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3500111月30日 晴 良 （25中京4）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （ダート・左）

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� 基準タイム

中央レコード
1：55．5
1：50．9

重
不良

33 マッサローザ 牝2青鹿 54
51 ▲岩崎 翼赤沼 秀典氏 森 秀行 様似 富田 恭司 B424＋ 21：56．7 7．5�

712 パフュームボム 牝2鹿 54 北村 友一飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456＋ 2 〃 クビ 14．6�
11 パラディドル 牝2黒鹿54 酒井 学 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 446± 01：56．8クビ 7．1�
22 ホワイトマニキュア 牝2芦 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B458－ 21：57．54 17．3�

（仏）

69 カネトシタシナミ 牝2鹿 54 川須 栄彦兼松 利男氏 高野 友和 新冠 パカパカ
ファーム 440－ 81：57．71� 44．0�

813 ニシノシュロ 牝2青鹿 54
53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 484＋ 21：58．23 4．2	

711 エスコルピオン 牝2鹿 54
51 ▲伴 啓太有限会社シルク野村 彰彦 日高 いとう牧場 462－ 41：58．3� 65．5


814 メイショウバローダ 牝2鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 478－ 61：58．72� 141．2�
45 ディアレクラン 牝2鹿 54 藤田 伸二ディアレスト 山内 研二 新ひだか 八田ファーム 458－ 41：59．12� 3．9�
58 ピンクプリンセス 牝2芦 54

51 ▲城戸 義政池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 508± 0 〃 ハナ 6．7
34 キョウエイカプリス 牝2鹿 54 C．ルメール 田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 472－ 41：59．52� 8．0�

（仏）

610 タイキエミリー 牝2黒鹿54 村田 一誠�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 日田牧場 430－ 22：00．45 117．0�
57 アイファーメリー 牝2鹿 54 藤岡 康太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 438－ 62：04．1大差 140．0�
46 タマモエバグリーン 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二タマモ� 角田 晃一 新ひだか 前田牧場 460－10 （競走中止） 31．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 9，025，000円 複勝： 18，390，700円 枠連： 5，406，000円
馬連： 19，754，800円 馬単： 13，760，100円 ワイド： 10，778，600円
3連複： 32，180，000円 3連単： 48，421，600円 計： 157，716，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 260円 � 420円 � 230円 枠 連（3－7） 2，110円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 8，490円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 740円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 7，800円 3 連 単 ��� 61，720円

票 数

単勝票数 計 90250 的中 � 9491（5番人気）
複勝票数 計 183907 的中 � 19821（5番人気）� 10368（7番人気）� 23723（3番人気）
枠連票数 計 54060 的中 （3－7） 1897（11番人気）
馬連票数 計 197548 的中 �� 3151（21番人気）
馬単票数 計 137601 的中 �� 1197（35番人気）
ワイド票数 計 107786 的中 �� 1794（21番人気）�� 3716（10番人気）�� 2182（17番人気）
3連複票数 計 321800 的中 ��� 3046（32番人気）
3連単票数 計 484216 的中 ��� 579（212番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―38．1―51．3―1：04．0―1：17．2―1：30．3―1：43．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マッサローザ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．6．30 中京7着

2011．4．4生 牝2青鹿 母 デ ュ プ レ 母母 Child Prodigy 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔騎手変更〕 アイファーメリー号の騎手松田大作は，病気のため藤岡康太に変更。
〔発走状況〕 ニシノシュロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 タマモエバグリーン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 キョウエイカプリス号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教再審査。

ニシノシュロ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーメリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月31日まで平地

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

3500211月30日 晴 良 （25中京4）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10時25分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

611 スランジバール 牡4鹿 57 M．デムーロ�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 476＋ 21：11．8 2．9�
（仏）

59 マッシヴヒーロー 牡4鹿 57 柴山 雄一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 464＋121：12．01� 6．7�
35 キクノブレイン 牡3黒鹿56 吉田 隼人菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 480＋22 〃 クビ 19．5�
510 ラフジェントリー 牡3黒鹿56 中舘 英二今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B478＋ 2 〃 ハナ 13．1�
11 ジェネシスロック 牡3鹿 56 C．ルメール 前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 21：12．21� 8．2�

（仏）

612� ヒラボクダッシュ 牡4栗 57
56 ☆菱田 裕二	平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 462＋101：12．52 13．8


23 サーシスリーフ 牡3鹿 56 川須 栄彦 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 492＋ 81：12．71� 49．8�

47 ヒロノエンペラー 牡3青鹿56 藤岡 康太サンエイ開発	 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 466＋141：12．8� 30．1�
24 コ ラ ン ダ ム 牡4栗 57 酒井 学山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 494－ 61：12．9	 35．8
48 � エールビスティー 牡4青鹿 57

56 ☆中井 裕二備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 536－ 1 〃 アタマ 98．9�
815 ローレルボルケーノ 牡4鹿 57 藤田 伸二 	ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 530＋ 81：13．0� 6．7�
713 ス テ ー キ 牡3栗 56 武 豊藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 506＋ 61：13．21� 6．1�
12 メイショウドルセー 牡4黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 482＋ 21：13．41 283．4�
714 タ オ 牡5鹿 57

55 △杉原 誠人 	オリオンファーム 領家 政蔵 日高 森本牧場 538± 01：13．5� 60．0�
816� ク ー デ タ ー 牡4黒鹿57 丸山 元気杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム 474＋ 61：13．71� 68．6�
36 � サ ト シ ッ ク 牡6鹿 57 中谷 雄太小林 照弘氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 530＋ 21：13．8� 401．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，707，200円 複勝： 29，817，000円 枠連： 7，745，400円
馬連： 26，674，000円 馬単： 16，474，400円 ワイド： 14，824，600円
3連複： 39，549，300円 3連単： 56，870，700円 計： 206，662，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 240円 � 560円 枠 連（5－6） 520円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，170円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 8，410円 3 連 単 ��� 38，330円

票 数

単勝票数 計 147072 的中 � 40481（1番人気）
複勝票数 計 298170 的中 � 82370（1番人気）� 29919（3番人気）� 10001（9番人気）
枠連票数 計 77454 的中 （5－6） 10994（1番人気）
馬連票数 計 266740 的中 �� 17365（3番人気）
馬単票数 計 164744 的中 �� 6119（3番人気）
ワイド票数 計 148246 的中 �� 9169（2番人気）�� 3039（15番人気）�� 1778（23番人気）
3連複票数 計 395493 的中 ��� 3474（30番人気）
3連単票数 計 568707 的中 ��� 1095（109番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．5―12．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．4―34．9―47．3―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スランジバール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2012．1．28 小倉14着

2009．4．23生 牡4鹿 母 キティーパラダイス 母母 ハローキティー 16戦3勝 賞金 37，190，000円
〔騎手変更〕 コランダム号の騎手松田大作は，病気のため酒井学に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アウルム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第４回 中京競馬 第１日



3500311月30日 晴 良 （25中京4）第1日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走10時55分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

36 グランデアモーレ 牝3芦 54 北村 友一 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 21：25．0 11．3�

35 トーワフォーエバー 牝3芦 54 藤田 伸二齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 458± 01：25．42� 9．6�
48 クレバーパルマ 牝3栗 54 丸山 元気本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 430± 01：25．5� 18．7�
24 ドリームバラード 牝4黒鹿 55

53 △杉原 誠人ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B456＋ 61：25．6� 250．0�
23 イルミナティ 牝3鹿 54 村田 一誠ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 488＋ 41：25．7� 15．3�
47 タニセンヴォイス 牝4栗 55 武 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 468＋ 2 〃 ハナ 1．9	
714 ニシノモンクス 牝3鹿 54 M．デムーロ西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 444－ 2 〃 クビ 5．3


（仏）

12 フランスギャル 牝4黒鹿55 勝浦 正樹菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 470－ 61：25．8クビ 43．9�
59 メテオレイン 牝4鹿 55 吉田 隼人亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 464± 01：26．01� 35．8�
612 ツーオブアス 牝4黒鹿55 西村 太一�前川企画 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 468＋ 41：26．1クビ 31．4
510	 ハネムーンゴシップ 牝5黒鹿55 藤岡 康太藤井聡一郎氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 アタマ 17．5�
815	 マルモグリフィス 牝4鹿 55 岡田 祥嗣まるも組合 藤沢 則雄 日高 山際 辰夫 468＋ 21：26．31� 506．0�
713 セイウンヒマワリ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 中脇 満 396＋ 21：26．51� 24．4�
816 ドリーミングラヴ 牝4黒鹿55 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 428－ 21：26．92� 41．3�
11 	 ゴールデンオーラ 牝4鹿 55 川島 信二竹中 一彰氏 飯田 明弘 新冠 ヒカル牧場 468－ 41：27．64 401．3�
611	 トルピドトウショウ 牝5鹿 55 伊藤 工真トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 446－ 81：27．81� 145．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，987，500円 複勝： 33，282，900円 枠連： 8，224，000円
馬連： 25，956，400円 馬単： 19，789，600円 ワイド： 15，616，900円
3連複： 38，483，800円 3連単： 64，794，800円 計： 222，135，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 510円 � 280円 � 510円 枠 連（3－3） 4，310円

馬 連 �� 4，620円 馬 単 �� 8，960円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 2，380円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 13，560円 3 連 単 ��� 77，760円

票 数

単勝票数 計 159875 的中 � 11153（4番人気）
複勝票数 計 332829 的中 � 16393（4番人気）� 35893（3番人気）� 16301（5番人気）
枠連票数 計 82240 的中 （3－3） 1411（15番人気）
馬連票数 計 259564 的中 �� 4152（15番人気）
馬単票数 計 197896 的中 �� 1631（26番人気）
ワイド票数 計 156169 的中 �� 2614（14番人気）�� 1596（24番人気）�� 2465（17番人気）
3連複票数 計 384838 的中 ��� 2096（46番人気）
3連単票数 計 647948 的中 ��� 615（224番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―47．2―59．9―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランデアモーレ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．7．29 札幌1着

2010．1．25生 牝3芦 母 ヒカルアモーレ 母母 グレイトフィーヴァー 5戦2勝 賞金 13，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 テイケイフロックス号・デイジーバローズ号・フェアリーガーデン号
（非抽選馬） 3頭 スリーネイチャー号・ディオーサシチー号・モルフェメアリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3500411月30日 晴 良 （25中京4）第1日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時25分 （芝・左）

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

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

715 ラ デ ィ ウ ス 牡2鹿 55 M．デムーロ名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 442－ 21：23．4 1．8�
（仏）

24 フェイトカラー 牝2黒鹿54 池添 謙一吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：23．61� 8．5�
23 エイシンヨーク 牝2鹿 54 武 豊�栄進堂 木原 一良 浦河 多田 善弘 450－ 21：23．91� 5．6�
35 ブロンクスステップ 牝2鹿 54 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 クビ 8．0�
714 ベアファースト 牝2黒鹿54 蛯名 正義熊木 浩氏 二ノ宮敬宇 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 442＋ 21：24．0� 53．9�
48 ナスタイザン 牝2黒鹿54 吉田 隼人小山田 満氏 高木 登 浦河 高松牧場 452± 01：24．1クビ 21．9	
816 クイーンズシアター 牝2鹿 54 C．ルメール �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 464＋181：24．31� 11．6


（仏）

36 ハクユウドルフィン 牡2青鹿55 国分 優作 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 434± 01：24．4� 121．5�
818 ニシノチャステティ 牝2栗 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 450－ 21：24．5クビ 23．8�
12 カンタベリーツルギ 牡2鹿 55 丸山 元気峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 432＋ 4 〃 クビ 86．5
47 アメノウズメ 牝2鹿 54 西田雄一郎 �ローレルレーシング 岩戸 孝樹 新冠 高瀬牧場 432＋ 6 〃 アタマ 301．6�
510 カシノワンダラー 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 452＋ 41：24．6� 362．3�
612 オメガベントレー 牡2栗 55 川須 栄彦原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 クビ 164．6�
11 カフジホーク 牡2栗 55 岡田 祥嗣加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 432＋ 61：24．91� 304．6�
611 コンゴウサクラ 牝2黒鹿54 藤岡 康太金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 桜井牧場 432＋24 〃 クビ 117．1�
817 バトルタラサ 牝2鹿 54 勝浦 正樹宮川 秋信氏 小野 次郎 新ひだか 沖田 忠幸 450－ 41：25．21� 58．2�
59 スガノマンボ 牝2鹿 54 古川 吉洋菅原 光博氏 嶋田 潤 日高 有限会社

ケイズ 448－ 21：25．3� 406．1�
713 ラストシャングリラ 牡2黒鹿55 田中 博康 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 452－ 21：25．51� 48．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，170，500円 複勝： 30，443，800円 枠連： 10，120，000円
馬連： 26，110，700円 馬単： 21，263，500円 ワイド： 18，111，700円
3連複： 40，504，700円 3連単： 66，301，900円 計： 232，026，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 160円 枠 連（2－7） 310円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 270円 �� 280円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 4，570円

票 数

単勝票数 計 191705 的中 � 85689（1番人気）
複勝票数 計 304438 的中 � 105606（1番人気）� 35581（4番人気）� 44809（2番人気）
枠連票数 計 101200 的中 （2－7） 24295（1番人気）
馬連票数 計 261107 的中 �� 23390（3番人気）
馬単票数 計 212635 的中 �� 14455（3番人気）
ワイド票数 計 181117 的中 �� 18194（1番人気）�� 17112（3番人気）�� 6344（7番人気）
3連複票数 計 405047 的中 ��� 20291（2番人気）
3連単票数 計 663019 的中 ��� 10712（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．6―12．5―11．6―11．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．8
3 11（4，9）（3，8）14，5（6，15）（1，2，10，16）（7，12，17）18，13 4 11，4（3，9）（8，14）5（6，15）（1，2，10，16）（7，17）12（13，18）

勝馬の
紹 介

ラ デ ィ ウ ス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．10．6 京都6着

2011．3．14生 牡2鹿 母 ポ ポ ラ ス 母母 リトルオードリー 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔騎手変更〕 ハクユウドルフィン号の騎手松田大作は，病気のため国分優作に変更。
〔制裁〕 ラディウス号の騎手M．デムーロは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番・17番・18番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ジューヌノーブル号・マイネルグリプス号・ライクアラヴァー号・ラララ号
※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。



3500511月30日 晴 良 （25中京4）第1日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時55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� 基準タイム

中央レコード
1：55．5
1：50．9

重
不良

78 ワールドダンス 牡2栗 55 丸山 元気杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 470 ―1：57．8 5．9�
66 ツキミチャン 牝2青鹿54 川島 信二瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 446 ―1：58．11� 15．5�
55 ヴォルスング 牡2鹿 55 勝浦 正樹有限会社シルク牧浦 充徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446 ― 〃 クビ 17．4�
11 オーミシャンクス 牡2黒鹿55 藤岡 康太岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 496 ―1：58．95 60．3�
33 ヒラボクヒーロー 牡2鹿 55 北村 友一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：59．32� 13．5	
22 ウォーヘッド 牡2黒鹿55 C．ルメール �G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ―1：59．4� 5．4

（仏）

44 スズカプリティー 牝2鹿 54 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 454 ― 〃 クビ 11．5�
79 エノラブエナ 牡2鹿 55 M．デムーロ名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 572 ―1：59．71� 3．0�

（仏）

67 スプリングシラー 牝2黒鹿54 高倉 稜加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 420 ―1：59．8� 139．2
811 ヒシエギーユ 牡2黒鹿55 藤田 伸二阿部 雅英氏 河内 洋 浦河 中村 雅明 498 ―2：03．8大差 3．8�

（10頭）
810 ワイレアロマンス 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 486 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 13，405，700円 複勝： 19，942，900円 枠連： 6，151，800円
馬連： 20，526，200円 馬単： 15，194，300円 ワイド： 9，894，200円
3連複： 25，802，600円 3連単： 48，564，400円 計： 159，482，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 420円 � 600円 枠 連（6－7） 1，260円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，310円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 15，190円 3 連 単 ��� 72，700円

票 数

単勝票数 差引計 134057（返還計 1012） 的中 � 18179（4番人気）
複勝票数 差引計 199429（返還計 2380） 的中 � 29040（3番人気）� 11769（6番人気）� 7774（8番人気）
枠連票数 差引計 61518（返還計 373） 的中 （6－7） 3623（7番人気）
馬連票数 差引計 205262（返還計 5563） 的中 �� 4557（17番人気）
馬単票数 差引計 151943（返還計 4303） 的中 �� 2002（27番人気）
ワイド票数 差引計 98942（返還計 3765） 的中 �� 2244（17番人気）�� 1882（21番人気）�� 940（31番人気）
3連複票数 差引計 258026（返還計 15188） 的中 ��� 1254（55番人気）
3連単票数 差引計 485644（返還計 26658） 的中 ��� 493（246番人気）

ハロンタイム 13．3―12．4―14．5―14．2―12．9―13．1―13．1―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．7―40．2―54．4―1：07．3―1：20．4―1：33．5―1：45．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワールドダンス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2011．5．14生 牡2栗 母 シャイニングピアス 母母 フォーシングビッド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ヴォルスング号の騎手松田大作は，病気のため勝浦正樹に変更。
〔競走除外〕 ワイレアロマンス号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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。

3500611月30日 晴 良 （25中京4）第1日 第6競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

816� ウエスタンムサシ 牡4芦 57
54 ▲原田 敬伍西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 508＋ 21：12．4 6．9�

713 オーネットサクセス 牝3鹿 54 大下 智醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 442＋ 3 〃 クビ 12．0�
12 レ デ ィ ー 牝3鹿 54 田中 健浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 422＋ 81：12．5クビ 28．3�
47 デルマダイコク 牡4栗 57 西村 太一浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 512± 01：12．71 3．3�
612 オリオンザプラズマ 牡3栗 56

53 ▲花田 大昂平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 462－ 2 〃 ハナ 64．5�
815� シルクバーニッシュ 牡4鹿 57

55 △杉原 誠人有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 488－ 6 〃 クビ 4．2�
611 サンライズトーク �3芦 56

55 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B484＋ 21：12．8� 12．3	
48 トウケイポイント 牡3芦 56

53 ▲伴 啓太木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 502－ 21：12．9� 5．5

714 マッキンリー 牡5鹿 57

56 ☆菱田 裕二林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 514－ 61：13．21� 22．2�
23 マイネルモーヴ 牡4栗 57 水口 優也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 526－ 21：13．52 198．4
35 マイネルテュール 牡4鹿 57 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 日高 石原牧場 500＋ 21：13．6� 50．7�
24 ローレルエナジー 牡4黒鹿57 伊藤 工真 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 504－ 61：13．7クビ 15．3�
36 � プラチナエンジェル 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 460＋ 41：14．23 82．5�
59 セルリアンスバル 牡3芦 56

53 ▲城戸 義政�イクタ 田中 章博 新冠 村本牧場 442－ 2 〃 ハナ 132．9�
510� トーセンサイレンス 牡5黒鹿 57

54 ▲原田 和真島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B464－ 21：14．3クビ 209．4�
11 コスモチャペル 牡3鹿 56 菅原 隆一 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 浦河 赤田牧場 482＋ 21：14．93� 56．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，920，600円 複勝： 24，346，500円 枠連： 10，888，000円
馬連： 24，460，700円 馬単： 16，662，300円 ワイド： 14，716，100円
3連複： 38，130，800円 3連単： 57，347，400円 計： 200，472，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 270円 � 360円 � 550円 枠 連（7－8） 960円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 7，430円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 3，110円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 27，430円 3 連 単 ��� 116，600円

票 数

単勝票数 計 139206 的中 � 15979（4番人気）
複勝票数 計 243465 的中 � 26419（4番人気）� 18021（5番人気）� 10759（9番人気）
枠連票数 計 108880 的中 （7－8） 8447（4番人気）
馬連票数 計 244607 的中 �� 5057（16番人気）
馬単票数 計 166623 的中 �� 1657（28番人気）
ワイド票数 計 147161 的中 �� 2850（14番人気）�� 1154（35番人気）�� 1135（36番人気）
3連複票数 計 381308 的中 ��� 1026（88番人気）
3連単票数 計 573474 的中 ��� 363（380番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―12．4―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．1―34．5―46．9―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウエスタンムサシ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤベガ

2009．4．12生 牡4芦 母 ウエスタンベガ 母母 ウエスタンスキャン 19戦2勝 賞金 35，140，000円
初出走 JRA

〔その他〕 マッキンリー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マッキンリー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年12月31日まで出走できない。



3500711月30日 晴 良 （25中京4）第1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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

36 ブルーチッパー 牝3鹿 53 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 480－ 41：52．9 14．7�
24 ショウナンアズサ 牝3鹿 53 M．デムーロ国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 518＋341：53．43 7．9�

（仏）

611 パーティブロッサム 牝4黒鹿55 池添 謙一飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 472－10 〃 アタマ 43．8�
510 ロ ゼ ラ ニ 牝3鹿 53 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 460－ 21：53．5� 4．3�
714� ブライトエルフ 牝4栗 55

54 ☆菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 462－ 6 〃 ハナ 5．4�

23 トゥザレジェンド 牝3栗 53 武 豊 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504－10 〃 アタマ 3．1

612 ホワイトアルバム 牝5芦 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 520± 01：53．71� 8．3�
713 ブルーメリディアン 牝4黒鹿55 C．ルメール �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 佐竹 学 468＋101：54．12	 92．8�

（仏）

59 � ネオアレクサンドラ 牝4鹿 55 北村 友一小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：54．41� 19．8
12 ソロデビュー 牝4黒鹿55 藤田 伸二	フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 504－ 41：54．5	 82．1�
11 ジョウテンオリーヴ 牝4鹿 55 西村 太一田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 512＋101：54．82 142．7�
35 シーズガレット 牝5栗 55 古川 吉洋橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 470± 01：54．9� 41．2�
816 コスモレイラ 牝4青鹿55 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 4 〃 アタマ 108．1�
48 ラクリモーサ 牝4青鹿55 岡田 祥嗣 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 432－ 6 〃 ハナ 23．5�
47 コーディリア 牝4青 55 国分 優作 	社台レースホース清水 出美 安平 追分ファーム 456± 01：55．85 133．1�
815 サンデースイセイ 牝5鹿 55 川須 栄彦浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B484± 01：56．0� 62．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，118，200円 複勝： 31，143，400円 枠連： 10，481，400円
馬連： 27，973，600円 馬単： 18，948，000円 ワイド： 16，557，800円
3連複： 44，236，200円 3連単： 67，464，100円 計： 234，922，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 540円 � 340円 � 1，100円 枠 連（2－3） 1，420円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 12，110円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 6，140円 �� 4，970円

3 連 複 ��� 60，020円 3 連 単 ��� 287，800円

票 数

単勝票数 計 181182 的中 � 9757（6番人気）
複勝票数 計 311434 的中 � 15262（7番人気）� 26401（5番人気）� 6852（10番人気）
枠連票数 計 104814 的中 （2－3） 5485（7番人気）
馬連票数 計 279736 的中 �� 4347（19番人気）
馬単票数 計 189480 的中 �� 1155（45番人気）
ワイド票数 計 165578 的中 �� 2355（22番人気）�� 657（57番人気）�� 814（49番人気）
3連複票数 計 442362 的中 ��� 544（156番人気）
3連単票数 計 674641 的中 ��� 173（763番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．3―12．8―12．7―13．0―12．7―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．3―50．1―1：02．8―1：15．8―1：28．5―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーチッパー �
�
父 ボーナスフィーバー �

�
母父 Tiznow デビュー 2013．2．16 京都2着

2010．3．14生 牝3鹿 母 ペ ケ ジ ェ イ 母母 スイートテイスト 7戦2勝 賞金 17，900，000円
〔騎手変更〕 ブルーメリディアン号の騎手松田大作は，病気のためC．ルメールに変更。
〔制裁〕 ブルーメリディアン号の騎手C．ルメールは，前検量後における登録服色の管理について注意義務を怠り過怠金10，000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 ナーゴナーゴサユリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3500811月30日 晴 良 （25中京4）第1日 第8競走 ��2，000�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55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

816 アドマイヤディープ 牡3鹿 55 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 62：00．4 1．8�
（仏）

24 サンライズタイセイ 牡3鹿 55 武 豊松岡 隆雄氏 中村 均 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 22：00．82� 9．2�
714 トミケンスラーヴァ 牡3鹿 55 丸山 元気冨樫 賢二氏 上原 博之 大樹 大樹ファーム 494－ 42：00．9� 82．0�
47 グレートヴァリュー 牡5黒鹿57 北村 友一小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 464＋ 62：01．11 46．7�
818 ダンツクロノス 牡3鹿 55 藤田 伸二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 500± 02：01．2� 34．8�
48 プレミアムタイム 牡4栗 57 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B500－ 62：01．41 7．3	
36 トーセンツリー 牡3芦 55 柴山 雄一島川 
哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋ 82：01．93 45．0�
23 ウェーブオーキッド �3青 55 西村 太一万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 22：02．0� 46．4�
612 ディープウェーブ 牡3青鹿55 川須 栄彦万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432± 02：02．1� 16．8
713 ゲットハッピー 牡5黒鹿 57

55 △杉原 誠人�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 476－ 42：02．41� 74．7�
35 サクセスフェイト 牡4黒鹿57 吉田 隼人髙嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 444－ 62：02．5� 19．2�
817 マイネルグラード 牡5鹿 57 C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 520－ 22：02．7� 19．5�
（仏）

510 レッドクラーケン 牡3鹿 55
52 ▲伴 啓太 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 492－ 6 〃 ハナ 11．7�

11 マクベスバローズ 牡3黒鹿 55
54 ☆菱田 裕二猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462± 02：02．8� 23．0�

715	 ヒカルデザイアー 牡3鹿 55 中舘 英二高橋 光氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 478＋ 42：02．9� 133．1�
12 ニシノレゾネ 牡3栗 55

54 ☆中井 裕二西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 438± 02：03．22 329．2�
611 レッドバビロン 牡4青鹿57 高倉 稜 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 508＋ 62：06．4大差 112．3�
59 メイショウホマレ 牝3栗 53

50 ▲城戸 義政松本 和子氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 438－ 22：06．61 455．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，339，100円 複勝： 29，567，200円 枠連： 9，769，800円
馬連： 33，610，800円 馬単： 20，962，400円 ワイド： 17，528，100円
3連複： 46，225，700円 3連単： 74，622，600円 計： 252，625，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 220円 � 930円 枠 連（2－8） 670円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，470円 �� 6，970円

3 連 複 ��� 23，240円 3 連 単 ��� 75，450円

票 数

単勝票数 計 203391 的中 � 94099（1番人気）
複勝票数 計 295672 的中 � 91859（1番人気）� 33067（3番人気）� 5368（13番人気）
枠連票数 計 97698 的中 （2－8） 10849（1番人気）
馬連票数 計 336108 的中 �� 30271（2番人気）
馬単票数 計 209624 的中 �� 11437（2番人気）
ワイド票数 計 175281 的中 �� 10374（2番人気）�� 1676（26番人気）�� 581（69番人気）
3連複票数 計 462257 的中 ��� 1468（73番人気）
3連単票数 計 746226 的中 ��� 730（218番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．4―12．2―11．8―11．9―12．2―12．3―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．2―48．4―1：00．2―1：12．1―1：24．3―1：36．6―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．1
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤディープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zieten デビュー 2013．4．28 京都1着

2010．4．29生 牡3鹿 母 シ ー ズ ア ン 母母 Sunset Cafe 6戦2勝 賞金 17，020，000円
〔発走状況〕 ウェーブオーキッド号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ウェーブオーキッド号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドバビロン号・メイショウホマレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

12月31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。
（非抽選馬） 2頭 ハドソンシチー号・レッドストラーダ号
※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。



3500911月30日 晴 良 （25中京4）第1日 第9競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走14時25分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

510 アイヴィーリーグ 牡5鹿 57 藤岡 康太近藤 英子氏 中尾 秀正 新冠 平山牧場 472＋ 21：36．3 20．7�
47 トウカイバイタル 牡3黒鹿56 C．ルメール 内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 452－ 41：36．51� 1．4�

（仏）

612 ア ン ジ ュ エ 牝3黒鹿54 川須 栄彦�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460＋ 61：36．71� 17．3�

59 マウントビスティー 牡4栗 57 西村 太一備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 464＋10 〃 クビ 99．1�
24 ポップアップハート 牡3栗 56 丸山 元気丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 502＋141：37．02 13．9�
48 ケンブリッジサン 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 476＋141：37．1クビ 7．4	

815 アニマトゥール 牝3黒鹿54 北村 友一 
社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 450± 0 〃 クビ 31．5�
816 アンスポークン 牝4鹿 55 吉田 隼人 
社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 17．8�
714 マイネルナタリス 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 466－ 4 〃 アタマ 35．6
713� グランデクロコ 牡4鹿 57 上野 翔 �グランデオーナーズ 的場 均 浦河 村下農場 488＋141：37．31� 295．4�
35 サクラオードシエル 牝4青鹿55 蛯名 正義�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 488＋ 61：37．4クビ 28．8�
12 � レッドキングダム 牡4鹿 57 高倉 稜 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 61．0�
36 メイショウオオゼキ 	3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 6 〃 アタマ 54．7�
611 リッシュレーヴ 牡3鹿 56 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 480＋121：37．5クビ 182．4�
11 オリーブジュエル 牝4青鹿 55

54 ☆菱田 裕二 
社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 460－ 21：37．6� 66．4�
23 � カワキタテンザン 牡4栗 57 勝浦 正樹川島 吉男氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 474－101：38．13 341．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，727，200円 複勝： 66，807，300円 枠連： 10，762，900円
馬連： 35，685，800円 馬単： 29，676，900円 ワイド： 20，254，700円
3連複： 52，272，000円 3連単： 113，790，900円 計： 355，977，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 360円 � 110円 � 240円 枠 連（4－5） 710円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，770円 �� 320円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 31，670円

票 数

単勝票数 計 267272 的中 � 10194（6番人気）
複勝票数 計 668073 的中 � 17112（6番人気）� 470794（1番人気）� 29291（3番人気）
枠連票数 計 107629 的中 （4－5） 11301（4番人気）
馬連票数 計 356858 的中 �� 31534（3番人気）
馬単票数 計 296769 的中 �� 6276（13番人気）
ワイド票数 計 202547 的中 �� 11426（5番人気）�� 2488（19番人気）�� 17636（2番人気）
3連複票数 計 522720 的中 ��� 11076（10番人気）
3連単票数 計1137909 的中 ��� 2652（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―35．7―47．7―59．9―1：12．1―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイヴィーリーグ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．3．21 阪神1着

2008．3．19生 牡5鹿 母 キ ャ ラ ッ ト 母母 フリーダムダンス 7戦3勝 賞金 21，200，000円
〔騎手変更〕 アンスポークン号の騎手松田大作は，病気のため吉田隼人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 テイエムジョニクロ号・マイネルコランダム号・ラスカルトップ号・ロングシャドウ号
※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。

3501011月30日 晴 良 （25中京4）第1日 第10競走 ��
��1，400�

な る み

鳴 海 特 別
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，24．12．1以降25．11．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

612 デルマヌラリヒョン 牡3鹿 54 高倉 稜浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 482－ 21：24．3 4．3�
23 ガッサンプレイ 牡3栗 53 杉原 誠人西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 466± 01：24．4� 10．7�
11 テ ム ジ ン 牡4鹿 54 蛯名 正義熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 480－ 41：24．61� 6．6�
12 ラ パ ヌ イ 牝5鹿 52 村田 一誠青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B486－121：24．7クビ 50．3�
713 ヴァレンティーネ 牝3鹿 51 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 452＋ 21：24．8� 43．4�
611 ウォーターサムデイ 牡7鹿 53 北村 友一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 476＋161：24．9クビ 186．7�
714	 キクノグラード 牡4栗 55 水口 優也菊池 五郎氏 野村 彰彦 浦河 惣田 英幸 484－ 4 〃 ハナ 40．9	
815 モズベラベラ 牡4栗 57 C．ルメール 北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 484－ 41：25．0
 4．2


（仏）

59 カシノインカローズ 牝4鹿 54 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 452± 01：25．1
 9．4�
816 タングルジャングル 牡5鹿 54 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 476＋ 6 〃 アタマ 43．4
48 オーシャンパワー 牡5鹿 55 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 466－ 21：25．2クビ 20．9�
24 タマモベルモット 牡3鹿 52 吉田 隼人タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 476＋ 61：25．3
 50．9�
35 ヒルノケアンズ 牝3黒鹿51 田中 健�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 460－ 41：25．51
 21．5�
47 シニスタークイーン 牝4黒鹿51 菱田 裕二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 450＋ 21：25．6� 47．8�
510 ハンターワディ 牡6鹿 52 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 484＋ 2 〃 ハナ 136．5�
36 � ティズトレメンダス 牝3鹿 54 藤岡 康太岡田 牧雄氏 佐山 優 米 Morgan’s

Ford Farm 496＋ 21：25．7クビ 5．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，774，900円 複勝： 38，709，500円 枠連： 14，184，300円
馬連： 57，880，500円 馬単： 32，632，100円 ワイド： 25，686，700円
3連複： 79，105，400円 3連単： 134，219，900円 計： 407，193，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 260円 � 210円 枠 連（2－6） 2，160円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 690円 �� 530円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 20，360円

票 数

単勝票数 計 247749 的中 � 45897（2番人気）
複勝票数 計 387095 的中 � 61958（1番人気）� 35453（6番人気）� 49447（3番人気）
枠連票数 計 141843 的中 （2－6） 4854（13番人気）
馬連票数 計 578805 的中 �� 21954（8番人気）
馬単票数 計 326321 的中 �� 6441（13番人気）
ワイド票数 計 256867 的中 �� 9134（7番人気）�� 12489（2番人気）�� 7963（9番人気）
3連複票数 計 791054 的中 ��� 16442（7番人気）
3連単票数 計1342199 的中 ��� 4866（41番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．2―12．2―12．6―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．6―46．8―59．4―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマヌラリヒョン �
�
父 バトルライン �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2012．10．13 東京2着

2010．4．14生 牡3鹿 母 オープンアップ 母母 タッチオブゴールド 12戦3勝 賞金 41，403，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 タングルジャングル号の騎手松田大作は，病気のため丸山元気に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 アルセーヌシチー号・グランマルシェ号・コスモパルダ号・ザストロンシチー号・シゲルモトナリ号・

スズカジョンブル号・タガノプリンス号・デプロマトウショウ号・ニットウビクトリー号・ピエナトップガン号・
ヤマチョウフェア号・ラブリースター号・リズミックビート号

※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。



3501111月30日 晴 良 （25中京4）第1日 第11競走
サイレンススズカメモリアル

��
��2，000�第49回金 鯱 賞（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�
減，24．12．1以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，24．11．30以前のGⅠ競走（牝馬限定競走
を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 1，008，000円 288，000円 144，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

711 カレンミロティック �5栗 56 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：59．6 6．6�
813 ラブリーデイ 牡3黒鹿54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：00．02	 9．4�
34 ウインバリアシオン 牡5鹿 56 藤岡 康太�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 538＋302：00．1
 11．0�
712 トゥザグローリー 牡6鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 534＋ 82：00．41
 8．9�
58 フラガラッハ 牡6鹿 56 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 0 〃 クビ 10．5	
33 ムスカテール 牡5黒鹿57 M．デムーロ吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋162：00．61 8．0


（仏）

45 シャドウバンガード 牡4黒鹿56 勝浦 正樹飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 446＋ 62：00．81� 19．4�
46 フミノヤマビコ 牡6鹿 56 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B498＋ 22：01．01	 359．8�
57 ロードオブザリング 牡6鹿 56 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 500＋ 62：01．1クビ 100．3
610 オーシャンブルー 牡5鹿 57 C．ルメール 青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 444＋ 62：01．2
 4．7�

（仏）

22 ウインドジャズ 牡6黒鹿56 酒井 学岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 496－ 62：01．3	 186．3�
69 ダノンスパシーバ 牡6鹿 56 丸山 元気�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 510－ 2 〃 クビ 362．0�
814 スピードリッパー 牝5栗 54 杉原 誠人吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B470± 02：02．15 277．7�
11 メイショウナルト �5鹿 56 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 466＋ 62：02．41
 3．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 90，845，200円 複勝： 126，349，000円 枠連： 44，879，500円
馬連： 312，377，600円 馬単： 145，281，400円 ワイド： 108，113，000円
3連複： 437，864，100円 3連単： 769，542，900円 計： 2，035，252，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 240円 � 310円 � 360円 枠 連（7－8） 1，870円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，390円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 10，810円 3 連 単 ��� 58，490円

票 数

単勝票数 計 908452 的中 � 109419（3番人気）
複勝票数 計1263490 的中 � 150602（3番人気）� 107997（5番人気）� 87999（8番人気）
枠連票数 計 448795 的中 （7－8） 17785（8番人気）
馬連票数 計3123776 的中 �� 83128（15番人気）
馬単票数 計1452814 的中 �� 20250（23番人気）
ワイド票数 計1081130 的中 �� 31351（10番人気）�� 19025（26番人気）�� 16837（31番人気）
3連複票数 計4378641 的中 ��� 29911（55番人気）
3連単票数 計7695429 的中 ��� 9710（266番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．1―11．7―11．7―12．0―12．2―12．2―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―35．9―47．6―59．3―1：11．3―1：23．5―1：35．7―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カレンミロティック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2010．11．7 京都4着

2008．2．22生 �5栗 母 ス タ ー ミ ー 母母 Caerlina 21戦6勝 賞金 159，064，000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。

3501211月30日 晴 良 （25中京4）第1日 第12競走 ��1，200�
く わ な

桑 名 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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

24 ケイアイウィルゴー 牝3鹿 54 藤岡 康太亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 460－101：09．1 18．8�
12 ユキノアイオロス �5鹿 57 蛯名 正義井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 484＋121：09．41� 6．0�
47 ケイアイユニコーン 牡4栗 57 藤田 伸二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 486± 0 〃 ハナ 3．5�
48 スピードルーラー 牡4鹿 57 西田雄一郎嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 512－ 41：09．61� 25．5�
23 ダイワミストレス 牝4黒鹿55 吉田 隼人大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 ハナ 18．9�
818 クインスウィーティ 牝3芦 54 酒井 学田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 428＋101：09．7	 144．3�
817 トップルビー 牝5黒鹿55 菱田 裕二	宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 450＋ 2 〃 ハナ 42．1

36 ディザイラブル 牝4黒鹿55 武 豊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 426＋ 4 〃 クビ 18．7�
510 テイエムコウノトリ 牝4黒鹿55 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 456± 01：09．8	 6．7
816 ベイビーイッツユー 牝3栗 54 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧 光二 日高 白井牧場 462＋ 6 〃 ハナ 90．8�
11 ハイキートーン 牝3栗 54 C．ルメール	下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 440＋ 2 〃 クビ 13．9�

（仏）

714 アポロダイヤモンド 牝3鹿 54 中舘 英二アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 442± 01：09．9クビ 43．0�
59 ダイワカリエンテ 牝4栗 55 川須 栄彦大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 11．0�
713 ビーマイラブ 牝3鹿 54 村田 一誠	フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 480－ 61：10．11� 18．2�
35 ラ パ ー ジ ュ 牝4青鹿55 丸山 元気 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 460－ 2 〃 クビ 8．9�
611 ベ ル ラ イ ン 牝3栗 54 鮫島 良太永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 438± 01：10．2	 19．8�
715
 ストリートワイズ 牡4青 57 水口 優也岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 81：10．52 184．5�
612 アクアブルーバレー 牝3栗 54 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 464＋ 61：10．82 147．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，023，800円 複勝： 51，664，300円 枠連： 25，510，300円
馬連： 73，804，200円 馬単： 40，921，500円 ワイド： 35，061，300円
3連複： 112，888，200円 3連単： 181，993，500円 計： 551，867，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 490円 � 220円 � 150円 枠 連（1－2） 1，670円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 14，300円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 1，010円 �� 530円

3 連 複 ��� 7，040円 3 連 単 ��� 66，530円

票 数

単勝票数 計 300238 的中 � 12631（9番人気）
複勝票数 計 516643 的中 � 21042（10番人気）� 60471（2番人気）� 119185（1番人気）
枠連票数 計 255103 的中 （1－2） 11333（8番人気）
馬連票数 計 738042 的中 �� 8874（22番人気）
馬単票数 計 409215 的中 �� 2113（62番人気）
ワイド票数 計 350613 的中 �� 3994（22番人気）�� 8504（5番人気）�� 17416（1番人気）
3連複票数 計1128882 的中 ��� 11835（9番人気）
3連単票数 計1819935 的中 ��� 2019（163番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―11．5―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．6―46．1―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイウィルゴー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ウォーニング デビュー 2012．8．11 小倉1着

2010．2．10生 牝3鹿 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド 13戦2勝 賞金 22，539，000円
〔騎手変更〕 クインスウィーティ号の騎手松田大作は，病気のため酒井学に変更。
〔制裁〕 スピードルーラー号の騎手西田雄一郎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 ヴェアデイロス号・エステージャ号・カシノワルツ号・キャメロンロード号・コトブキゴールド号・シュンケイリ号・

ディアプリンセス号・デンコウスカイ号・トーアディアマンテ号・ナガレボシイチバン号・ニュアージゲラン号・
ノアノア号・バーニングハート号・フォレストピア号・ヤマニンカヴァリエ号

※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。



（25中京4）第1日 11月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 188頭 本 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

264，080，000円
6，660，000円
2，930，000円
24，510，000円
65，296，000円
5，126，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
297，044，900円
500，464，500円
164，123，400円
684，815，300円
391，566，500円
307，143，700円
987，242，800円
1，683，934，700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 5，016，335，800円

総入場人員 21，180名 （有料入場人員 19，314名）
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