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3503712月8日 晴 良 （25中京4）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
1：55．5
1：50．9

重
不良

23 レッドアルヴィス 牡2鹿 55 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490± 01：57．0 1．6�
11 ティーポイズン 牡2栗 55 松山 弘平深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 500＋ 41：57．42� 4．4�
611 スリーサウス 牡2鹿 55 鮫島 良太永井商事� 藤岡 範士 新ひだか 山田牧場 464－ 21：58．46 12．1�
36 オールドバルディー 牡2黒鹿55 吉田 隼人�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 504－ 21：58．5� 20．7�
59 ロードガンブラック 牡2鹿 55

54 ☆菱田 裕二 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新冠 五丸農場 474－ 21：58．6� 10．1�
816 シャッツクヴェレ 牡2青鹿55 藤岡 康太青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム 488－ 41：58．91� 10．7	
713 マイネルプレセンテ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム 450－ 21：59．0� 82．6

35 ワ イ マ ン 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太井上 久光氏 柴田 政人 新冠 石郷岡 雅樹 494－ 6 〃 ハナ 41．4�
48 ケイブロック 牡2鹿 55 西村 太一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 518＋ 2 〃 ハナ 359．8�
714 ディアルレイル 牝2栗 54

53 ☆横山 和生ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 406± 01：59．1� 126．1
815 カ シ ノ バ ル �2栗 55 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 452＋ 21：59．31� 111．6�
510 モルフェティー 牡2青鹿55 国分 優作並河賢一郎氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 444＋ 8 〃 クビ 262．1�
24 ゴールドバニラ 牝2鹿 54

51 ▲城戸 義政 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 440－ 41：59．4クビ 471．2�
612 シゲルゴウシュウ 牡2黒鹿 55

53 △杉原 誠人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 仲野牧場 472－ 81：59．72 220．3�
47 ア テ ッ サ �2黒鹿55 上村 洋行藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上 悦夫 452－ 61：59．8� 431．8�
12 ジンライムデザイア 牡2黒鹿 55

53 △藤懸 貴志飯田総一郎氏 鈴木 孝志 日高 千葉飯田牧場 462－ 2 〃 ハナ 58．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，066，900円 複勝： 19，155，300円 枠連： 6，161，500円
馬連： 21，954，900円 馬単： 17，611，800円 ワイド： 12，338，800円
3連複： 33，464，100円 3連単： 63，072，500円 計： 188，825，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 120円 � 120円 � 210円 枠 連（1－2） 310円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 170円 �� 460円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 3，320円

票 数

単勝票数 計 150669 的中 � 74501（1番人気）
複勝票数 計 191553 的中 � 51980（1番人気）� 48254（2番人気）� 16770（4番人気）
枠連票数 計 61615 的中 （1－2） 14715（1番人気）
馬連票数 計 219549 的中 �� 49981（1番人気）
馬単票数 計 176118 的中 �� 27942（1番人気）
ワイド票数 計 123388 的中 �� 24824（1番人気）�� 5639（5番人気）�� 5100（6番人気）
3連複票数 計 334641 的中 ��� 20677（3番人気）
3連単票数 計 630725 的中 ��� 14058（4番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―13．3―14．1―14．0―13．8―13．4―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―37．0―51．1―1：05．1―1：18．9―1：32．3―1：44．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドアルヴィス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grindstone デビュー 2013．7．20 中京2着

2011．2．14生 牡2鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine 3戦1勝 賞金 8，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コマノオトコ号

3503812月8日 晴 良 （25中京4）第4日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時25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� 基準タイム

中央レコード
1：25．0
1：23．1

不良
重

36 キタサンウンゲツ 牡2鹿 55 川須 栄彦�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 504－ 41：26．8 2．1�
11 プレフェリート 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 516＋301：27．01� 9．4�

59 デジタルアゲン 牡2鹿 55 西田雄一郎浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 514＋ 41：27．1� 98．5�
713 マルカシグナス �2芦 55

54 ☆菱田 裕二河長産業� 羽月 友彦 浦河 杵臼牧場 462－101：27．31	 8．7�
35 ファイアボール 牡2鹿 55 勝浦 正樹�Basic 畠山 吉宏 浦河 酒井牧場 496＋ 21：27．4
 6．4	
510 ニットギブソン 牡2青鹿55 荻野 琢真水野 英樹氏 和田 正道 日高 増尾牧場 468＋ 41：27．5クビ 20．9

611 アンジュシュエット 牝2黒鹿54 松田 大作有限会社シルク伊藤 大士 浦河 桑田牧場 464－ 41：27．92� 5．5�
23 トーホウレオポルド 牡2青鹿 55

52 ▲花田 大昂東豊物産� 武藤 善則 日高 竹島 幸治 442＋ 21：28．0� 235．3�
47 エーティーヤッホー 牡2栗 55 国分 優作荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか キヨタケ牧場 478－ 21：28．21	 125．6
816 アイファーデューク 牡2黒鹿55 村田 一誠中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 414＋ 21：28．41	 383．4�
815 シリカサンド 牝2芦 54

53 ☆横山 和生 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 446－12 〃 ハナ 58．7�
612 ディアブレイズン 牡2鹿 55 吉田 隼人ディアレスト 矢野 英一 新ひだか 岡田 猛 474＋12 〃 ハナ 18．6�
48 クラシックヤンキー 牡2黒鹿55 丸山 元気大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 498＋181：28．82� 189．4�
24 ラガーベルリン 牡2鹿 55 松山 弘平奥村 啓二氏 柴田 政見 新ひだか 今 牧場 450－ 21：29．65 33．7�
12 フロリディータ 牝2鹿 54

52 △杉原 誠人手嶋 康雄氏 松永 康利 浦河 浦河土肥牧場 434－ 2 〃 ハナ 354．9�
714 コウユーユメノホシ 牡2鹿 55

52 ▲岩崎 翼加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 田上 勝雄 468＋101：32．2大差 35．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，914，300円 複勝： 30，418，000円 枠連： 8，164，300円
馬連： 21，786，000円 馬単： 17，640，600円 ワイド： 12，754，300円
3連複： 33，409，900円 3連単： 58，526，300円 計： 196，613，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 280円 � 1，090円 枠 連（1－3） 610円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，690円 �� 8，060円

3 連 複 ��� 14，770円 3 連 単 ��� 44，670円

票 数

単勝票数 計 139143 的中 � 54180（1番人気）
複勝票数 計 304180 的中 � 153998（1番人気）� 18250（4番人気）� 3612（10番人気）
枠連票数 計 81643 的中 （1－3） 9950（4番人気）
馬連票数 計 217860 的中 �� 21074（3番人気）
馬単票数 計 176406 的中 �� 12104（3番人気）
ワイド票数 計 127543 的中 �� 8239（4番人気）�� 1792（17番人気）�� 361（53番人気）
3連複票数 計 334099 的中 ��� 1670（42番人気）
3連単票数 計 585263 的中 ��� 967（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．7―47．3―1：00．7―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンウンゲツ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．10．13 京都5着

2011．3．17生 牡2鹿 母 キタサンオウシャン 母母 Kitasan Dream 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 ニットギブソン号の騎手荻野琢真は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウユーユメノホシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月8日まで平地

競走に出走できない。

第４回 中京競馬 第４日



3503912月8日 晴 良 （25中京4）第4日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走10時55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
1：49．4
1：47．8

良
重

812� スナーククラウン 牡4鹿 57 菅原 隆一杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか グランド牧場 468± 01：55．1 131．2�
69 キングスクルーザー 牡3鹿 56

54 △藤懸 貴志有限会社シルク平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 454－ 21：55．31 11．6�
11 ブロードスター �3鹿 56

53 ▲岩崎 翼安原 浩司氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 494＋ 2 〃 ハナ 4．7�
22 スズカファイター 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 462＋ 21：55．4� 5．0�
56 ゴーイングベル 牡3芦 56

53 ▲城戸 義政田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 502－ 21：55．72 6．9�
57 � チャンピオンホーク 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 川上 悦夫 476＋ 6 〃 クビ 75．7�
68 ジョナパランセ 牡4栗 57

56 ☆横山 和生青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 504＋101：55．8� 12．1	
711 フォルトファーレン 牡4黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二 
キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464－ 41：55．9� 2．6�
45 ヤマニンパンテオン 牡3鹿 56 伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 440＋ 6 〃 アタマ 59．6�
44 � トゥイードルダム �3鹿 56

53 ▲原田 敬伍栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日高大洋牧場 470－ 21：56．0� 144．1
813 サンレイフローラ 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 434－ 41：56．1クビ 15．1�
710 シーユーアラウンド 牡3黒鹿56 西村 太一吉田 勝己氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：56．31� 79．4�
33 コウギョウサンデー 牡3鹿 56 小野寺祐太菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 510－ 21：58．2大差 71．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，164，800円 複勝： 26，840，000円 枠連： 7，736，000円
馬連： 28，935，700円 馬単： 21，055，200円 ワイド： 15，281，700円
3連複： 43，064，500円 3連単： 75，886，400円 計： 234，964，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，120円 複 勝 � 1，450円 � 350円 � 190円 枠 連（6－8） 2，410円

馬 連 �� 47，990円 馬 単 �� 143，880円

ワ イ ド �� 6，910円 �� 6，260円 �� 860円

3 連 複 ��� 72，070円 3 連 単 ��� 756，820円

票 数

単勝票数 計 161648 的中 � 971（12番人気）
複勝票数 計 268400 的中 � 3864（10番人気）� 19862（6番人気）� 47588（2番人気）
枠連票数 計 77360 的中 （6－8） 2372（13番人気）
馬連票数 計 289357 的中 �� 445（55番人気）
馬単票数 計 210552 的中 �� 108（119番人気）
ワイド票数 計 152817 的中 �� 530（49番人気）�� 585（43番人気）�� 4624（11番人気）
3連複票数 計 430645 的中 ��� 441（126番人気）
3連単票数 計 758864 的中 ��� 74（886番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―38．8―52．2―1：05．2―1：18．1―1：30．7―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�スナーククラウン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Cure the Blues

2009．4．29生 牡4鹿 母 テレサザティーチャ 母母 Proud n’ Appeal 12戦1勝 賞金 11，500，000円
初出走 JRA

3504012月8日 晴 良 （25中京4）第4日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走11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 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

48 カゼノサファイア 牝3青 54
53 ☆中井 裕二深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 460－ 41：12．7 4．0�

612 シャンパンルージュ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ B482＋ 21：12．91 6．4�

47 メイショウジビュス 牝4鹿 55
52 ▲城戸 義政松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 470＋10 〃 クビ 21．4�

24 マウントフジ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社
吉田ファーム 432－101：13．0クビ 10．7�

35 キャメロンロード 牝3鹿 54 黛 弘人森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 442－ 4 〃 ハナ 57．8�
713 アイネクライネ 牝3芦 54 松田 大作田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社

松田牧場 464＋ 4 〃 ハナ 13．5	
816 タイセイクインス 牝4青鹿55 川須 栄彦田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 476＋101：13．21 4．0

59 ヨゾラニネガイヲ 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454± 01：13．41� 6．7�
510� クロンドローリエ 牝6青鹿 55

52 ▲伴 啓太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 432－ 21：13．61� 21．6

815 ニシノオドリコ 牝3栗 54 西村 太一西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 482＋12 〃 ハナ 56．3�
36 ホオポノポノ 牝3鹿 54

53 ☆横山 和生松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ
ナル牧場 424＋ 61：14．02� 12．2�

12 プラティーヌ 牝3鹿 54 村田 一誠伊藤 元庸氏 高市 圭二 新冠 細川農場 454－ 4 〃 クビ 108．6�
714� ア ナ ン タ ン 牝4栗 55 中舘 英二川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 430－ 21：14．42� 53．8�
611 サマニトップレディ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 438－ 61：14．5	 28．0�
11 オ リ ー ブ 牝4鹿 55 上村 洋行下井 道博氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 446－101：15．13� 103．8�

（15頭）
23 ヒノデポベーダ 牝5鹿 55 国分 優作久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 13，653，200円 複勝： 27，334，700円 枠連： 9，340，600円
馬連： 26，751，700円 馬単： 17，442，300円 ワイド： 15，790，100円
3連複： 42，316，800円 3連単： 64，109，000円 計： 216，738，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 230円 � 500円 枠 連（4－6） 800円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，060円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 26，800円

票 数

単勝票数 計 136532 的中 � 27183（2番人気）
複勝票数 計 273347 的中 � 48336（1番人気）� 32817（3番人気）� 11512（8番人気）
枠連票数 計 93406 的中 （4－6） 8710（3番人気）
馬連票数 計 267517 的中 �� 15478（2番人気）
馬単票数 計 174423 的中 �� 4917（3番人気）
ワイド票数 計 157901 的中 �� 8104（2番人気）�� 3596（11番人気）�� 2513（22番人気）
3連複票数 計 423168 的中 ��� 5319（15番人気）
3連単票数 計 641090 的中 ��� 1766（47番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．8―12．1―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―35．7―47．8―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 ・（11，12）（7，16）4（6，8，14）（5，13）9（2，15）10－1 4 12，11（7，16）（4，6，8）－（5，13，14）9（2，15）10－1

勝馬の
紹 介

カゼノサファイア �
�
父 スパイキュール �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2013．3．17 中山6着

2010．2．24生 牝3青 母 フェアリーバニヤン 母母 キャタラクト 8戦1勝 賞金 9，400，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔出走取消〕 ヒノデポベーダ号は，疾病〔左寛跛行〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ジャストフレンズ号・バクシンクリチャン号・メイショウアキシノ号・モルフェメアリー号



3504112月8日 晴 良 （25中京4）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時55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
2：03．4
1：59．9

良
良

78 ヤマノウィザード 牡2鹿 55 松山 弘平山泉 恵宥氏 山内 研二 新冠 高瀬牧場 456 ―2：06．1 1．7�
77 � サウンドシャカラカ 牡2栗 55 川須 栄彦増田 雄一氏 佐藤 正雄 米 Edition Farm 470 ―2：06．52� 11．8�
89 タガノグリズリー 牡2鹿 55 鮫島 良太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 458 ―2：06．71� 14．1�
55 ハリウッドセレブ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 クビ 4．9�
66 ヒシスカイガイ 牡2栗 55

54 ☆横山 和生阿部 雅英氏 久保田貴士 新冠 飛渡牧場 482 ―2：06．91	 59．3�
33 イントゥレジェンド 牡2栗 55 松田 大作�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 474 ― 〃 クビ 17．3	
22 ア ル ー シ ュ 牝2芦 54

53 ☆菱田 裕二有限会社シルク吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 484 ―2：07．11	 6．4

44 サンライズメシア 牡2栗 55

52 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 前田 宗将 488 ―2：07．63 22．0�
810 ボーントゥラン 牡2鹿 55 中谷 雄太松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 388 ― 〃 ハナ 132．7�
11 オンマイラブ 牝2黒鹿54 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 448 ―2：08．02� 89．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，664，600円 複勝： 28，796，300円 枠連： 5，753，900円
馬連： 21，343，700円 馬単： 21，980，800円 ワイド： 11，504，500円
3連複： 29，960，600円 3連単： 76，732，500円 計： 213，736，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 � 230円 枠 連（7－7） 620円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 350円 �� 370円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 4，780円

票 数

単勝票数 計 176646 的中 � 84749（1番人気）
複勝票数 計 287963 的中 � 151009（1番人気）� 17371（5番人気）� 19002（4番人気）
枠連票数 計 57539 的中 （7－7） 6926（3番人気）
馬連票数 計 213437 的中 �� 20954（3番人気）
馬単票数 計 219808 的中 �� 17020（3番人気）
ワイド票数 計 115045 的中 �� 8544（3番人気）�� 8122（4番人気）�� 2542（14番人気）
3連複票数 計 299606 的中 ��� 12578（7番人気）
3連単票数 計 767325 的中 ��� 11859（12番人気）

ハロンタイム 13．0―10．8―13．1―14．0―13．9―13．0―12．9―12．3―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―23．8―36．9―50．9―1：04．8―1：17．8―1：30．7―1：43．0―1：54．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．4
1
3
4，1－3－7，9（2，8）－5，10，6
4，3（1，7）9（2，8，10）（6，5）

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

勝馬の
紹 介

ヤマノウィザード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 リアルシヤダイ 初出走

2011．5．15生 牡2鹿 母 ランフォザドリーム 母母 ミルフォードスルー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3504212月8日 晴 良 （25中京4）第4日 第6競走 ��1，400�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 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

24 ク ロ ー チ ェ 牡4栗 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 524－ 81：25．8 1．4�
47 ケ ッ キ セ ヨ 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中
田牧場 480－ 21：25．9� 50．9�

611 ラガーライオン 牡3鹿 56 松山 弘平奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 �橋本牧場 480－ 2 〃 アタマ 7．2�
12 アスコットシチー 牡4栗 57

56 ☆中井 裕二 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 472＋ 21：26．0クビ 10．5�
713� シンワウォッカ 牝4鹿 55 川島 信二ロイヤルパーク 武 宏平 むかわ 安田 幸子 478± 01：26．32 9．8	
714 クレバーカイオウ 牡3鹿 56 丸山 元気�岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 458＋ 21：26．4クビ 39．4

48 ウエスタンソーレ 牡3芦 56 西村 太一西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム 506＋141：26．5	 61．6�
815 ハッピーヤングマン 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 有限会社武岡牧場 474＋ 21：26．6	 36．2�
23 サンデーコア 
4黒鹿57 竹之下智昭坂本 肇氏 中村 均 新冠 川上牧場 514－ 2 〃 ハナ 138．1
510� ア ウ ル ム 
4栗 57 伊藤 工真小河 一�氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 502－ 6 〃 アタマ 177．0�
11 エムオータイガー 牡3栗 56

54 △杉原 誠人大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 藤本 直弘 496± 01：26．7	 32．5�
35 ミ チ シ ル ベ 牝4鹿 55

54 ☆横山 和生小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 444－ 61：26．8クビ 222．5�
816 ヴェリーバンブー 牝3黒鹿54 鮫島 良太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 510＋141：27．43	 78．7�
612 オ ン ラ イ ン 牡3鹿 56 吉田 隼人重松 國建氏 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 B478＋ 21：27．5クビ 91．0�
36 ナリタプリムローズ 牝4鹿 55 古川 吉洋�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 442＋101：28．13	 134．6�
59 メイショウエイキ 牡3栗 56 熊沢 重文松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 鎌田 正嗣 432＋111：28．2	 444．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，425，900円 複勝： 58，864，600円 枠連： 10，141，400円
馬連： 28，547，400円 馬単： 25，285，700円 ワイド： 17，717，700円
3連複： 47，175，500円 3連単： 97，879，300円 計： 307，037，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 600円 � 170円 枠 連（2－4） 1，210円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 780円 �� 210円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 15，260円

票 数

単勝票数 計 214259 的中 � 128263（1番人気）
複勝票数 計 588646 的中 � 393492（1番人気）� 8361（8番人気）� 48649（2番人気）
枠連票数 計 101414 的中 （2－4） 6213（4番人気）
馬連票数 計 285474 的中 �� 9593（7番人気）
馬単票数 計 252857 的中 �� 6442（10番人気）
ワイド票数 計 177177 的中 �� 5050（9番人気）�� 26709（1番人気）�� 1985（20番人気）
3連複票数 計 471755 的中 ��� 10616（6番人気）
3連単票数 計 978793 的中 ��� 4735（42番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．5―12．7―12．8―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．1―47．8―1：00．6―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F38．0
3 ・（8，9）（1，10）（7，11）（2，4，6，13）14，3（5，16）15，12 4 8（1，9）（7，10）（2，11）（4，6）13（5，14，3）（16，15）12

勝馬の
紹 介

ク ロ ー チ ェ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2012．3．10 阪神1着

2009．4．2生 牡4栗 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica 17戦3勝 賞金 38，992，000円
〔その他〕 ヴェリーバンブー号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヴェリーバンブー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年2月8日まで出走できない。
※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） 1頭 アークペガサス号
（非抽選馬） 1頭 ドラグレスク号



3504312月8日 晴 良 （25中京4）第4日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時15分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
2：11．5
2：10．0

良
良

714� モ シ モ シ 牝3黒鹿 53
52 ☆横山 和生小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 406± 02：14．0 18．6�

611 カムイミンタラ 牡3鹿 55 勝浦 正樹 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 クビ 24．7�
713 コスモユッカ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 486± 02：14．21	 6．9�
816 インプレザリオ 牡5栗 57 村田 一誠青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 490－ 42：14．3クビ 3．9�
12 � テナシティー 
4黒鹿57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 458－ 82：14．4� 3．8�
35 チェイスザゴールド 牡3鹿 55 藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 510－ 2 〃 アタマ 14．3	
24 � フ ィ オ リ ア 牡5鹿 57 丸山 元気藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.

Partners 482＋ 4 〃 アタマ 38．1

715 クリビツテンギョ 牡4栗 57 国分 優作�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 480± 02：14．5 12．8�
59 ジャングルパサー 牡3鹿 55 吉田 隼人有限会社シルク高橋 文雅 新ひだか フジワラフアーム 524＋222：14．6� 19．3�
23 トーセンウィンドウ 牝3栗 53 丸田 恭介島川 哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 444± 02：14．7 22．3�
11 クールエレガンス 牡6青鹿57 平野 優臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 488＋ 22：15．02 53．9�
510 マイネルバランシン 牡3黒鹿55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 B496＋ 6 〃 アタマ 184．7�
612 グランプリブラッド 牡4鹿 57 川須 栄彦北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 446＋ 62：15．21 23．6�
47 キネオウィン 牡3鹿 55 松山 弘平吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 500－ 22：15．41 28．8�
36 リメンバーメジロ 牝3鹿 53

52 ☆菱田 裕二芹澤 精一氏 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 432＋ 22：15．71 143．3�
48 フミノポールスター 牡4黒鹿 57

54 ▲伴 啓太谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 498＋ 22：15．91� 25．5�
817 ターフデライト 牝4青 55 岡田 祥嗣�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム 496＋182：17．28 27．0�
818 スイートクラウン 牝3栗 53 西村 太一谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B468－14 （競走中止） 22．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，852，700円 複勝： 30，148，500円 枠連： 13，437，400円
馬連： 36，102，700円 馬単： 23，581，400円 ワイド： 19，811，000円
3連複： 55，447，200円 3連単： 84，876，700円 計： 280，257，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 640円 � 840円 � 240円 枠 連（6－7） 2，260円

馬 連 �� 32，260円 馬 単 �� 66，680円

ワ イ ド �� 9，540円 �� 2，180円 �� 4，810円

3 連 複 ��� 91，340円 3 連 単 ��� 569，450円

票 数

単勝票数 計 168527 的中 � 7173（6番人気）
複勝票数 計 301485 的中 � 11484（7番人気）� 8443（12番人気）� 41059（3番人気）
枠連票数 計 134374 的中 （6－7） 4401（5番人気）
馬連票数 計 361027 的中 �� 826（93番人気）
馬単票数 計 235814 的中 �� 261（182番人気）
ワイド票数 計 198110 的中 �� 505（97番人気）�� 2280（23番人気）�� 1010（53番人気）
3連複票数 計 554472 的中 ��� 448（280番人気）
3連単票数 計 848767 的中 ��� 110（1658番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―11．3―12．6―12．8―12．7―12．3―12．0―11．8―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．4―35．7―48．3―1：01．1―1：13．8―1：26．1―1：38．1―1：49．9―2：01．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9
1
3

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

2
4

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

�モ シ モ シ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フ ジ キ セ キ

2010．5．8生 牝3黒鹿 母 ワ ナ 母母 メ ロ ン パ ン 9戦1勝 賞金 8，120，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 スイートクラウン号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 テナシティー号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成25年12月14日から平成25年12月

22日まで騎乗停止。（被害馬：18番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 テンカイチ号

3504412月8日 晴 良 （25中京4）第4日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：20．0
1：19．0

良
良

714 スズノフウジン 牡3栗 56
55 ☆中井 裕二小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 498＋ 21：22．0 162．7�

48 ジョーアカリン 牝5黒鹿55 吉田 隼人上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 446＋ 2 〃 クビ 2．0�
23 ディアプリンセス 牝3黒鹿54 川須 栄彦ディアレスト 高橋 義忠 日高 松平牧場 460＋181：22．1� 27．2�
36 ダイワベスパー 牝4黒鹿55 丸田 恭介大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 442＋ 8 〃 アタマ 9．8�
11 カフェブリリアント 牝3栗 54 中舘 英二西川 光一氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 436＋ 81：22．2クビ 7．0�
59 � オギノシュタイン 牝5黒鹿55 中谷 雄太荻野 亮氏 大和田 成 新ひだか 静内白井牧場 494＋ 41：22．41� 237．2�
12 ベ ラ ベ ラ 牡3栗 56

54 △藤懸 貴志中村 祐子氏 田中 清隆 日高 サンバマウン
テンファーム 452＋ 41：22．5クビ 20．3	

818 レネットグルーヴ 牝3黒鹿54 松山 弘平 
サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 420± 01：22．6� 6．4�
47 ル ゴ ス 牡3栗 56

54 △杉原 誠人杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新ひだか 有限会社石川牧場 466＋101：22．7� 29．3�
35 シュンケイリ 牡3鹿 56 国分 優作石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 464＋10 〃 ハナ 119．0
510 モエレマリーア 牝4黒鹿 55

54 ☆横山 和生中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 446－ 2 〃 ハナ 27．1�
611 ニーレンベルギア 牝4黒鹿 55

52 ▲伴 啓太吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 450＋161：22．8クビ 32．3�
817 クリノトルネード 牡5栗 57

54 ▲岩崎 翼栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B482＋101：22．9� 178．4�
713 ミノディエール 牝3黒鹿54 川島 信二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 81：23．22 206．6�
612� エバールージュ 牝4栗 55

54 ☆菱田 裕二宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 クビ 123．6�
24 � アイファーコラソン 牝5鹿 55 鮫島 良太中島 稔氏 鮫島 一歩 新ひだか 桑嶋 峰雄 478＋ 21：23．62� 245．9�
715 アルレガーロ 牝4栗 55 松田 大作
エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 B470－14 〃 クビ 18．4�
816 ヤマニンカヴァリエ 牡4鹿 57 藤岡 康太土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 508＋ 41：23．81� 13．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，279，900円 複勝： 30，765，300円 枠連： 12，235，400円
馬連： 35，388，700円 馬単： 24，743，600円 ワイド： 19，127，500円
3連複： 54，234，700円 3連単： 87，217，800円 計： 284，992，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 16，270円 複 勝 � 2，280円 � 130円 � 630円 枠 連（4－7） 1，510円

馬 連 �� 16，320円 馬 単 �� 54，680円

ワ イ ド �� 4，970円 �� 21，400円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 93，090円 3 連 単 ��� 1，569，930円

票 数

単勝票数 計 212799 的中 � 1031（14番人気）
複勝票数 計 307653 的中 � 2402（14番人気）� 101805（1番人気）� 9647（10番人気）
枠連票数 計 122354 的中 （4－7） 6000（6番人気）
馬連票数 計 353887 的中 �� 1601（51番人気）
馬単票数 計 247436 的中 �� 334（120番人気）
ワイド票数 計 191275 的中 �� 938（54番人気）�� 215（115番人気）�� 3766（13番人気）
3連複票数 計 542347 的中 ��� 430（216番人気）
3連単票数 計 872178 的中 ��� 41（2080番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―46．6―58．5―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノフウジン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．10．6 東京6着

2010．3．26生 牡3栗 母 スズノヒロイン 母母 ビワプランサー 10戦2勝 賞金 14，200，000円
※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 シンボリゾンネ号・チェリーペトルズ号・ニュアージゲラン号



3504512月8日 晴 良 （25中京4）第4日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14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 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

22 カーティスバローズ 牡3鹿 56
55 ☆菱田 裕二猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 494－ 61：53．7 2．0�

68 � サカジロスイセイ 牡4鹿 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 長谷部牧場 500＋ 21：54．44 7．0�
44 ゴ ダ ー ル 牡3黒鹿56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：54．71� 10．8�
33 サンライズドバイ 牡5芦 57 松田 大作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490－ 8 〃 アタマ 23．1�
11 ケイアイホクトセイ 牡3鹿 56 勝浦 正樹亀田 和弘氏 和田 正道 新ひだか 松田牧場 B502－ 41：54．91� 5．7�
811 フ ァ ミ ー ユ 牡3黒鹿 56

54 △杉原 誠人吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－ 21：55．1� 15．9	

79 ハンドインハンド 牡5青鹿57 川島 信二�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 538＋101：55．41� 5．6

56 サクセスカーチス 牡3鹿 56 松山 弘平髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 470＋ 21：55．82� 36．7�
67 � クリスチャンラヴ 牝5栗 55 古川 吉洋栗山 良子氏 土田 稔 日高 荒井ファーム 426－ 41：56．01	 139．6�
812 テイエムブシドー 牡3鹿 56 西田雄一郎竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 B462－ 41：57．17 77．9
55 コウズシャイン 牡4鹿 57 中谷 雄太山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 506± 01：58．05 217．9�
710� メイショウイチフジ 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 三嶋牧場 482＋ 81：58．1� 178．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，771，700円 複勝： 27，703，500円 枠連： 8，709，800円
馬連： 33，096，900円 馬単： 27，527，000円 ワイド： 19，306，300円
3連複： 48，211，000円 3連単： 112，160，600円 計： 295，486，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 200円 � 240円 枠 連（2－6） 530円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 350円 �� 290円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 5，080円

票 数

単勝票数 計 187717 的中 � 75071（1番人気）
複勝票数 計 277035 的中 � 107840（1番人気）� 27262（4番人気）� 20928（5番人気）
枠連票数 計 87098 的中 （2－6） 12351（3番人気）
馬連票数 計 330969 的中 �� 39432（3番人気）
馬単票数 計 275270 的中 �� 21345（3番人気）
ワイド票数 計 193063 的中 �� 14218（4番人気）�� 18030（3番人気）�� 4294（13番人気）
3連複票数 計 482110 的中 ��� 23266（7番人気）
3連単票数 計1121606 的中 ��� 16299（9番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．4―13．3―13．2―12．2―12．5―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．3―51．6―1：04．8―1：17．0―1：29．5―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カーティスバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2013．2．10 東京3着

2010．3．10生 牡3鹿 母 ベルベットスマイル 母母 Velvet Touch 9戦2勝 賞金 24，050，000円
〔制裁〕 カーティスバローズ号の騎手菱田裕二は，3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：12番）

3504612月8日 晴 良 （25中京4）第4日 第10競走 ��
��1，600�こ う や ま き 賞

発走14時50分 （芝・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：35．8
1：32．3

良
良

77 ヌーヴォレコルト 牝2栗 54 吉田 隼人原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 440－ 21：36．5 4．3�
66 アドマイヤビジン 牝2芦 54 松山 弘平近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 478± 01：36．6� 10．9�
89 ゲットアテープ 牡2鹿 55 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504－ 81：36．7クビ 3．9�
78 モンラッシェ 牡2栗 55 松田 大作吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 458＋ 21：36．8	 17．0�
810 サ ン グ ラ ス 牡2青鹿55 古川 吉洋玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 484± 0 〃 ハナ 8．3�
33 トシストロング 牡2鹿 55 国分 優作上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 478± 01：36．9� 8．8	
55 ス ー リ ー ル 牝2鹿 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440± 01：37．11
 21．9

22 ストロベリーキング 牡2黒鹿55 丸山 元気田頭 勇貴氏 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 480＋ 21：37．31
 9．3�
11 コスモマイルール 牝2栗 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 416－ 21：37．83 106．0�
44 ル ミ ニ ズ ム 牡2黒鹿55 川須 栄彦 社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 21：37．9クビ 4．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，318，900円 複勝： 38，011，300円 枠連： 11，876，700円
馬連： 51，502，500円 馬単： 32，675，200円 ワイド： 21，746，600円
3連複： 61，945，500円 3連単： 135，131，900円 計： 380，208，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 300円 � 170円 枠 連（6－7） 2，240円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 840円 �� 380円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 24，000円

票 数

単勝票数 計 273189 的中 � 50579（2番人気）
複勝票数 計 380113 的中 � 65363（2番人気）� 27494（7番人気）� 66363（1番人気）
枠連票数 計 118767 的中 （6－7） 3914（11番人気）
馬連票数 計 515025 的中 �� 14516（15番人気）
馬単票数 計 326752 的中 �� 5018（24番人気）
ワイド票数 計 217466 的中 �� 6180（15番人気）�� 15541（1番人気）�� 5755（16番人気）
3連複票数 計 619455 的中 ��� 11914（13番人気）
3連単票数 計1351319 的中 ��� 4157（85番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．1―12．7―12．5―12．2―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．4―49．1―1：01．6―1：13．8―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

ヌーヴォレコルト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2013．10．19 東京4着

2011．2．25生 牝2栗 母 オメガスピリット 母母 ファーガーズプロスペクト 3戦2勝 賞金 15，831，000円



3504712月8日 晴 良 （25中京4）第4日 第11競走 ��
��1，200�

お わ り

尾張ステークス
発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上55�，
牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：3歳54�4歳
以上55�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1着馬2�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

715 ストレイトガール 牝4鹿 55 吉田 隼人廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 446－ 21：08．6 2．9�
36 モグモグパクパク 牡3栗 54 川須 栄彦小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 460＋ 41：08．81	 9．1�
510 インプレスウィナー 牡6青 58 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 454± 01：09．01	 18．6�
816 ザ ラ ス ト ロ 牡3鹿 54 菱田 裕二高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 486－ 4 〃 クビ 35．3�
817 メイショウデイム 牝6黒鹿54 中舘 英二松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 470± 01：09．1クビ 36．9�
714 レオパステル 牝6鹿 54 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 434－ 2 〃 ハナ 35．0	
713 エーシンヒットマン 牡5栗 56 村田 一誠�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 B502＋28 〃 ハナ 121．4

48 ニ ン ジ ャ 牡4鹿 56 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 468＋ 8 〃 クビ 7．6�
611 ラインブラッド 牡7栗 57 松田 大作大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 512＋ 61：09．2クビ 50．0�
23 ビウイッチアス 牝4黒鹿53 杉原 誠人井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 460＋16 〃 ハナ 64．3
24 
 リトルゲルダ 牝4芦 54 丸山 元気栗山 良子氏 鮫島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 482± 0 〃 ハナ 6．6�
12 レオアクティブ 牡4栗 56 勝浦 正樹�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 450－ 4 〃 クビ 8．7�
35 サドンストーム 牡4栗 56 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 61：09．3クビ 11．3�
612� レジェトウショウ 牝7栗 53 熊沢 重文トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476－ 2 〃 クビ 25．6�
11 ザッハトルテ 牝6芦 54 松山 弘平永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 440－121：09．4クビ 21．5�
59 ストークアンドレイ 牝3芦 52 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 472＋14 〃 クビ 39．6�
47 リ ュ ン ヌ 牝6鹿 54 岡田 祥嗣吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 478－ 21：09．5� 60．0�
818 ビラゴーティアラ 牝6鹿 54 荻野 琢真三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 430－ 41：09．6 219．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，970，200円 複勝： 67，316，600円 枠連： 41，314，200円
馬連： 167，380，500円 馬単： 87，437，500円 ワイド： 63，729，800円
3連複： 252，103，100円 3連単： 424，790，100円 計： 1，149，042，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 300円 � 510円 枠 連（3－7） 810円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，240円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 9，750円 3 連 単 ��� 39，630円

票 数

単勝票数 計 449702 的中 � 125893（1番人気）
複勝票数 計 673166 的中 � 155026（1番人気）� 52919（5番人気）� 27616（9番人気）
枠連票数 計 413142 的中 （3－7） 37930（1番人気）
馬連票数 計1673805 的中 �� 68276（4番人気）
馬単票数 計 874375 的中 �� 22655（5番人気）
ワイド票数 計 637298 的中 �� 20261（4番人気）�� 12647（10番人気）�� 5621（33番人気）
3連複票数 計2521031 的中 ��� 19099（23番人気）
3連単票数 計4247901 的中 ��� 7911（76番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．2―11．6―11．1―11．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストレイトガール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．8．21 札幌11着

2009．3．12生 牝4鹿 母 ネヴァーピリオド 母母 フューチャハッピー 18戦7勝 賞金 121，995，000円

3504812月8日 晴 良 （25中京4）第4日 第12競走 ��
��2，000�

え ん し ゅ う な だ

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

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

79 フロアクラフト 牝3黒鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 500± 02：03．1 2．1�
56 ゴットラウディー 牡5鹿 57 松田 大作後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 472－ 2 〃 クビ 22．1�
67 シャドウウィザード �3黒鹿56 藤岡 康太飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 460－ 22：03．2クビ 8．8�
811 ビームライフル 牡4青鹿57 勝浦 正樹西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 464± 0 〃 ハナ 4．1�
11 ポセイドンバローズ 牡3栗 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 470± 0 〃 クビ 8．4�
710	 アンバサドゥール 牡4鹿 57 吉田 隼人伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 456－ 42：03．3
 20．7	
44 コスモグレースフル 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 502± 02：03．4
 9．7

22 スリーロブロイ 牡4鹿 57 川須 栄彦永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 446－ 22：03．5クビ 33．1�
812 ソールデスタン 牡6鹿 57 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 462＋ 62：03．92
 34．7
33 テ ン カ イ チ 牡3鹿 56 村田 一誠大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 446± 02：04．32
 73．5�
68 	 メイショウシレトコ 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 462＋ 22：04．4クビ 104．1�
55 � カフェアンジェロ 牡3栗 56 丸山 元気西川 光一氏 小崎 憲 米 Bluegrass

Hall, LLC 470 ―2：05．46 100．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，180，200円 複勝： 44，186，900円 枠連： 18，775，900円
馬連： 78，145，700円 馬単： 51，820，900円 ワイド： 32，989，000円
3連複： 101，236，900円 3連単： 230，882，800円 計： 592，218，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 380円 � 240円 枠 連（5－7） 1，690円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 730円 �� 460円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 17，670円

票 数

単勝票数 計 341802 的中 � 133943（1番人気）
複勝票数 計 441869 的中 � 132582（1番人気）� 22622（7番人気）� 41636（4番人気）
枠連票数 計 187759 的中 （5－7） 8200（8番人気）
馬連票数 計 781457 的中 �� 30381（7番人気）
馬単票数 計 518209 的中 �� 14974（7番人気）
ワイド票数 計 329890 的中 �� 11180（8番人気）�� 19235（4番人気）�� 3770（24番人気）
3連複票数 計1012369 的中 ��� 14582（17番人気）
3連単票数 計2308828 的中 ��� 9646（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．7―37．7―50．4―1：03．5―1：15．8―1：27．7―1：39．2―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フロアクラフト �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Halling デビュー 2012．11．4 京都2着

2010．5．5生 牝3黒鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 12戦3勝 賞金 51，402，000円
〔制裁〕 ポセイドンバローズ号の騎手菱田裕二は，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10，000円。（被害馬：6

番・9番）
※テンカイチ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（25中京4）第4日 12月8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 174頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

191，450，000円
2，080，000円
5，240，000円
1，370，000円
17，620，000円
60，012，500円
4，498，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
261，263，300円
429，541，000円
153，647，100円
550，936，400円
368，802，000円
262，097，300円
802，569，800円
1，511，265，900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 4，340，122，800円

総入場人員 20，161名 （有料入場人員 17，891名）
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