
3504912月16日 曇 良 （29中京4）第5日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時00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
1：24．3
1：23．0

良
重

714 ラブリーイレブン 牝2栗 54 松若 風馬吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 432＋ 61：26．8 5．2�
12 ナリタミニスター 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗�オースミ 中尾 秀正 新ひだか グランド牧場 460＋ 21：27．22� 1．7�
24 マイネルクランチ 牡2鹿 55 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 海馬沢 明 438－ 41：27．3� 250．9�
47 トラストノブナガ �2鹿 55 藤懸 貴志菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 440－ 21：27．72� 56．7�
11 ペイシャモン 牝2青鹿 54

53 ☆�島 克駿北所 直人氏 坂口 正則 様似 髙村 伸一 472－ 2 〃 ハナ 21．7�
816 ミトノブラック 牡2青鹿55 佐藤 友則ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464± 01：28．33� 71．1	

（笠松）

815 ヒ ダ ル マ 牡2鹿 55 吉原 寛人冨士井直哉氏 森 秀行 新冠 ハクツ牧場 464± 01：28．51� 8．7

（金沢）

36 インコントロ 牝2鹿 54
51 ▲富田 暁鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 小倉牧場 434－ 21：28．71� 272．1�

23 マ ザ ー 牝2芦 54 丸山 元気小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 494－ 2 〃 クビ 57．3�
35 ア オ ラ ニ 牝2栗 54

51 ▲川又 賢治山住 勲氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 448－101：28．9	 8．0
48 プラズマディライト 牡2栗 55

52 ▲横山 武史ポリッシュホースメイト中舘 英二 新ひだか 城市 公 434＋ 2 〃 クビ 132．2�
713 シミズミナト 牡2栗 55 岩崎 翼山本 茂氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田 猛 484± 01：29．0クビ 98．1�
611 サイモンバイタル 牡2鹿 55 高倉 稜澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 446＋181：29．53 130．1�
510 ハットワンスター 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476＋141：29．92� 37．8�
59 コンヴィーヴォ 牝2栗 54 藤岡 康太永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 418－121：30．22 214．6�
612 クリノモンロー 牝2鹿 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 青森 滝沢牧場 428＋ 21：30．83� 375．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，505，300円 複勝： 72，554，000円 枠連： 10，452，900円
馬連： 37，899，000円 馬単： 23，100，600円 ワイド： 26，213，700円
3連複： 56，619，900円 3連単： 81，156，600円 計： 330，502，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 140円 � 110円 � 2，460円 枠 連（1－7） 290円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 170円 �� 8，770円 �� 4，490円

3 連 複 ��� 14，080円 3 連 単 ��� 68，490円

票 数

単勝票数 計 225053 的中 � 36603（2番人気）
複勝票数 計 725540 的中 � 54914（2番人気）� 542070（1番人気）� 1421（13番人気）
枠連票数 計 104529 的中 （1－7） 27463（1番人気）
馬連票数 計 378990 的中 �� 95598（1番人気）
馬単票数 計 231006 的中 �� 18171（3番人気）
ワイド票数 計 262137 的中 �� 55298（1番人気）�� 609（46番人気）�� 1198（37番人気）
3連複票数 計 566199 的中 ��� 3015（33番人気）
3連単票数 計 811566 的中 ��� 859（149番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．2―12．7―13．0―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―36．3―49．0―1：02．0―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブリーイレブン �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．6．17 阪神4着

2015．2．16生 牝2栗 母 カノヤザミラクル 母母 ウッドマンズシック 6戦1勝 賞金 10，150，000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 ダンツコンフォート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3505012月16日 曇 良 （29中京4）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走10時30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

48 アドマイヤウイング 牝6鹿 55 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484± 01：53．6 2．3�
23 クルークハイト 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 462＋ 8 〃 クビ 9．3�
24 ブライトリビング 牝4芦 55 菱田 裕二 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋141：53．81 9．7�
713 トリプライト 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B468－ 21：53．9� 6．2�
11 クイックモーション 牝4鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：54．53� 10．4�
36 ワンダーレアリサル 牝3鹿 54 太宰 啓介山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 486± 01：54．6� 5．6	
12 イダフェイマ 牝4芦 55

52 ▲菊沢 一樹張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 526－ 81：55．02� 77．1

611� サンタテレサ 牝3鹿 54 川須 栄彦山上 和良氏 崎山 博樹 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 クビ 42．5�
510 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 B452＋ 21：55．63� 43．2�
35 エスペランサルル 牝5栗 55 岩崎 翼江上 幸氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 442＋ 21：55．7クビ 90．4�
47 ジュリエットベール 牝3鹿 54 吉原 寛人吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 434＋ 61：56．02 25．3�

（金沢）

612 クインズヌーサ 牝3鹿 54 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 466＋281：56．21	 83．9�
815 ガーランドワルツ 牝3鹿 54

53 ☆
島 克駿 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B470－ 4 〃 クビ 57．1�
59 ポ ロ ス 牝4鹿 55 長岡 禎仁�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 B474＋ 61：56．3� 356．6�
714 レッドラトナ 牝3鹿 54 松若 風馬 �東京ホースレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 444± 01：56．61� 76．2�
816 グランディフローラ 牝5鹿 55 
島 良太 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 476＋241：56．7� 38．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，588，700円 複勝： 38，237，500円 枠連： 10，086，900円
馬連： 36，274，300円 馬単： 18，406，700円 ワイド： 30，428，800円
3連複： 54，766，100円 3連単： 62，847，500円 計： 276，636，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 230円 � 250円 枠 連（2－4） 630円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 470円 �� 500円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 13，570円

票 数

単勝票数 計 255887 的中 � 87122（1番人気）
複勝票数 計 382375 的中 � 123508（1番人気）� 34115（4番人気）� 29095（5番人気）
枠連票数 計 100869 的中 （2－4） 12335（2番人気）
馬連票数 計 362743 的中 �� 27514（2番人気）
馬単票数 計 184067 的中 �� 9431（3番人気）
ワイド票数 計 304288 的中 �� 17065（3番人気）�� 15973（4番人気）�� 7126（10番人気）
3連複票数 計 547661 的中 ��� 13947（7番人気）
3連単票数 計 628475 的中 ��� 3356（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．4―50．2―1：02．6―1：15．2―1：28．1―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
6，12（1，2，13）（3，4）14（8，11，15）7（5，16）－（9，10）
6，12（1，13，4）2（3，14）（8，15）（11，16）7（5，10）－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤウイング �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Charismatic デビュー 2013．11．3 京都3着

2011．3．21生 牝6鹿 母 カリズマティックゴールド 母母 Color of Gold 39戦2勝 賞金 43，850，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

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５日



3505112月16日 曇 良 （29中京4）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走11時00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
1：10．0
1：08．7

重
重

47 ビ バ ラ ビ ダ 牝4鹿 55 吉原 寛人桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 488＋ 61：12．3 2．7�
（金沢）

816 ボクノナオミ 牝5鹿 55
52 ▲川又 賢治塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 482－ 41：12．72� 5．8�

815 ダークプリンセス 牝3青鹿54 浜中 俊 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：13．01� 25．8�
59 ク ー リ ュ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 456－101：13．21� 4．0�
23 ウィッシュノート 牝3黒鹿54 佐藤 友則 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B434＋ 41：13．3� 46．4	

（笠松）

713 タガノマニカ 牝3鹿 54 太宰 啓介八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 444＋ 41：13．51 22．2

714 ラタンドレス 牝4鹿 55 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 6 〃 クビ 20．0�
510 プティトシャンティ 牝3青鹿 54

51 ▲菊沢 一樹三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B456＋ 41：13．6� 8．9�
611 メモリーフェーブル 牝3栗 54 荻野 琢真�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 大北牧場 452± 0 〃 ハナ 36．9
35 メイショウマイカゼ 牝4黒鹿 55

52 ▲富田 暁松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 452± 01：13．7� 9．5�
24 メイショウハバネラ 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 466＋361：14．12� 83．4�
12 	 ピクシーカフェ 牝4鹿 55 古川 吉洋西川 恭子氏 小島 太 むかわ 市川牧場 438－ 41：14．41� 240．1�
36 シ ア ン 牝3栗 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 422＋ 2 〃 アタマ 49．3�
11 アスターメープル 牝3栗 54

52 △森 裕太朗加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 422－ 21：14．6� 114．0�
612	 グ ロ ー リ ア 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 武史長谷川守正氏 的場 均 新冠 有限会社 大
作ステーブル 454－ 91：16．09 120．9�

48 	 ピンクノミーナ 牝3栗 54
51 ▲三津谷隼人 �静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 井高牧場 B460－101：16．32 93．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，231，200円 複勝： 36，487，500円 枠連： 11，034，300円
馬連： 38，841，000円 馬単： 19，611，900円 ワイド： 30，139，700円
3連複： 57，204，500円 3連単： 67，812，000円 計： 284，362，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 200円 � 550円 枠 連（4－8） 840円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，580円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 8，140円 3 連 単 ��� 25，270円

票 数

単勝票数 計 232312 的中 � 68373（1番人気）
複勝票数 計 364875 的中 � 102962（1番人気）� 42681（4番人気）� 11720（8番人気）
枠連票数 計 110343 的中 （4－8） 10081（2番人気）
馬連票数 計 388410 的中 �� 32680（2番人気）
馬単票数 計 196119 的中 �� 8160（4番人気）
ワイド票数 計 301397 的中 �� 17979（3番人気）�� 4705（18番人気）�� 3743（21番人気）
3連複票数 計 572045 的中 ��� 5267（23番人気）
3連単票数 計 678120 的中 ��� 1945（69番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．7―12．6―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―35．0―47．6―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ バ ラ ビ ダ �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．7．11 函館3着

2013．4．14生 牝4鹿 母 リバティスプライト 母母 ホクトスプライト 31戦3勝 賞金 38，950，000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 ウェディングラン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3505212月16日 曇 良 （29中京4）第5日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．2良

45 キングズオブザサン �6芦 60 熊沢 重文 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 478＋ 63：23．2 3．1�
814 クロフネフリート 牡6鹿 60 浜野谷憲尚平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 532＋ 23：23．41� 8．3�
11 アットザトップ �3栗 58 平沢 健治�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 456＋ 23：23．71� 16．2�
610 クリミアタイガー �4鹿 60 小野寺祐太吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 524－ 23：23．8� 4．2�
57 シングンマイケル �3鹿 58 金子 光希伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 440－183：24．22	 18．4	
813 ロンギングダンサー 牡8黒鹿60 五十嵐雄祐坂本 浩一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 492＋ 23：24．62	 3．8

69 トウキョウタフガイ 牡6鹿 60 小坂 忠士市川義美ホール

ディングス� 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 482＋103：24．81	 42．1�
712 アルファヴィル 牡4芦 60 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 470＋143：25．33 34．2�
46 ウ ル ラ ー レ 牡3栗 58 石神 深一�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋163：25．51 12．6
33 
 クリスフォンテン �7黒鹿60 江田 勇亮吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 450－ 83：29．4大差 186．2�
711� オルファリオン 牡3青鹿58 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 米 AR Enter-
prises, Inc 532＋103：30．25 40．0�

34 スマートガイア �5鹿 60 大江原 圭トニー倶楽部 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 468－ 23：30．62	 66．0�
58 オ ニ チ ャ ン 牡3栗 58 中村 将之山下 良子氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 432＋ 43：30．92 82．3�
22 シゲルサケガシラ 牡4鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 パカパカ

ファーム 466＋ 43：31．32	 123．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，296，900円 複勝： 20，752，900円 枠連： 11，477，100円
馬連： 28，789，200円 馬単： 17，634，900円 ワイド： 19，245，900円
3連複： 45，620，200円 3連単： 62，919，700円 計： 225，736，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 210円 � 420円 枠 連（4－8） 360円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 410円 �� 820円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 10，840円

票 数

単勝票数 計 192969 的中 � 49745（1番人気）
複勝票数 計 207529 的中 � 41674（2番人気）� 26434（4番人気）� 10054（6番人気）
枠連票数 計 114771 的中 （4－8） 24239（1番人気）
馬連票数 計 287892 的中 �� 25072（2番人気）
馬単票数 計 176349 的中 �� 9352（2番人気）
ワイド票数 計 192459 的中 �� 12866（3番人気）�� 5887（8番人気）�� 3292（17番人気）
3連複票数 計 456202 的中 ��� 8933（10番人気）
3連単票数 計 629197 的中 ��� 4206（24番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 49．7－3F 36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングズオブザサン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．20 新潟1着

2011．5．14生 �6芦 母 スティンガー 母母 レガシーオブストレングス 障害：3戦1勝 賞金 9，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ガルガンチュア号・クリノミユキチャン号



3505312月16日 曇 良 （29中京4）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・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
1：54．8
1：50．9

重
不良

69 コ ス タ ネ ラ 牝2栗 54 浜中 俊 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 448 ―1：58．5 1．9�
56 ラ ズ ワ ル ド 牡2黒鹿55 吉原 寛人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 青森 石田 英機 472 ―1：58．92� 10．3�
（金沢）

711 パワポケロワージ 牡2芦 55
52 ▲藤田菜七子柳原 達也氏 奥村 武 新ひだか 岡野牧場 456 ―1：59．85 7．6�

57 ダレモカレモ 牡2栗 55 川島 信二松田 整二氏 荒川 義之 浦河 一珍棒牧場 464 ― 〃 ハナ 37．4�
710 ミスズフリオーソ 牡2栗 55

52 ▲富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 488 ―1：59．9� 6．3	
45 ヤマニンデポルテ 牡2鹿 55 田中 健土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 448 ―2：00．11	 136．3

812 タガノアヴニール 牡2栗 55

54 ☆
島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 492 ―2：00．2クビ 9．2�

22 アヴィドウィナー 牡2栗 55 川須 栄彦北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 478 ―2：00．73 72．7�
33 サ ハ ラ ド ゥ 牡2鹿 55 松若 風馬首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 528 ― 〃 クビ 30．1
68 メイショウガッテン 牡2鹿 55 
島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村中牧場 506 ―2：01．01� 99．0�
813 マルヨマンボ 牡2鹿 55 丸田 恭介野村 春行氏 浅野洋一郎 浦河 鈴木 武蔵 460 ―2：02．49 84．2�
44 � シールドロック 牡2栗 55 北村 友一�ノースヒルズ 中竹 和也 米 North Hills

Co. Limited 558 ―2：03．03� 25．9�
11 アッシュバーナム 牡2鹿 55 中谷 雄太水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 510 ―2：03．53 28．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，457，100円 複勝： 24，023，200円 枠連： 9，858，100円
馬連： 28，548，300円 馬単： 18，228，600円 ワイド： 20，545，000円
3連複： 39，872，500円 3連単： 54，731，500円 計： 220，264，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 210円 � 190円 枠 連（5－6） 760円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 330円 �� 330円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 5，520円

票 数

単勝票数 計 244571 的中 � 106111（1番人気）
複勝票数 計 240232 的中 � 77734（1番人気）� 21870（5番人気）� 26777（4番人気）
枠連票数 計 98581 的中 （5－6） 9993（3番人気）
馬連票数 計 285483 的中 �� 27765（4番人気）
馬単票数 計 182286 的中 �� 11762（4番人気）
ワイド票数 計 205450 的中 �� 16696（3番人気）�� 16477（4番人気）�� 5323（12番人気）
3連複票数 計 398725 的中 ��� 17795（5番人気）
3連単票数 計 547315 的中 ��� 7178（11番人気）

ハロンタイム 13．2―12．8―15．3―15．0―12．4―12．7―12．6―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―26．0―41．3―56．3―1：08．7―1：21．4―1：34．0―1：45．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コ ス タ ネ ラ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Lemon Drop Kid 初出走

2015．3．6生 牝2栗 母 サンタテレジータ 母母 Sweet Gold 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3505412月16日 曇 良 （29中京4）第5日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時50分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

36 プ リ ュ ス 牝2鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 432－ 21：21．7 6．6�
47 トウカイオルデン 牡2鹿 55 浜中 俊内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 470－ 21：22．12� 7．6�
48 ニシノプログレス 牡2青 55 北村 友一西山 茂行氏 橋口 慎介 新冠 村上 欽哉 464－ 21：22．31� 17．6�
713	 ジャスパープリンス 牡2鹿 55 吉原 寛人加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

450－ 2 〃 ハナ 4．1�
（金沢）

817 カクテルドレス 牝2芦 54 藤岡 康太 Him Rock Racing 佐々木晶三 日高 槇本牧場 468＋ 4 〃 クビ 14．1�
510 ヤマニンヌヌース 牝2鹿 54

53 ☆
島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 434＋ 61：22．4クビ 3．4	
35 フ ル コ ス ト 牡2青鹿55 川須 栄彦福田 光博氏 的場 均 新ひだか 及川 幸夫 428＋ 21：22．5� 91．4

715 ショーマノキセキ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 初也塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 456－ 21：22．6� 278．6�
714 イ カ ヅ チ 牡2鹿 55

52 ▲菊沢 一樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 斉藤 政志 486± 01：22．7� 8．3�
611 ワイプティアーズ 牡2栗 55 中谷 雄太吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 520－ 61：22．8� 18．4
818 ヴ ェ ッ セ ル 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 41：22．9クビ 218．6�

59 ネイチャータイム 牡2鹿 55 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 日高 中川 欽一 424＋ 6 〃 アタマ 168．6�
23 ド ロ テ ー ア 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 武史吉田 和美氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 412＋ 2 〃 クビ 58．4�

24 カシノバイタル 牡2黒鹿 55
53 △森 裕太朗柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 杵臼斉藤牧場 440± 01：23．0� 352．5�

612 ビーサエッタ 牝2黒鹿54 藤懸 貴志馬場 祥晃氏 杉山 晴紀 浦河 帰山 清貴 418＋ 61：23．31� 270．7�
816 ナンヨーセゾニエ 牝2鹿 54 丸田 恭介中村 德也氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 2 〃 ハナ 63．5�
12 ミ ス ベ ル 牝2鹿 54

51 ▲川又 賢治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 三石川上牧場 420± 01：24．15 267．7�
11 アレキサンダー 牡2栗 55

52 ▲富田 暁岡田 牧雄氏 宮 徹 日高 森永牧場 456－ 41：28．2大差 229．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，952，500円 複勝： 38，697，300円 枠連： 13，744，300円
馬連： 40，431，200円 馬単： 21，504，100円 ワイド： 30，097，000円
3連複： 58，772，600円 3連単： 67，435，200円 計： 299，634，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 280円 � 210円 � 390円 枠 連（3－4） 1，450円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，830円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 28，840円

票 数

単勝票数 計 289525 的中 � 36431（3番人気）
複勝票数 計 386973 的中 � 35457（6番人気）� 53395（3番人気）� 23029（7番人気）
枠連票数 計 137443 的中 （3－4） 7345（7番人気）
馬連票数 計 404312 的中 �� 12380（11番人気）
馬単票数 計 215041 的中 �� 3507（22番人気）
ワイド票数 計 300970 的中 �� 10402（7番人気）�� 4125（24番人気）�� 6464（16番人気）
3連複票数 計 587726 的中 ��� 6118（29番人気）
3連単票数 計 674352 的中 ��� 1695（99番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―11．7―11．7―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．0―46．7―58．4―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 8（3，10，13）（2，14）7（6，12，17）5，11，4（15，16）（9，18）＝1 4 8，10（2，3，13）（7，14）（6，12）（5，17）（4，11）15（9，16）18＝1

勝馬の
紹 介

プ リ ュ ス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Refuse To Bend デビュー 2017．7．22 中京9着

2015．2．24生 牝2鹿 母 サ ラ フ ィ ナ 母母 Sanariya 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アレキサンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月16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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カワチノシャモ号・クリノセッシュウ号・マカロン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3505512月16日 曇 良 （29中京4）第5日 第7競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時20分 （ダート・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 7，500，000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

58 モズアトラクション 牡3栗 56
55 ☆�島 克駿 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 486＋121：54．4 1．7�

815 エレクトロポップ 牡4青鹿 57
54 ▲横山 武史 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 496－101：54．82� 4．6�

46 � フッカツノノロシ 牡4黒鹿 57
54 ▲菊沢 一樹福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 508＋ 21：54．9� 14．4�

35 ミラクルユニバンス 牡4栗 57
54 ▲川又 賢治亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 ハナ 103．1�

610 エスポワールパレス 牡3鹿 56
55 ☆城戸 義政小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 500－ 41：55．53� 13．6	

814 バ リ キ 牡5栗 57
55 △森 裕太朗杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 452－ 4 〃 アタマ 19．1


59 クリスタルバブルス 牡3黒鹿 56
53 ▲藤田菜七子 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B464＋ 2 〃 クビ 12．5�

713 ク ロ ー ク ス 牡4栗 57 原田 和真 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 476± 01：55．6� 76．1�
11 レッドクライム 牡3栗 56

53 ▲富田 暁 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 81：55．7� 15．9
34 コットンパール 牝4鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 454± 01：55．8クビ 359．9�
22 トゥルーラヴキッス �4鹿 57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510＋ 4 〃 ハナ 11．8�
611 スナークレッド 牡4鹿 57 藤懸 貴志杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 498＋10 〃 ハナ 227．9�
47 ジャストヒーロー 牡3黒鹿56 長岡 禎仁密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B452－ 61：56．01� 79．3�
23 レッドアメリア 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 454± 01：56．21	 149．0�
712� ゴールドバリオス 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人岩﨑 僖澄氏 坂口 正則 新ひだか 三石ビクトリーファーム 486± 01：56．41� 164．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，679，600円 複勝： 60，068，100円 枠連： 11，811，600円
馬連： 43，606，700円 馬単： 25，938，400円 ワイド： 32，077，600円
3連複： 62，304，900円 3連単： 88，896，200円 計： 356，383，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 210円 枠 連（5－8） 300円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 240円 �� 350円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 4，570円

票 数

単勝票数 計 316796 的中 � 141675（1番人気）
複勝票数 計 600681 的中 � 308042（1番人気）� 78308（2番人気）� 35646（4番人気）
枠連票数 計 118116 的中 （5－8） 29611（1番人気）
馬連票数 計 436067 的中 �� 69474（1番人気）
馬単票数 計 259384 的中 �� 31329（1番人気）
ワイド票数 計 320776 的中 �� 38281（1番人気）�� 23195（3番人気）�� 8307（10番人気）
3連複票数 計 623049 的中 ��� 26231（3番人気）
3連単票数 計 888962 的中 ��� 14075（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．4―50．8―1：03．8―1：16．8―1：29．6―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モズアトラクション �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2017．1．5 京都5着

2014．3．23生 牡3栗 母 エーシンラクーリエ 母母 ラ リ シ ェ ス 13戦2勝 賞金 20，250，000円

3505612月16日 曇 良 （29中京4）第5日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳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
1：32．7
1：30．7

良
良

612 ティーエスクライ 牝5芦 55
54 ☆城戸 義政田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 468＋ 21：35．2 8．1�

714 リライアブルエース 牡4黒鹿57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 2 〃 クビ 1．8�

11 タイセイブレーク �3栗 56 古川 吉洋田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 506＋ 41：35．3クビ 16．8�
59 ダノンロマン 牡3黒鹿56 北村 友一�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454＋101：35．4� 9．0�
47 エスジープログレス 牡5栗 57

54 ▲菊沢 一樹竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 482＋ 4 〃 アタマ 145．0	
48 アドマイヤロマン 牡4栗 57 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492－ 21：35．5� 6．6

815 エクストラファイン 牝5黒鹿55 丸山 元気 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 460＋ 41：35．6� 16．4�
611	 レッドヴィクター 牡3鹿 56 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 442－ 81：35．7� 37．4�
510 トゥルーハート 牡4黒鹿 57

56 ☆
島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 474＋ 81：35．8� 38．9

713 アシュワガンダ 牡4鹿 57
56 ☆木幡 初也髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 498＋24 〃 クビ 65．4�

12 グランノーブル 牡4鹿 57 中井 裕二三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 B504＋ 61：36．01� 30．5�
24 サトノマサムネ �3鹿 56 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 53．6�
35 セレナビアンカ 牝6鹿 55 丸田 恭介島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 アタマ 341．0�
36 スズカウルトラ 牡4鹿 57

54 ▲川又 賢治永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 484＋161：36．42� 166．5�
23 コイヲダキシメヨウ 牝3鹿 54 吉原 寛人�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 506＋18 〃 ハナ 15．8�

（金沢）

816 ミッキーディナシー 牝4黒鹿55 松若 風馬野田みづき氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 426＋121：36．82� 92．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，395，700円 複勝： 43，396，700円 枠連： 11，799，200円
馬連： 43，660，800円 馬単： 26，762，100円 ワイド： 33，758，400円
3連複： 62，998，800円 3連単： 87，140，700円 計： 339，912，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 190円 � 110円 � 310円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，630円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 23，730円

票 数

単勝票数 計 303957 的中 � 29964（3番人気）
複勝票数 計 433967 的中 � 50317（3番人気）� 149404（1番人気）� 23824（6番人気）
枠連票数 計 117992 的中 （6－7） 15314（2番人気）
馬連票数 計 436608 的中 �� 49120（2番人気）
馬単票数 計 267621 的中 �� 8747（8番人気）
ワイド票数 計 337584 的中 �� 33783（1番人気）�� 4743（19番人気）�� 13480（6番人気）
3連複票数 計 629988 的中 ��� 15848（7番人気）
3連単票数 計 871407 的中 ��� 2662（60番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．4―12．1―11．9―11．4―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―37．1―49．2―1：01．1―1：12．5―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ティーエスクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2014．9．20 阪神2着

2012．3．28生 牝5芦 母 レイナワルツ 母母 レイナロバリー 36戦3勝 賞金 65，058，000円
〔制裁〕 ティーエスクライ号の騎手城戸義政は，2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番・3番）
※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 オメガハートソング号・クライベイビー号・ベストティアーズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3505712月16日 曇 良 （29中京4）第5日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走14時25分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

510 レッドオーガー 牡3鹿 56 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 486＋ 61：25．2 7．4�
815 プッシュアゲン 牡4栗 57 浜中 俊浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 514＋ 21：25．3� 5．3�
713 キンイロジャッカル 牡3栗 56 丸山 元気石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 出口牧場 514＋ 81：25．4� 29．0�
59 ロードナカヤマ 牝3鹿 54 川須 栄彦�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 470± 01：25．71� 8．8�
23 パルトネール 牝3栗 54

53 ☆城戸 義政手嶋 康雄氏 浜田多実雄 新冠 山岡ファーム 524± 01：26．01� 22．3	
24 メイショウアテン 牝3鹿 54 川島 信二松本 好雄氏 小島 太 様似 中脇 一幸 468－ 41：26．1クビ 16．3

35 メイショウナガマサ 牡5鹿 57

54 ▲菊沢 一樹松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 504－181：26．2� 62．7�
612 フ ィ ス キ オ 牡3栗 56 藤岡 康太�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 478＋ 6 〃 クビ 2．9�
611� マ ッ ク ー ル 牡4鹿 57

54 ▲富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 482－ 2 〃 アタマ 63．8

816� アイファーイチオー 牡3栗 56
53 ▲三津谷隼人中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 496－ 51：26．3アタマ 29．0�

36 � ノートルスウェ 牡4栗 57 長岡 禎仁�ヒダカファーム竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 534＋181：26．51	 157．9�
714 カガヤクミナノユメ 
3栗 56 中谷 雄太國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 498＋ 21：26．6� 21．6�
48 � サトノユニコーン 牡7鹿 57 北村 友一 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 新ひだか グランド牧場 B492＋201：26．81� 14．2�
47 オ リ エ ン ト 牡3鹿 56 松若 風馬石川 達絵氏 藤岡 健一 新ひだか 嶋田牧場 532＋181：26．9クビ 9．0�
11 エ レ ー デ 牝4鹿 55 吉原 寛人前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋201：27．32� 37．5�
（金沢）

12 ヤマニンベリンダ 牝3黒鹿54 岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 454－101：31．7大差 153．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，169，800円 複勝： 39，305，800円 枠連： 16，017，900円
馬連： 50，485，100円 馬単： 23，836，000円 ワイド： 36，048，300円
3連複： 73，893，200円 3連単： 86，632，600円 計： 353，388，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 260円 � 180円 � 610円 枠 連（5－8） 950円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 4，800円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 28，390円 3 連 単 ��� 122，190円

票 数

単勝票数 計 271698 的中 � 29108（3番人気）
複勝票数 計 393058 的中 � 39511（4番人気）� 66469（2番人気）� 13648（10番人気）
枠連票数 計 160179 的中 （5－8） 13012（3番人気）
馬連票数 計 504851 的中 �� 15433（7番人気）
馬単票数 計 238360 的中 �� 3729（14番人気）
ワイド票数 計 360483 的中 �� 9560（7番人気）�� 1893（51番人気）�� 2905（38番人気）
3連複票数 計 738932 的中 ��� 1952（90番人気）
3連単票数 計 866326 的中 ��� 514（392番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―35．4―47．5―1：00．0―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドオーガー �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．6．19 東京5着

2014．2．10生 牡3鹿 母 アドヴァーシティ 母母 Dispute 11戦2勝 賞金 20，252，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンベリンダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月16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。
（非抽選馬） 1頭 ダイフク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3505812月16日 曇 良 （29中京4）第5日 第10競走 ��
��1，400�つ わ ぶ き 賞

発走15時00分 （芝・左）
牝，2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

816 アンコールプリュ 牝2黒鹿54 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 426± 01：22．8 9．2�

35 モ デ レ イ ト 牝2鹿 54 菱田 裕二�和田牧場 和田 正道 浦河 中村 雅明 452－ 61：23．01 30．0�
815 サウンドキアラ 牝2鹿 54 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 438± 01：23．1� 1．7�
11 オジョーノキセキ 牝2鹿 54 丸田 恭介前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 496－ 2 〃 クビ 15．3�
36 アントルシャ 牝2鹿 54 �島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 430－ 6 〃 クビ 45．2	
48 ア リ ア 牝2栗 54 丸山 元気樋口 稔氏 沖 芳夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 01：23．31 13．2

59 	 バレンティーノ 牝2鹿 54 佐藤 友則吉田 勝利氏 尾島 徹 新冠 須崎牧場 408－ 51：23．4� 363．9�

（笠松） （笠松）

510
 モズスーパーフレア 牝2栗 54 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC 472± 0 〃 アタマ 5．6�

12 ロードライト 牝2青鹿54 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 416－ 8 〃 クビ 14．2
714 フィルハーモニー 牝2黒鹿54 木幡 初也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 502－ 21：23．5クビ 97．6�
47 ア プ ロ ー ズ 牝2鹿 54 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 436－ 6 〃 クビ 130．9�
23 � キラキラオーラ 牝2鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 畠山牧場 B448－ 61：23．71 291．9�
611 ア ー ヒ ラ 牝2芦 54 長岡 禎仁�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 424± 01：24．12� 394．5�
612 ヤエノグラフ 牝2鹿 54 北村 友一増田 和啓氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 ハナ 46．7�
713 サフランブーケ 牝2鹿 54 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 432－ 21：24．2� 208．7�
24 	 シオジスター 牝2鹿 54 吉原 寛人 �グリーンヒル企画 金田 一昌 新冠 浜口牧場 448＋ 41：25．26 266．6�

（金沢） （金沢）

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，954，100円 複勝： 93，505，800円 枠連： 22，866，200円
馬連： 81，653，900円 馬単： 53，938，500円 ワイド： 49，097，400円
3連複： 108，895，100円 3連単： 181，419，000円 計： 639，330，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 190円 � 330円 � 110円 枠 連（3－8） 870円

馬 連 �� 9，480円 馬 単 �� 19，970円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 280円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 39，830円

票 数

単勝票数 計 479541 的中 � 43792（3番人気）
複勝票数 計 935058 的中 � 69025（3番人気）� 31974（7番人気）� 531778（1番人気）
枠連票数 計 228662 的中 （3－8） 20255（5番人気）
馬連票数 計 816539 的中 �� 6674（24番人気）
馬単票数 計 539385 的中 �� 2025（44番人気）
ワイド票数 計 490974 的中 �� 5738（23番人気）�� 51953（2番人気）�� 17925（7番人気）
3連複票数 計1088951 的中 ��� 26636（11番人気）
3連単票数 計1814190 的中 ��� 3302（108番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンコールプリュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2017．12．3 阪神1着

2015．4．17生 牝2黒鹿 母 オイスターチケット 母母 ナムラピアリス 2戦2勝 賞金 17，399，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3505912月16日 晴 良 （29中京4）第5日 第11競走 ��
��1，200�中 京 日 経 賞

発走15時35分 （芝・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

日本経済新聞社賞（1着）
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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

818� サダムリスペクト 牡5鹿 57 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 476＋ 21：08．4 59．3�
816 デスティニーソング 牝3鹿 54 	島 克駿 �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 448＋201：08．5
 20．0�
715 オ フ ク ヒ メ 牝4黒鹿55 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 460＋ 2 〃 クビ 90．8�
35 スナークスカイ 牡4鹿 57 中井 裕二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 454＋ 6 〃 ハナ 33．3�
611 ヒルノマゼラン 牡4黒鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B508＋ 61：08．6クビ 20．4�
47 ダイシンバルカン 牡5鹿 57 松若 風馬大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510± 0 〃 クビ 7．6	
48 � ウィズアミッション 牝6鹿 55 藤岡 康太吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 434＋ 4 〃 クビ 8．5

817 メイショウベルボン 牝3栗 54 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 448－ 21：08．7クビ 4．0�
510 ラヴィングアンサー 牡3鹿 56 浜中 俊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 496＋ 8 〃 ハナ 5．3�
12 キャンディバローズ 牝4鹿 55 吉原 寛人猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 428＋20 〃 アタマ 10．6

（金沢）

59 イリスファルコン 牝3鹿 54 原田 和真菅原 広隆氏 安田 隆行 浦河 小島牧場 418－ 21：08．91� 264．5�
36 ゴールドケープ 牝3鹿 54 丸山 元気 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 432＋ 6 〃 ハナ 12．0�
714 オメガタックスマン 牡5鹿 57 北村 友一原 子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 クビ 6．5�
11 ノーブルルージュ 牝5黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 460± 0 〃 アタマ 82．5�
24 � ベリースコール �4黒鹿57 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 Mr Franck

Benillouche 486± 01：09．0クビ 28．8�
23 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿57 岩崎 翼�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 480＋ 6 〃 クビ 88．7�
612 メイショウソウビ �3鹿 56 	島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 464－ 61：09．21
 66．4�
713 ウ ー マ ッ ハ 牝3鹿 54 太宰 啓介鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 470＋ 61：09．3
 240．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 57，647，700円 複勝： 80，039，100円 枠連： 45，968，300円
馬連： 174，925，500円 馬単： 67，399，800円 ワイド： 89，046，800円
3連複： 256，840，300円 3連単： 306，094，700円 計： 1，077，962，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，930円 複 勝 � 1，420円 � 700円 � 2，050円 枠 連（8－8） 3，660円

馬 連 �� 35，790円 馬 単 �� 73，040円

ワ イ ド �� 7，930円 �� 21，840円 �� 14，320円

3 連 複 ��� 447，970円 3 連 単 ��� 2，610，800円

票 数

単勝票数 計 576477 的中 � 7775（12番人気）
複勝票数 計 800391 的中 � 14798（12番人気）� 31569（9番人気）� 10023（15番人気）
枠連票数 計 459683 的中 （8－8） 9726（18番人気）
馬連票数 計1749255 的中 �� 3787（82番人気）
馬単票数 計 673998 的中 �� 692（169番人気）
ワイド票数 計 890468 的中 �� 2911（76番人気）�� 1050（116番人気）�� 1605（101番人気）
3連複票数 計2568403 的中 ��� 430（544番人気）
3連単票数 計3060947 的中 ��� 85（3048番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―10．9―11．3―11．1―12．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サダムリスペクト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 サクラユタカオー （1戦0勝 賞金 2，300，000円）

2012．4．7生 牡5鹿 母 ハナランマン 母母 ファイトボロン 28戦2勝 賞金 45，080，000円
地方デビュー 2014．5．15 門別

※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 ダイイチターミナル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3506012月16日 晴 良 （29中京4）第5日 第12競走 ��
��2，000�

た か や ま

高 山 特 別
発走16時10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 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

611� マテンロウゴースト 牡4栗 57 中井 裕二寺田千代乃氏 中内田充正 愛 Nobutaka
Tada 504＋ 42：01．8 4．5�

816 キャリアベスト 牡3栗 56 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 492＋ 4 〃 ハナ 5．7�
11 リリーモントルー 牡3鹿 56 高倉 稜土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 432± 0 〃 ハナ 26．3�
48 アウステルリッツ 牡3黒鹿56 佐藤 友則 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 クビ 28．3�

（笠松）

713 アドマイヤスター 牡5青鹿57 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 62：01．9	 6．6	
12 メルヴィンカズマ 牡3黒鹿56 松若 風馬合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 492－ 42：02．0	 4．2

510 レンジャックマン 牡3鹿 56 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 440－ 22：02．1クビ 26．8�
714 シャリオヴァルト 牡4鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 6 〃 クビ 16．1�
715 ライクアエンジェル 牝3鹿 54 岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422± 02：02．2	 86．6
35 マイネルザウバア 牡3栗 56 吉原 寛人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 4 〃 ハナ 7．7�
（金沢）

818 エスティーム 牡3黒鹿56 木幡 初也岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 526－ 42：02．41
 25．9�
24 プリエンプト 牝3栗 54 菱田 裕二 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 クビ 89．9�
36 カ ラ ル 牡3黒鹿56 浜中 俊 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 494＋222：02．5� 41．9�
612 ラハトケレブ 牡4鹿 57 �島 克駿永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 472－ 62：02．71	 44．7�
817 ハ ウ エ バ ー 牡3栗 56 古川 吉洋古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 408＋ 42：02．8	 85．0�
59 ゴ ー ド ン 3黒鹿56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 486＋14 〃 ハナ 26．1�
23 スパーキングジョイ 牡4栗 57 川須 栄彦幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 496－ 42：02．9	 208．9�
47 アンジェリー 牝5黒鹿55 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 468＋ 62：03．11
 142．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，130，100円 複勝： 65，443，300円 枠連： 28，951，900円
馬連： 96，013，900円 馬単： 39，941，300円 ワイド： 62，000，400円
3連複： 135，899，600円 3連単： 167，701，300円 計： 642，081，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 220円 � 540円 枠 連（6－8） 980円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，700円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 8，700円 3 連 単 ��� 27，470円

票 数

単勝票数 計 461301 的中 � 80286（2番人気）
複勝票数 計 654433 的中 � 96356（2番人気）� 84999（4番人気）� 25654（8番人気）
枠連票数 計 289519 的中 （6－8） 22865（5番人気）
馬連票数 計 960139 的中 �� 57035（2番人気）
馬単票数 計 399413 的中 �� 12011（4番人気）
ワイド票数 計 620004 的中 �� 34587（2番人気）�� 9061（16番人気）�� 6679（26番人気）
3連複票数 計1358996 的中 ��� 11705（18番人気）
3連単票数 計1677013 的中 ��� 4425（47番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．8―13．4―13．0―12．2―12．1―11．8―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．6―36．4―49．8―1：02．8―1：15．0―1：27．1―1：38．9―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�マテンロウゴースト �
�
父 Galileo �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2015．11．29 東京2着

2013．3．14生 牡4栗 母 Latin Love 母母 Ho Hi The Moon 7戦2勝 賞金 26，996，000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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（29中京4）第5日 12月16日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 192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

186，180，000円
2，530，000円
15，170，000円
1，840，000円
20，570，000円
78，743，000円
5，806，800円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
385，008，700円
612，511，200円
204，068，700円
701，128，900円
356，302，900円
458，699，000円
1，013，687，700円
1，314，787，000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 5，046，194，100円

総入場人員 12，508名 （有料入場人員 10，928名）
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