
3501312月3日 晴 良 （29中京4）第2日 第1競走 ��1，200�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
1：12．2
1：10．2

良
不良

47 クォーターバック 牡2黒鹿55 福永 祐一新井 康司氏 安田 隆行 新冠 ヤマタケ牧場 454－ 21：12．7 6．4�
11 マ ニ ク ー ル 牝2栗 54 C．ルメール 寺田 寿男氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 492－ 21：12．8� 2．6�
36 プロネルクール 牝2鹿 54 C．デムーロ �G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 486－101：13．01� 8．1�

（仏）

48 リネンゴール 牝2鹿 54 川須 栄彦戸山 光男氏 坂口 正則 日高 坪田 信作 436－ 21：13．85 419．7�
510 スリーミニオン 牡2栗 55

54 ☆木幡 初也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 460± 0 〃 クビ 177．8�
12 キ ン シ ョ ウ 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 浦河 ヒダカフアーム 460－141：13．9� 51．4	
816 メイショウダブル 牡2黒鹿 55

54 ☆荻野 極松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 480－ 21：14．0クビ 7．6

612 グ ラ ス レ オ 牡2黒鹿55 内田 博幸半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 41：14．1� 15．5�
815 キングリーフィスト 牡2鹿 55

54 ☆城戸 義政山口 敦広氏 清水 久詞 日高 道見牧場 500＋12 〃 クビ 38．1
59 ハルキストン 牡2鹿 55 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 440＋ 41：14．2クビ 30．7�
35 チャノカオリ 牝2鹿 54

51 ▲富田 暁山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 416－ 41：14．52 181．6�
713 アテンコール 牡2鹿 55 戸崎 圭太齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 444＋ 4 〃 ハナ 66．4�
23 サイモンルチアーノ 牡2栗 55 大野 拓弥澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 B496＋ 8 〃 アタマ 75．1�
611 カフジフェニックス 牡2芦 55 岩田 康誠加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 464－ 21：14．81� 4．9�
24 タニマサベーカ 牡2鹿 55

52 ▲藤田菜七子谷 研司氏 栗田 博憲 新冠 堤 牧場 448＋ 21：15．11� 69．2�
714 テイエムベアッコ 牝2青鹿54 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 444－ 81：17．1大差 319．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，892，500円 複勝： 31，106，000円 枠連： 9，169，500円
馬連： 37，980，800円 馬単： 18，748，200円 ワイド： 25，807，800円
3連複： 58，865，700円 3連単： 68，311，800円 計： 270，882，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 140円 � 130円 � 170円 枠 連（1－4） 820円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 290円 �� 600円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 7，720円

票 数

単勝票数 計 208925 的中 � 27246（3番人気）
複勝票数 計 311060 的中 � 60471（2番人気）� 68852（1番人気）� 38956（4番人気）
枠連票数 計 91695 的中 （1－4） 8577（4番人気）
馬連票数 計 379808 的中 �� 36626（2番人気）
馬単票数 計 187482 的中 �� 7542（5番人気）
ワイド票数 計 258078 的中 �� 24356（1番人気）�� 9912（7番人気）�� 19938（2番人気）
3連複票数 計 588657 的中 ��� 30776（2番人気）
3連単票数 計 683118 的中 ��� 6409（14番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．8―12．8―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―35．0―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クォーターバック �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．9．16 阪神4着

2015．4．11生 牡2黒鹿 母 ニシノバニーガール 母母 ビーマイアリ 4戦1勝 賞金 8，150，000円
〔制裁〕 キングリーフィスト号の騎手城戸義政は，4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）

チャノカオリ号の騎手富田暁は，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50，000円。（被害馬：12番・13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムベアッコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月3日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クラウンレガシー号・ピンクソルト号
※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。

3501412月3日 晴 良 （29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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

713 カリーニョミノル 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484－ 41：53．7 2．2�
612 アドマイヤウイング 牝6鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 5．3�
48 ジュンテオドーラ 牝3鹿 54 藤岡 康太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：54．12� 22．0�
11 クリノヴィクトリア 牝3栗 54

51 ▲横山 武史栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 440± 0 〃 アタマ 4．4�
611 シ ト ロ ン 牝4鹿 55

54 ☆城戸 義政�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B450－ 2 〃 ハナ 302．3�
35 トーセンメリッサ 牝5青 55 内田 博幸島川 	哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 478－101：54．31� 46．7

12 ア ウ ェ イ ク 牝4鹿 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：54．4クビ 15．1�
816 ワタシノロザリオ 牝3青鹿54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 446＋ 21：54．5� 16．0
23 モアアピール 牝5芦 55

52 ▲藤田菜七子�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：54．6� 47．7�
47 アオイテソーロ 牝3黒鹿54 中谷 雄太了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 508＋201：54．8� 7．4�
36 ポ ロ ス 牝4鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 B472＋ 21：55．12 353．5�
510	 メイショウクノイチ 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 444± 01：55．31 109．9�
59 ショウサンルヴィア 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 470＋ 61：55．4� 286．0�
714 オヒアレフア 牝4青鹿 55

54 ☆木幡 初也�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 B444＋ 61：55．6� 223．3�
24 ヤマニンシレーナ 牝3黒鹿54 大野 拓弥土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 448± 01：56．77 140．8�
815 クイントゥープル 牝3栗 54 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 61：58．7大差 114．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，920，900円 複勝： 34，859，000円 枠連： 10，754，200円
馬連： 38，602，600円 馬単： 21，060，000円 ワイド： 26，348，100円
3連複： 57，535，400円 3連単： 75，105，000円 計： 286，185，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 370円 枠 連（6－7） 430円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 210円 �� 840円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 6，940円

票 数

単勝票数 計 219209 的中 � 78764（1番人気）
複勝票数 計 348590 的中 � 112117（1番人気）� 53326（3番人気）� 15289（7番人気）
枠連票数 計 107542 的中 （6－7） 19111（2番人気）
馬連票数 計 386026 的中 �� 64317（1番人気）
馬単票数 計 210600 的中 �� 20747（1番人気）
ワイド票数 計 263481 的中 �� 38826（1番人気）�� 7193（9番人気）�� 4243（15番人気）
3連複票数 計 575354 的中 ��� 17749（8番人気）
3連単票数 計 751050 的中 ��� 7836（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―23．8―36．6―49．5―1：02．2―1：15．0―1：27．9―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カリーニョミノル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．31 新潟4着

2014．5．14生 牝3鹿 母 ダイワジェラート 母母 ビューティーメイク 12戦2勝 賞金 26，820，000円
〔制裁〕 ワタシノロザリオ号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

クリノヴィクトリア号の騎手横山武史は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 中京競馬 第２日



3501512月3日 晴 良 （29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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

816 アーバンイェーガー 牡3黒鹿56 R．ムーア 西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 510＋101：25．3 2．2�
（英）

11 ペイシャエヴァー 牡3鹿 56 岩田 康誠北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 488＋ 2 〃 クビ 58．8�
612 ジ オ ラ マ 牡4栗 57 C．ルメール �G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 524＋ 61：25．4クビ 3．9�
48 プッシュアゲン 牡4栗 57 C．デムーロ 浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 512＋ 61：25．82� 3．6�

（仏）

35 キンイロジャッカル 牡3栗 56 大野 拓弥石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 出口牧場 506－ 6 〃 クビ 61．8�
12 	 シゲルポインター 牡3鹿 56 松山 弘平森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 456＋ 8 〃 ハナ 408．6	
23 マイネルレンカ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 452－ 4 〃 アタマ 45．0

36 ブレヴェスト 牡4黒鹿57 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 480± 0 〃 ハナ 14．2�
47 キタサンシーザー 牡3黒鹿56 福永 祐一�大野商事 目野 哲也 新ひだか 藤川フアーム 494－ 21：25．9� 48．7
713 データヴァリュー 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 472± 01：26．0� 27．9�
611 サンタナブルー 牡5黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 474＋101：26．1クビ 21．6�
59 スモモチャン 牝4栗 55

52 ▲横山 武史ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 クビ 107．8�
24 パーソナルブルー 牡4鹿 57

56 ☆城戸 義政 �ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 464± 01：26．2� 454．6�

714	 サ ド ル オ ン 牡4黒鹿57 戸崎 圭太前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 11：26．3� 29．4�
510
	 エーシンザピーク 牡7栗 57 菅原 隆一本田 恒雄氏 南田美知雄 米

Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

B482＋ 51：26．93� 408．6	
815 オ ー ル イ ン 牡3鹿 56 丸山 元気菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 432－ 41：27．0� 238．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，769，500円 複勝： 41，237，000円 枠連： 10，784，000円
馬連： 45，758，600円 馬単： 28，127，200円 ワイド： 33，389，800円
3連複： 69，330，200円 3連単： 102，303，300円 計： 362，699，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 630円 � 180円 枠 連（1－8） 4，890円

馬 連 �� 6，690円 馬 単 �� 9，610円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 270円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 43，090円

票 数

単勝票数 計 317695 的中 � 112147（1番人気）
複勝票数 計 412370 的中 � 137943（1番人気）� 10103（9番人気）� 54988（3番人気）
枠連票数 計 107840 的中 （1－8） 1706（13番人気）
馬連票数 計 457586 的中 �� 5293（18番人気）
馬単票数 計 281272 的中 �� 2193（26番人気）
ワイド票数 計 333898 的中 �� 4078（19番人気）�� 38314（2番人気）�� 3369（24番人気）
3連複票数 計 693302 的中 ��� 9079（17番人気）
3連単票数 計1023033 的中 ��� 1721（118番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．9―48．3―1：01．2―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．0
3 ・（2，7）12（1，6，10，13）（3，5，16）（4，11，15）8－14，9 4 ・（2，7）12（1，6）13（3，5，10）16（4，11，15）8，14，9

勝馬の
紹 介

アーバンイェーガー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2017．2．25 中山7着

2014．5．25生 牡3黒鹿 母 マイグリーン 母母 マイサクセション 11戦2勝 賞金 21，900，000円
〔発走状況〕 ペイシャエヴァー号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ペイシャエヴァー号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マコトシャムロック号
（非抽選馬） 1頭 ドウディ号
※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3日 晴 良 （29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

711 シュナイデン 牡2栗 55 C．ルメール �G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 62：02．5 4．5�

813 ハーツフェルト 牝2栗 54 C．デムーロ 林 正道氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448－ 42：02．71� 5．9�
（仏）

45 アウデンティア 牡2黒鹿55 戸崎 圭太前田 葉子氏 鹿戸 雄一 浦河 笠松牧場 482± 0 〃 クビ 20．7�
57 バ リ エ ン テ 牡2黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 442＋ 22：02．91� 4．3�
68 ウインラナキラ 牝2鹿 54 田辺 裕信�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 404＋ 2 〃 クビ 55．0�
22 トーセンブレイヴ 牡2黒鹿55 大野 拓弥島川 	哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 ハナ 4．3

33 ポートフィリップ 牡2黒鹿55 岩田 康誠 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 460－ 82：03．11� 9．5�
812 サ ン デ ィ ー 牝2黒鹿54 福永 祐一山住 勲氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 450＋ 22：03．73� 27．9
69 ウインタリエンテ 牝2芦 54 内田 博幸�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 420－ 4 〃 クビ 25．0�
56 アドベントサンデー 牡2鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 42：03．8クビ 13．3�
44 カズアピアーニ 牡2鹿 55 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 482－ 42：04．01� 61．2�
710 コパノメンデス 牡2栗 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 若林 順一 446－ 62：04．74 549．7�
11 トップオブウイン 牡2鹿 55

52 ▲横山 武史寺田千代乃氏 松永 幹夫 浦河 有限会社
吉田ファーム 440＋122：06．29 149．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，595，800円 複勝： 49，403，400円 枠連： 10，474，700円
馬連： 44，881，400円 馬単： 21，403，600円 ワイド： 32，582，100円
3連複： 62，469，200円 3連単： 75，139，900円 計： 326，950，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 200円 � 570円 枠 連（7－8） 870円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，700円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 8，580円 3 連 単 ��� 30，760円

票 数

単勝票数 計 305958 的中 � 55704（3番人気）
複勝票数 計 494034 的中 � 83909（3番人気）� 67578（4番人気）� 17419（8番人気）
枠連票数 計 104747 的中 （7－8） 9226（3番人気）
馬連票数 計 448814 的中 �� 27828（4番人気）
馬単票数 計 214036 的中 �� 6985（4番人気）
ワイド票数 計 325821 的中 �� 20874（3番人気）�� 4699（22番人気）�� 3676（25番人気）
3連複票数 計 624692 的中 ��� 5458（29番人気）
3連単票数 計 751399 的中 ��� 1771（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．3―37．6―50．4―1：02．7―1：14．7―1：27．2―1：39．5―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュナイデン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2017．11．5 京都5着

2015．1．17生 牡2栗 母 サルヴェジェルマニア 母母 Salve Regina 2戦1勝 賞金 5，700，000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3日 晴 良 （29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

713 ミッキーワイルド 牡2鹿 55 福永 祐一野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 496 ―1：23．2 1．8�
47 ゴージャスランチ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 492 ―1：23．83� 6．9�
818 アスタービーナス 牝2鹿 54 岩田 康誠加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 404 ―1：23．9� 11．5�
714 ワイプティアーズ 牡2栗 55

54 ☆荻野 極吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 526 ― 〃 クビ 74．5�
36 リビングマイライフ 牝2鹿 54 大野 拓弥�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494 ―1：24．0� 51．9�
11 ジューンスクスク 牝2鹿 54 松山 弘平吉川 潤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 418 ― 〃 ハナ 119．4	
612 エイスノート 牝2黒鹿54 内田 博幸 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 472 ―1：24．42� 11．0

59 ラベンダーパープル 牡2黒鹿55 丸山 元気青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 438 ―1：24．5� 153．7�
611 コパノロビンソン 牡2黒鹿55 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 438 ― 〃 ハナ 94．8�
35 アドマイヤセレブ 牝2鹿 54 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 B458 ― 〃 クビ 5．3

（アドマイヤセレン）

48 デスティニーレイ 牡2青鹿55 古川 吉洋 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 470 ―1：24．71� 171．5�

510 イ ェ ー イ 牡2栗 55 的場 勇人山下 良子氏 的場 均 新冠 石田牧場 464 ―1：25．01� 175．3�
12 キクノゼファー 牡2鹿 55 秋山真一郎菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 458 ― 〃 ハナ 80．3�
715 テイエムイチズオー 牡2鹿 55

52 ▲富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 川越ファーム 466 ― 〃 クビ 77．4�
24 デルマカミカゼ 牡2黒鹿55 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 458 ―1：25．21	 261．2�
23 タマモブラボー 牡2鹿 55 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 496 ―1：26．15 214．9�
816 カタトゥンボ 牡2栗 55 田辺 裕信畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 482 ―1：26．95 98．7�
817 スノーキングダム 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 初也 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 530 ―1：28．510 216．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，508，600円 複勝： 34，557，600円 枠連： 11，044，400円
馬連： 41，343，900円 馬単： 24，476，900円 ワイド： 29，023，500円
3連複： 56，929，200円 3連単： 79，488，200円 計： 312，372，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 190円 枠 連（4－7） 630円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 310円 �� 320円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 355086 的中 � 166327（1番人気）
複勝票数 計 345576 的中 � 122776（1番人気）� 36293（3番人気）� 35732（4番人気）
枠連票数 計 110444 的中 （4－7） 13519（2番人気）
馬連票数 計 413439 的中 �� 45271（3番人気）
馬単票数 計 244769 的中 �� 19701（2番人気）
ワイド票数 計 290235 的中 �� 25357（3番人気）�� 24038（4番人気）�� 8207（9番人気）
3連複票数 計 569292 的中 ��� 28071（5番人気）
3連単票数 計 794882 的中 ��� 12774（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．7―48．3―1：00．6―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．9
3 ・（9，15）－14（12，13）（8，11）（7，18，16）（4，6）（1，2，17）5，10，3 4 9，15（8，14，13）12（4，11）（7，18）（1，6）（2，16）5，17，10，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーワイルド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ファルブラヴ 初出走

2015．2．4生 牡2鹿 母 ワイルドラズベリー 母母 ディアアドマイヤ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スノーキングダム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月3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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エイシンセレブ号・ガーネットムーン号・ディープエクセル号・ブラックブラック号・プロットツイスト号・

マキナガラージュ号・リュウドカズマ号

3501812月3日 晴 良 （29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 （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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

48 セ ン グ ウ 牝5栗 55
54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 482± 01：12．8 7．2�

23 タマモサザンクロス 牡3黒鹿 56
53 ▲富田 暁タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 448－ 4 〃 ハナ 4．8�

510 コスモクウェンチ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 486－101：13．01� 35．7�
12 パワフルヒロコ 牝3黒鹿54 松山 弘平三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 444＋ 21：13．1� 8．1�
47 メイショウヤクシマ 牡4栗 57 福永 祐一松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 468－ 21：13．31� 2．9	
612 バングルバングル 牡3栗 56 川須 栄彦手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 502＋121：13．51� 240．4

611 サウンドストリート 牡3鹿 56 内田 博幸増田 雄一氏 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 4 〃 ハナ 8．8�
815� タイバーカット 牡4栗 57 戸崎 圭太水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 漆原 武男 464－ 21：13．81	 7．5�
36 エイシンブリッツ 牡3栗 56 藤懸 貴志�栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 490＋ 4 〃 ハナ 91．6
24 ジ ー ニ ア イ 牡6青 57

56 ☆城戸 義政井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 B482－ 81：14．01� 100．1�
816 ファステストネオ 牝3栗 54 藤岡 康太鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 466＋ 8 〃 クビ 146．2�
59 アウトリガーカヌー 牡3芦 56

55 ☆荻野 極金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 528＋ 6 〃 クビ 206．6�

11 オモイサイフ 牡3栗 56 岩田 康誠小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ
アーム 502＋ 41：14．1クビ 39．0�

713 クラウンアゲン 牝4青鹿 55
54 ☆木幡 初也浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 436＋ 61：14．73� 22．7�

714 カ ラ カ 牝4鹿 55 吉田 隼人平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 470－ 41：15．01	 238．9�
35 タイセイラビッシュ 牡5鹿 57 丸山 元気田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：15．21 16．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，642，400円 複勝： 36，668，100円 枠連： 11，887，500円
馬連： 42，834，900円 馬単： 21，171，500円 ワイド： 30，694，300円
3連複： 61，602，600円 3連単： 73，927，600円 計： 303，428，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 210円 � 800円 枠 連（2－4） 720円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 600円 �� 2，910円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 15，860円 3 連 単 ��� 66，580円

票 数

単勝票数 計 246424 的中 � 27036（3番人気）
複勝票数 計 366681 的中 � 55742（2番人気）� 48977（3番人気）� 9330（9番人気）
枠連票数 計 118875 的中 （2－4） 12635（3番人気）
馬連票数 計 428349 的中 �� 18414（6番人気）
馬単票数 計 211715 的中 �� 3867（14番人気）
ワイド票数 計 306943 的中 �� 14003（5番人気）�� 2618（31番人気）�� 2769（30番人気）
3連複票数 計 616026 的中 ��� 2912（54番人気）
3連単票数 計 739276 的中 ��� 805（240番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．0―12．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．5―35．5―47．9―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ ン グ ウ �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー 2014．8．23 小倉5着

2012．4．5生 牝5栗 母 ホクザンパール 母母 ラツキーオカメ 30戦2勝 賞金 36，300，000円
※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） 4頭 エスペランサリュウ号・サーヒューストン号・パパラヴズマンボ号・マイハーベスト号
（非抽選馬） 4頭 カネノイロ号・カンタベリーマイン号・モンスールデジール号・ロワゾブルー号



3501912月3日 晴 良 （29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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

815� ディスカバー 牡3鹿 56
55 ☆木幡 初也村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470＋ 61：53．5 450．1�

714 スズカフューラー 牡3栗 56 松山 弘平永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 424± 0 〃 クビ 15．1�
611� メイショウナンプウ 牡3青鹿56 内田 博幸松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B482＋ 21：53．82 233．8�
510� アンリキャトル �6黒鹿57 吉田 隼人村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 466＋10 〃 アタマ 34．7�
24 キングドラゴン �4鹿 57 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 530± 01：53．9クビ 2．4�
612 ウォーターレスター 牡4黒鹿57 武 豊山岡 良一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 530－ 41：54．0� 22．1�
11 オ ー ル デ ン 牡3鹿 56 田辺 裕信金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 442－ 2 〃 アタマ 8．4	
47 アスカノハヤテ 牡3鹿 56 丸山 元気豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 462－101：54．1	 12．1

23 サンライズカラマ 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 488＋ 41：54．31
 65．5�

35 クリスタルバブルス 牡3黒鹿56 岩田 康誠 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B462＋ 61：54．51
 17．8�
12 ネクストムーブ 牡4栗 57 H．ボウマン 林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 514－ 61：54．81� 4．7

（豪）

48 ロッキーバローズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 530＋ 41：54．9クビ 19．4�
36 コリエドール 牡3栗 56 R．ムーア �サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋181：55．43 6．8�
（英）

59 テ ィ ー コ ア 牡3栗 56 藤岡 康太深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B504＋12 〃 クビ 111．5�
713 ファイナルコール �4鹿 57

56 ☆荻野 極山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484± 01：55．5クビ 219．5�
816� ビービーアルボーレ 牡3青鹿 56

53 ▲横山 武史�坂東牧場 中舘 英二 平取 坂東牧場 484－ 21：56．13	 677．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，509，200円 複勝： 42，448，100円 枠連： 14，535，900円
馬連： 53，330，600円 馬単： 27，591，500円 ワイド： 37，487，900円
3連複： 73，451，100円 3連単： 94，949，600円 計： 379，303，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 45，010円 複 勝 �11，030円 � 500円 � 4，080円 枠 連（7－8） 26，690円

馬 連 �� 365，760円 馬 単 �� 422，310円

ワ イ ド �� 61，660円 �� 129，000円 �� 28，430円

3 連 複 ��� 5，508，830円 3 連 単 ��� 22，946，150円

票 数

単勝票数 計 355092 的中 � 631（15番人気）
複勝票数 計 424481 的中 � 964（15番人気）� 24987（7番人気）� 2637（13番人気）
枠連票数 計 145359 的中 （7－8） 422（30番人気）
馬連票数 計 533306 的中 �� 113（110番人気）
馬単票数 計 275915 的中 �� 49（196番人気）
ワイド票数 計 374879 的中 �� 157（101番人気）�� 75（114番人気）�� 341（87番人気）
3連複票数 計 734511 的中 ��� 10（545番人気）
3連単票数 計 949496 的中 ��� 3（2879番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．2―50．1―1：02．9―1：15．4―1：28．3―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ディスカバー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジャングルポケット

2014．2．22生 牡3鹿 母 スペシャルポケット 母母 トゥースペシャル 11戦1勝 賞金 12，600，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グリトニル号・サンマルエンパイア号・シルバーゲイル号
※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。

3502012月3日 晴 良 （29中京4）第2日 第8競走 ��1，200�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

612 ワールドフォーラブ 牝3黒鹿54 福永 祐一吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 446＋201：08．7 12．7�
818 ファミーユボヌール 牝3黒鹿54 C．ルメール 原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 450－ 81：08．8� 8．1�
59 ポンテファブリチオ 牡4鹿 57 R．ムーア 窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B506＋ 41：08．9� 4．7�

（英）

611 アドマイヤジャズ 牡5青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：09．11	 30．5�
48 クリノスーアンコー 牡5青鹿57 秋山真一郎栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 504－ 2 〃 クビ 5．1�
714 ナンヨーマーズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 448＋ 21：09．31	 2．7�
12 フ ィ ネ ス 牝3青鹿54 田辺 裕信落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 430－ 41：09．4� 62．8	
47 インフルエンサー 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 446＋12 〃 ハナ 62．3

23 オトコギマサムネ 
6鹿 57 中谷 雄太塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B496± 01：09．5クビ 81．6�
24 ミルトドリーム 牡3鹿 56 大野 拓弥永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 516＋ 8 〃 アタマ 17．0�
510 ウインベントゥーラ 牡5鹿 57 松山 弘平ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 466－ 61：09．6� 34．5�
817 タニマサガール 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 446＋101：09．91� 34．9�
713 シセイカスガ 牡6黒鹿 57

54 ▲富田 暁猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 416＋ 8 〃 クビ 46．6�
35 アイムウィッシング 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 41：10．0クビ 18．8�

36 � アロースコルトン 牡4鹿 57 丸山 元気吉田 好雄氏 蛯名 利弘 新冠 山岡牧場 B478＋ 61：10．31� 320．8�
11 ラブリイメッセージ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史山王飯店 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B456－ 21：11．15 222．8�
715 キットダイジョウブ 牝3黒鹿54 川須 栄彦小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 414＋ 41：11．41� 97．4�

（17頭）
816� ジ ェ ス ロ 
4鹿 57 C．デムーロ 松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 430＋ 8 （競走除外）

（仏）

売 得 金
単勝： 30，561，000円 複勝： 37，987，700円 枠連： 16，024，100円
馬連： 46，070，600円 馬単： 22，028，700円 ワイド： 32，956，300円
3連複： 61，493，400円 3連単： 71，347，500円 計： 318，469，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 350円 � 280円 � 200円 枠 連（6－8） 1，910円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 9，500円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 1，440円 �� 890円

3 連 複 ��� 10，430円 3 連 単 ��� 69，150円

票 数

単勝票数 差引計 305610（返還計 10003） 的中 � 19227（5番人気）
複勝票数 差引計 379877（返還計 19980） 的中 � 25568（5番人気）� 33537（4番人気）� 58030（2番人気）
枠連票数 計 160241 的中 （6－8） 6499（8番人気）
馬連票数 差引計 460706（返還計 54825） 的中 �� 6806（18番人気）
馬単票数 差引計 220287（返還計 25150） 的中 �� 1739（31番人気）
ワイド票数 差引計 329563（返還計 40882） 的中 �� 4461（20番人気）�� 5835（14番人気）�� 9760（6番人気）
3連複票数 差引計 614934（返還計138435） 的中 ��� 4420（31番人気）
3連単票数 差引計 713475（返還計161843） 的中 ��� 748（200番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．3―11．6―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．2―45．8―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワールドフォーラブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．1．7 京都1着

2014．5．11生 牝3黒鹿 母 ユニバーサル 母母 エリモエクセル 6戦2勝 賞金 13，500，000円
〔競走除外〕 ジェスロ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻4分遅延。
※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 リアルスキャット号
（非抽選馬） 1頭 パストラル号
※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3日 晴 良 （29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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：58．3
1：56．1

良
良

12 シンギュラリティ 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 482＋ 62：01．4 4．0�
35 キャリアベスト 牡3栗 56 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 488－ 82：01．5� 31．5�
612	 マテンロウゴースト 牡4栗 57 C．デムーロ 寺田千代乃氏 中内田充正 愛 Nobutaka

Tada 500＋122：01．6� 9．7�
（仏）

817 アドマイヤスター 牡5青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－10 〃 クビ 22．0�
23 エスティーム 牡3黒鹿56 H．ボウマン 岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 530＋ 62：01．81
 16．5�

（豪）

11 アドヴェントス 牝4黒鹿55 R．ムーア 	キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：02．01
 2．7

（英）

714 ハ ウ エ バ ー 牡3栗 56 秋山真一郎古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 404－ 62：02．1� 92．5�
715 マイネルパンドーロ 牡3黒鹿56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 2 〃 ハナ 111．6�
59 ピスカデーラ 牝3鹿 54 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 アタマ 118．1
24 エイシンスレイマン 牡3鹿 56 福永 祐一�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 466＋ 2 〃 ハナ 4．3�
611 モ ク レ レ 牡3黒鹿56 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：02．2� 21．4�
816 ラ レ ゾ ン 牝3黒鹿54 大野 拓弥 	社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434± 02：02．3� 113．9�
47 デュパルクカズマ 牡3鹿 56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 438－ 2 〃 クビ 129．2�
36 ブライティアスター 牝6黒鹿55 横山 武史小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 468＋ 62：02．72� 390．3�
713� ミトノグラス 牡4鹿 57 吉田 隼人ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 488＋122：02．8� 86．3�
510 オンザロックス 牡4鹿 57 戸崎 圭太稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 484＋ 82：02．9� 21．4�
818	 ロードクロムウェル 牡5鹿 57 荻野 極 �ロードホースクラブ 安田 隆行 愛 K. I. Farm

Corporation 482＋12 〃 アタマ 124．6�
48 エヴァンジル 牝5黒鹿55 岩崎 翼岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 482＋ 2 〃 アタマ 388．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，890，300円 複勝： 51，342，600円 枠連： 22，099，600円
馬連： 84，117，400円 馬単： 38，427，100円 ワイド： 48，753，200円
3連複： 115，540，100円 3連単： 154，928，600円 計： 556，098，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 590円 � 280円 枠 連（1－3） 3，010円

馬 連 �� 6，770円 馬 単 �� 9，180円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 680円 �� 4，900円

3 連 複 ��� 18，200円 3 連 単 ��� 108，000円

票 数

単勝票数 計 408903 的中 � 81431（2番人気）
複勝票数 計 513426 的中 � 93099（3番人気）� 18283（9番人気）� 47152（4番人気）
枠連票数 計 220996 的中 （1－3） 5679（9番人気）
馬連票数 計 841174 的中 �� 9617（20番人気）
馬単票数 計 384271 的中 �� 3137（28番人気）
ワイド票数 計 487532 的中 �� 6120（20番人気）�� 19658（4番人気）�� 2458（34番人気）
3連複票数 計1155401 的中 ��� 4760（47番人気）
3連単票数 計1549286 的中 ��� 1040（267番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．2―36．8―49．4―1：01．8―1：14．4―1：26．9―1：38．9―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

シンギュラリティ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2016．12．23 中山6着

2014．4．30生 牡3鹿 母 サミットヴィル 母母 Tina Heights 9戦2勝 賞金 30，269，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ハギノカエラ号
※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。

3502212月3日 晴 良 （29中京4）第2日 第10競走 ��1，400�
と ば

鳥 羽 特 別
発走14時50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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

611 サプルマインド 牝4鹿 55 C．ルメール �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 446± 01：21．5 2．6�
816 テ ラ ノ ヴ ァ 牝4芦 55 R．ムーア �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 490－ 4 〃 クビ 3．5�

（英）

817 タケショウベスト 牝3鹿 54 大野 拓弥�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 460－ 21：21．6クビ 14．5�
23 クードラパン 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 508＋ 8 〃 クビ 41．8�
35 キョウワゼノビア 牝4黒鹿55 内田 博幸�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 480＋ 2 〃 ハナ 13．5�
36 ココファンタジア 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 41：21．7クビ 32．7	
24 � ウォークロニクル 牝5青鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 ハナ 22．6

612 レッドリボン 牝3鹿 54 C．デムーロ 甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 444－ 6 〃 クビ 18．6�

（仏）

713 クリーンファンキー 牝4栗 55 武 豊石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 488＋ 2 〃 アタマ 34．8�
715 シャンデリアハウス 牝5黒鹿55 荻野 極 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 アタマ 84．0
48 フェルトベルク 牝3鹿 54 丸山 元気加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 422± 0 〃 ハナ 113．5�
11 ラベンダーヴァレイ 牝4鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452＋241：21．91� 7．2�
59 メイショウベルボン 牝3栗 54 吉田 隼人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 450－ 2 〃 クビ 23．3�
510 スターリーウインド 牝5黒鹿55 松山 弘平 �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－ 4 〃 アタマ 148．3�
714 シ ン ダ ー ズ 牝5青鹿55 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 61：22．0クビ 55．2�
818 レオパルディナ 牝5鹿 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 448± 01：22．53 257．7�
47 ホ ノ カ 牝3鹿 54 藤田菜七子�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 486－ 21：22．81� 44．1�
12 メローブリーズ 牝3黒鹿54 古川 吉洋�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 466＋16 〃 クビ 108．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 55，475，500円 複勝： 72，684，800円 枠連： 27，739，500円
馬連： 115，801，200円 馬単： 56，038，000円 ワイド： 71，184，500円
3連複： 155，348，700円 3連単： 207，981，500円 計： 762，253，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 230円 枠 連（6－8） 360円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 200円 �� 480円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 5，430円

票 数

単勝票数 計 554755 的中 � 169309（1番人気）
複勝票数 計 726848 的中 � 184965（1番人気）� 141476（2番人気）� 58155（4番人気）
枠連票数 計 277395 的中 （6－8） 59692（1番人気）
馬連票数 計1158012 的中 �� 188944（1番人気）
馬単票数 計 560380 的中 �� 37402（2番人気）
ワイド票数 計 711845 的中 �� 110792（1番人気）�� 34425（3番人気）�� 23018（6番人気）
3連複票数 計1553487 的中 ��� 68751（2番人気）
3連単票数 計2079815 的中 ��� 27756（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．2―12．0―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．6―46．8―58．8―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サプルマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mtoto デビュー 2015．8．23 新潟1着

2013．2．24生 牝4鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 13戦4勝 賞金 58，660，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カトルラポール号
※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。

１レース目



3502312月3日 晴 良 （29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18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 3，360，000円 960，000円 480，000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
1：50．1
1：48．8

重
重
良
良 （阪神）

59 ゴールドドリーム 牡4鹿 57 R．ムーア 吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 538＋141：50．1 13．0�
（英）

713 テイエムジンソク 牡5芦 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム
牧場株式会社 496＋ 4 〃 クビ 4．8�

11 コパノリッキー 牡7栗 57 田辺 裕信小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 546＋ 91：50．2クビ 13．2�
12 ケイティブレイブ 牡4栗 57 福永 祐一瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 岡野牧場 512＋ 91：50．41� 6．6�
611	 アウォーディー 牡7鹿 57 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management B508＋ 41：50．5
 7．3�
23 ミ ツ バ 牡5鹿 57 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B472＋10 〃 クビ 40．4	
612 カフジテイク 牡5青鹿57 C．ルメール 加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 488± 01：50．6
 9．6

510 キングズガード 牡6鹿 57 藤岡 康太�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 472＋ 2 〃 クビ 29．8�
24 ノンコノユメ �5栃栗57 C．デムーロ 山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446－ 61：50．7
 10．8

（仏）

48 グレンツェント 牡4鹿 57 H．ボウマン �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 ハナ 22．2�
（豪）

714 サウンドトゥルー �7栗 57 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 1 〃 ハナ 5．4�
816 ローズプリンスダム 牡3青鹿56 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 458＋ 21：50．8
 81．4�
36 モルトベーネ 牡5栗 57 秋山真一郎三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 474＋ 41：50．9
 62．2�
35 メイショウスミトモ 牡6鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 21：51．0
 128．2�
47 ロンドンタウン 牡4鹿 57 岩田 康誠薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 518＋ 31：51．95 12．0�

（15頭）
815	 アポロケンタッキー 牡5鹿 57 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug

Branham ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 602，478，000円 複勝： 684，158，900円 枠連： 517，355，500円
馬連： 1，988，717，600円 馬単： 801，874，100円 ワイド： 896，638，700円
3連複： 3，398，945，700円 3連単： 5，283，583，800円 計： 14，173，752，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 500円 � 230円 � 560円 枠 連（5－7） 1，570円

馬 連 �� 4，140円 馬 単 �� 9，400円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 4，060円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 27，350円 3 連 単 ��� 158，490円

票 数

単勝票数 差引計6024780（返還計 28458） 的中 � 369107（8番人気）
複勝票数 差引計6841589（返還計 30477） 的中 � 332555（8番人気）� 912769（2番人気）� 290001（9番人気）
枠連票数 差引計5173555（返還計 2102） 的中 （5－7） 255211（7番人気）
馬連票数 差引計19887176（返還計205029） 的中 �� 371752（18番人気）
馬単票数 差引計8018741（返還計 88381） 的中 �� 63928（43番人気）
ワイド票数 差引計8966387（返還計 99870） 的中 �� 127785（23番人気）�� 56308（51番人気）�� 97184（34番人気）
3連複票数 差引計33989457（返還計570832） 的中 ��� 93191（111番人気）
3連単票数 差引計52835838（返還計845918） 的中 ��� 24169（616番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．2―48．9―1：01．6―1：13．9―1：25．9―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドドリーム �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．12．13 阪神1着

2013．4．19生 牡4鹿 母 モンヴェール 母母 スペシャルジェイド 8戦6勝 賞金 284，164，000円
［他本会外：5戦0勝］

〔出走取消〕 アポロケンタッキー号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アスカノロマン号・サンライズソア号・サンライズノヴァ号・スリータイタン号・トップディーヴォ号・ピオネロ号・

メイショウウタゲ号
※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。

3502412月3日 晴 良 （29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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

816 コパノマイケル 牡4栗 57 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 日高 三城牧場 B524－ 21：11．0 6．9�
11 ブルームーン 牡5鹿 57 C．デムーロ�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 81：11．42� 7．0�
（仏）

815 ナムラヒューマン 牡5芦 57 大野 拓弥奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 470＋ 61：11．61 68．5�
611	 サウンドジャンゴ 牡5鹿 57 戸崎 圭太増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables B514± 01：11．81
 18．8�
510 ショウナンカイドウ 牡4栗 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B534＋ 4 〃 クビ 38．3�
23 ヒルノデンハーグ �5栗 57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 B482± 01：11．9クビ 86．5	
35 � メイショウオルソ 牡4黒鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 518＋ 41：12．11 10．2

713 エイシンカーニバル 牡5栗 57 C．ルメール�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 472＋ 4 〃 クビ 4．2�
48 � ナニスンネン 牡5栗 57 内田 博幸杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 518－ 4 〃 アタマ 37．5�
612 タガノカトレア 牝3鹿 54 岩田 康誠八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436－ 41：12．2� 3．6
59 キングソング 牡7鹿 57 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 438－ 4 〃 クビ 23．0�
47 メイショウグジョウ 牡3栗 56 岡田 祥嗣松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 470＋ 6 〃 ハナ 49．1�
24 ミスズスター 牡4鹿 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 462＋ 4 〃 ハナ 20．0�
36 レッツイットラン 牡5栗 57 H．ボウマン 深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 492± 01：13．58 23．1�

（豪）

714 ベルエスメラルダ 牝3黒鹿54 岩崎 翼内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B444－ 21：14．67 17．9�
12 ラッシュアウト �3黒鹿56 原田 和真岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 438－ 21：15．77 66．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，697，900円 複勝： 109，449，300円 枠連： 43，397，500円
馬連： 174，420，400円 馬単： 70，711，600円 ワイド： 113，571，700円
3連複： 265，606，200円 3連単： 339，040，600円 計： 1，197，895，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 260円 � 260円 � 1，330円 枠 連（1－8） 2，880円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 6，930円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 6，140円 �� 6，720円

3 連 複 ��� 53，170円 3 連 単 ��� 248，280円

票 数

単勝票数 計 816979 的中 � 93994（3番人気）
複勝票数 計1094493 的中 � 122262（4番人気）� 122303（3番人気）� 17711（14番人気）
枠連票数 計 433975 的中 （1－8） 11658（12番人気）
馬連票数 計1744204 的中 �� 37027（9番人気）
馬単票数 計 707116 的中 �� 7651（20番人気）
ワイド票数 計1135717 的中 �� 28671（8番人気）�� 4678（64番人気）�� 4267（70番人気）
3連複票数 計2656062 的中 ��� 3746（171番人気）
3連単票数 計3390406 的中 ��� 990（765番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．4―12．3―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．4―46．7―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．6
3 ・（2，16）－（10，12）－（5，6）13（4，1）9（11，14）15，8（3，7） 4 ・（2，16）－（10，12）－6，13（5，1）（4，11，9）15（3，7，8，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コパノマイケル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ウォーニング デビュー 2016．2．20 京都8着

2013．4．19生 牡4栗 母 ジョウノイザベラ 母母 イエローストーン 11戦4勝 賞金 41，999，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時15分に変更。
〔制裁〕 コパノマイケル号の騎手福永祐一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：12番・10番・

5番・4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラッシュアウト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月3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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 シゲルヒラマサ号・ジュエアトゥー号・パッシングブリーズ号
（非抽選馬）10頭 ウリボー号・エメラルエナジー号・スレッジハンマー号・バイレ号・ブライスガウ号・ブラックジョー号・

マイネルラック号・メイショウカイモン号・メイショウミズカゼ号・メイプルキング号
※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



（29中京4）第2日 12月3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 195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
厩務員出走奨励金

365，600，000円
2，530，000円
20，080，000円
6，710，000円
45，200，000円
80，049，000円
5，625，000円
1，872，000円

勝馬投票券売得金
1，011，941，600円
1，225，902，500円
705，266，400円
2，713，860，000円
1，151，658，400円
1，378，437，900円
4，437，117，500円
6，626，107，400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 19，250，291，700円

総入場人員 34，663名 （有料入場人員 31，459名）
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