480＋ 21：11．22� 33．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，792，800円 複勝： 44，709，800円 枠連： 25，604，500円
馬連： 82，264，200円 馬単： 38，560，300円 ワイド： 46，408，700円
3連複： 118，150，400円 3連単： 159，430，200円 計： 548，920，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 360円 � 530円 � 180円 枠 連（5－7） 840円

馬 連 �� 12，670円 馬 単 �� 24，690円

ワ イ ド �� 3，960円 �� 1，340円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 22，920円 3 連 単 ��� 165，120円

票 数

単勝票数 計 337928 的中 � 19711（6番人気）
複勝票数 計 447098 的中 � 29882（7番人気）� 18704（8番人気）� 79932（2番人気）
枠連票数 計 256045 的中 （5－7） 23568（4番人気）
馬連票数 計 822642 的中 �� 5030（41番人気）
馬単票数 計 385603 的中 �� 1171（79番人気）
ワイド票数 計 464087 的中 �� 2965（44番人気）�� 9081（13番人気）�� 6228（20番人気）
3連複票数 計1181504 的中 ��� 3866（74番人気）
3連単票数 計1594302 的中 ��� 700（505番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．3―11．4―11．2―12．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレイズガール �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．12．12 阪神10着

2013．4．7生 牝3鹿 母 ア ペ イ ロ ン 母母 カ リ ー ノ 8戦2勝 賞金 18，577，000円
〔騎手変更〕 スナークスカイ号の騎手義英真は，負傷のため荻野極に変更。
※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・ツキミチャン号・ベルリネッタ号
※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。

１レース目



3507112月18日 晴 良 （28中京4）第6日 第11競走 ��
��1，400�

み か わ

三河ステークス
発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，27．12．19以降28．12．11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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

56 ブルミラコロ 牡4鹿 56 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 522＋ 41：24．2 2．6�
11 キタサンサジン 牡4栗 55 川須 栄彦�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 526＋ 41：24．3� 9．0�
44 メイショウアイアン 牡6鹿 54 �島 克駿松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 500－ 21：24．51	 37．4�
710 ア ル タ イ ル 牡4栗 55 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B482＋ 2 〃 クビ 8．4�
57 ナンヨーカノン 牝6青鹿52 丸山 元気中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474＋101：24．6
 25．9�
813 ポイントブランク 牡6栗 55 古川 吉洋 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 546＋ 81：24．7クビ 10．1	
69 サ ン グ ラ ス 牡5青鹿55 中谷 雄太玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B510＋ 2 〃 アタマ 32．0

45 メイショウツレヅレ 牝7黒鹿54 菱田 裕二松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 466＋16 〃 ハナ 27．7�
68 モ ン テ ネ オ 牡6黒鹿54 長岡 禎仁毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 486＋12 〃 クビ 152．7�
711� エイシンバランサー 牡4芦 56 A．アッゼニ栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs B478＋ 41：25．01
 5．2�
（英）

812 サトノネプチューン 牡6鹿 54 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：25．1� 45．5�
33 ゴールドスーク 牡5栗 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 512＋14 〃 クビ 5．6�
22 ブライトチェリー 牝6芦 52 宮崎 北斗 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム B488＋ 21：26．37 93．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，737，900円 複勝： 75，726，000円 枠連： 38，036，300円
馬連： 179，728，200円 馬単： 81，767，100円 ワイド： 85，380，000円
3連複： 257，190，600円 3連単： 410，649，300円 計： 1，185，215，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 270円 � 600円 枠 連（1－5） 1，170円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，020円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 19，080円 3 連 単 ��� 69，300円

票 数

単勝票数 計 567379 的中 � 173602（1番人気）
複勝票数 計 757260 的中 � 201882（1番人気）� 62794（5番人気）� 23952（10番人気）
枠連票数 計 380363 的中 （1－5） 25055（4番人気）
馬連票数 計1797282 的中 �� 122357（3番人気）
馬単票数 計 817671 的中 �� 36137（5番人気）
ワイド票数 計 853800 的中 �� 47809（3番人気）�� 10485（22番人気）�� 4958（41番人気）
3連複票数 計2571906 的中 ��� 10107（52番人気）
3連単票数 計4106493 的中 ��� 4296（203番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．6―35．2―47．1―59．5―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．1
3 1，2，5（3，6）（8，13）（11，7）10－4（9，12） 4 1（2，5）3，6（8，13）（11，7）10（9，4）12

勝馬の
紹 介

ブルミラコロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．2．14 京都2着

2012．4．27生 牡4鹿 母 キングスミール 母母 スルーオール 12戦5勝 賞金 82，906，000円
〔制裁〕 キタサンサジン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。
※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。

3507212月18日 晴 良 （28中京4）第6日 第12競走 ��
��2，200�

お わ り

尾 張 特 別
発走16時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

813 スクエアフォールド �3鹿 55 丸田 恭介 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B472＋ 22：14．8 5．7�
69 カ ラ ビ ナ 牡3鹿 55 秋山真一郎 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 514－ 22：15．01	 4．4�
57 シルクブルックリン 牡7黒鹿57 長岡 禎仁 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 556＋ 2 〃 ハナ 128．6�
710 リ ノ リ オ 牡5黒鹿57 藤岡 康太�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 512＋ 22：15．1
 9．1�
711 シークレットパス 牡5芦 57 中井 裕二岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 22：15．2� 48．6	
56 � スリーヴェローチェ 牡7鹿 57 加藤 祥太永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 466－142：15．3� 26．0

68 フロリダパンサー 牡5青鹿57 太宰 啓介吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478－ 8 〃 クビ 13．1�
45 ベストセラーアスク 牝5鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 428＋ 62：15．4� 73．3�
22 ヘイローフォンテン 牡6鹿 57 井上 敏樹吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B530－ 82：15．5� 147．6
11  エイシンアロンジー 牡5鹿 57 A．アッゼニ�栄進堂 西園 正都 愛

Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

492＋12 〃 ハナ 1．9�
（英）

33 � サンエイゴールド 牡3黒鹿55 木幡 初也鈴木 雅俊氏 瀬戸 幸一 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 4 〃 クビ 111．2�
（岩手）

812� フジノサムライ 牡4黒鹿57 丸山 元気栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 柏木 一則 540＋ 12：15．71 119．0�
44 アドマイヤツヨシ 牡6鹿 57 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 466－ 22：15．8
 26．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，863，400円 複勝： 65，629，800円 枠連： 31，712，600円
馬連： 109，217，900円 馬単： 62，954，400円 ワイド： 59，652，300円
3連複： 152，488，300円 3連単： 288，243，900円 計： 822，762，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 220円 � 250円 � 1，790円 枠 連（6－8） 1，080円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 510円 �� 5，050円 �� 4，520円

3 連 複 ��� 26，430円 3 連 単 ��� 95，550円

票 数

単勝票数 計 528634 的中 � 73871（3番人気）
複勝票数 計 656298 的中 � 89464（2番人気）� 75428（3番人気）� 7507（10番人気）
枠連票数 計 317126 的中 （6－8） 22586（4番人気）
馬連票数 計1092179 的中 �� 58882（5番人気）
馬単票数 計 629544 的中 �� 13956（11番人気）
ワイド票数 計 596523 的中 �� 32955（5番人気）�� 2892（42番人気）�� 3235（37番人気）
3連複票数 計1524883 的中 ��� 4326（65番人気）
3連単票数 計2882439 的中 ��� 2187（233番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―11．9―13．5―13．1―12．7―12．3―12．0―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―24．3―36．2―49．7―1：02．8―1：15．5―1：27．8―1：39．8―1：51．4―2：02．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0
1
3
8，12，2－3（5，6）（1，4，13）7－9－10－11
8（12，3）（2，11）6（4，9）（5，7，13）1，10

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

勝馬の
紹 介

スクエアフォールド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．6．13 東京10着

2013．2．7生 �3鹿 母 センシュアルドレス 母母 ジェミードレス 13戦3勝 賞金 38，911，000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。

４レース目



（28中京4）第6日 12月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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

191，120，000円
2，530，000円
4，200，000円
1，610，000円
19，270，000円
72，469，000円
5，676，800円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
346，830，800円
478，312，500円
208，146，600円
734，547，500円
391，235，800円
439，050，400円
1，069，554，700円
1，596，378，100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 5，264，056，400円

総入場人員 17，788名 （有料入場人員 15，771名）



平成28年度 第4回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，110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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

1，372，340，000円
8，870，000円
34，930，000円
15，830，000円
148，440，000円
3，000，000円
432，651，000円
33，710，000円
10，656，000円

勝馬投票券売得金
2，524，489，000円
3，543，880，100円
1，504，122，900円
5，998，434，600円
3，125，642，100円
3，310，214，400円
9，213，116，300円
15，137，149，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 44，357，048，900円

総入場延人員 111，761名 （有料入場延人員 100，348名）
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