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3506112月15日 曇 良 （25中京4）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：55．5
1：50．9

重
不良

35 � サリレモンド 牡2栗 55 丸山 元気�ノースヒルズ 和田 正道 米
Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

506± 01：55．8 13．6�
47 バイザスターン 牡2鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 480＋ 41：56．33 2．6�
48 クインズストーム 牡2芦 55 松岡 正海 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 佐竹 学 466± 01：56．51 6．9�
12 ディープカジノ 牡2鹿 55 太宰 啓介深見 敏男氏 小野 幸治 新冠 越湖牧場 464－ 21：56．81� 27．8�
36 サンライズレーヴ 牡2栗 55

52 ▲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 460± 0 〃 ハナ 5．6	

714 ランガージュ 牡2鹿 55 古川 吉洋窪田 康志氏 高橋 亮 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484± 01：57．43� 13．0


23 ファインコート 牝2青鹿54 丸田 恭介飯田 正剛氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 452－10 〃 ハナ 84．6�
816 ヒャクマンバリキ 牡2鹿 55 高倉 稜伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 498＋ 21：57．72 14．1�
510 ペイシャゴンジセ 牡2鹿 55 西田雄一郎北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 444－141：58．76 172．7
611 ホープフルハート 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 480＋ 61：59．87 47．7�
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 500＋ 41：59．9� 19．5�
612 メイショウバローダ 牝2鹿 54 中舘 英二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 474－ 42：00．0クビ 109．6�
24 ハタノカーリッジ 牡2鹿 55 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 440＋ 42：00．1� 139．0�
59 カシノグレイス 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 筒井 征文 506＋ 22：00．31 136．5�
713 ヤマニンリュタン 牡2鹿 55 黛 弘人土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 508＋ 2 〃 クビ 132．8�
815 ザ マ ン ダ 牝2青鹿54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498± 0 （競走中止） 5．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 11，723，700円 複勝： 23，291，300円 枠連： 8，873，900円
馬連： 23，079，400円 馬単： 17，062，800円 ワイド： 12，763，600円
3連複： 37，899，100円 3連単： 56，375，200円 計： 191，069，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 260円 � 120円 � 170円 枠 連（3－4） 460円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 600円 �� 680円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 21，120円

票 数

単勝票数 計 117237 的中 � 6838（6番人気）
複勝票数 計 232913 的中 � 16803（5番人気）� 71442（1番人気）� 35223（2番人気）
枠連票数 計 88739 的中 （3－4） 14548（2番人気）
馬連票数 計 230794 的中 �� 9586（6番人気）
馬単票数 計 170628 的中 �� 2878（16番人気）
ワイド票数 計 127636 的中 �� 5040（6番人気）�� 4424（8番人気）�� 10445（1番人気）
3連複票数 計 378991 的中 ��� 10305（6番人気）
3連単票数 計 563752 的中 ��� 1970（56番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．5―13．1―13．0―13．2―13．1―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．7―50．8―1：03．8―1：17．0―1：30．1―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．8
1
3
1，7，5（3，8）（4，16）6（2，11，14）－（9，13，10）－12
1（7，5）（3，8）（16，14）4（6，10）2，11，12，13－9

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

勝馬の
紹 介

�サリレモンド �
�
父 Speightstown �

�
母父 Galileo デビュー 2013．6．22 函館3着

2011．2．21生 牡2栗 母 Gallileo Figaro 母母 Temperence Gift 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走中止〕 ザマンダ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 ウォーヘッド号・ブラックグランデ号・メモリービビッド号

3506212月15日 曇 良 （25中京4）第6日 第2競走 1，400�サラブレッド系3歳以上
発走10時25分 （ダート・左）

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

611 トーワフォーエバー 牝3芦 54 藤岡 康太齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 462＋ 41：25．6 4．2�
714 セトノミッシー 牝3鹿 54 松山 弘平難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 21：25．81� 2．8�
510 フェアリーライン 牝4鹿 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム 548＋161：26．12 7．3�
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± 0 〃 クビ 25．2�
23 � イナズマソリオ 牝4黒鹿55 村田 一誠小泉 賢悟氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム 476＋ 6 〃 ハナ 10．4�
47 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 432＋ 21：26．2� 12．6	
612� テラノココロ 牝4青鹿55 小牧 太寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 420＋ 41：26．3クビ 66．4

815 ボストンビリーヴ 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 464＋ 61：26．4� 7．4�
36 クラヴィコード 牝6栗 55

53 △藤懸 貴志広尾レース� 小崎 憲 様似 中脇 一幸 468＋ 61：26．5クビ 95．4
59 � ワンダーブロタール 牝4栗 55 高倉 稜山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 永田 克之 464＋ 21：26．6� 179．0�
816 マーメイドティアラ 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 432＋ 81：26．7� 55．9�
713 キンショーキラ 牝4栗 55

52 ▲原田 和真礒野日出夫氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 492＋131：26．91� 113．6�
11 ポイントキセキ 牝3栗 54 荻野 琢真小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 B506＋241：27．11� 27．3�
48 � マコトクオバディス 牝3鹿 54 中谷 雄太�ディアマント 北出 成人 日高 シンボリ牧場 B486－ 41：27．31� 26．5�
35 エメラルハヤブサ 牝3鹿 54 太宰 啓介高橋 勉氏 西浦 勝一 様似 髙村 伸一 470± 01：27．4� 88．4�
12 チェリーペトルズ 牝3鹿 54

53 ☆横山 和生 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 472＋ 81：27．93 33．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，877，300円 複勝： 28，990，100円 枠連： 8，952，900円
馬連： 28，811，000円 馬単： 19，509，300円 ワイド： 16，662，600円
3連複： 43，737，100円 3連単： 66，860，600円 計： 229，400，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 130円 � 190円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 250円 �� 580円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 6，380円

票 数

単勝票数 計 158773 的中 � 30180（2番人気）
複勝票数 計 289901 的中 � 55662（2番人気）� 69264（1番人気）� 32435（4番人気）
枠連票数 計 89529 的中 （6－7） 11672（1番人気）
馬連票数 計 288110 的中 �� 32811（1番人気）
馬単票数 計 195093 的中 �� 9457（2番人気）
ワイド票数 計 166626 的中 �� 18942（1番人気）�� 6419（6番人気）�� 9305（3番人気）
3連複票数 計 437371 的中 ��� 25324（1番人気）
3連単票数 計 668606 的中 ��� 7746（5番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．1―12．7―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―47．1―59．8―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーワフォーエバー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．11．25 京都3着

2010．4．23生 牝3芦 母 トーワクリスタル 母母 トーワルビー 15戦2勝 賞金 23，250，000円
〔騎手変更〕 フェアリーライン号の騎手吉田隼人は，第1競走での落馬による検査のため柴山雄一に変更。
〔制裁〕 フェアリーライン号の騎手柴山雄一は，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：1番）

第４回 中京競馬 第６日



3506312月15日 晴 良 （25中京4）第6日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10時55分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

24 � アグネスピンキー 牝5鹿 55 中舘 英二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 440＋ 21：12．6 4．4�
816 スノークラフト 牝4芦 55 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B458＋ 81：12．81� 108．6�
11 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± 01：12．9� 23．0�
713 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 468－ 21：13．21� 10．9�
59 キングソング 牡3鹿 56

54 △藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 444＋ 61：13．51� 2．2�
815 アウトオブオーダー 牡7鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 504＋18 〃 ハナ 134．6�
510 チェネレントラ 牝3鹿 54 藤岡 康太 	社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 41：13．71 6．5

611 アラビアンマジック 牡4鹿 57 松岡 正海吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 482＋141：13．8� 45．8�
47 � タ カ ミ ル 牡4芦 57 西田雄一郎村田 滋氏 嶋田 潤 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B490－ 61：13．9クビ 27．7�
12 ショウナンアポロン 牡3鹿 56 高倉 稜国本 哲秀氏 古賀 史生 洞爺湖 メジロ牧場 502± 01：14．11� 14．0
612 コウヨウエンプレス 牝3鹿 54 丸山 元気寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 480＋ 41：14．31� 96．8�
714� サ イ キ セ キ 牡4黒鹿 57

54 ▲原田 敬伍武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ サイファーム 474＋ 21：14．4クビ 36．1�
23 ニシノプレゼンス 牡4黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 508± 01：14．71� 155．9�
36 デルマスナカケババ 牝3黒鹿54 古川 吉洋浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム 472－ 41：14．91� 61．0�
35 アポロアリーナ 牝4黒鹿55 田中 博康アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 484－ 41：15．32� 213．9�
48 スズノハヤブサ 牡4鹿 57 鮫島 良太阿部 雅子氏 佐藤 正雄 新ひだか 漆原 哲雄 474－201：16．57 14．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，721，100円 複勝： 28，146，000円 枠連： 10，668，200円
馬連： 28，028，000円 馬単： 21，604，900円 ワイド： 17，354，300円
3連複： 45，219，600円 3連単： 69，425，800円 計： 238，167，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 � 2，160円 � 430円 枠 連（2－8） 11，030円

馬 連 �� 22，060円 馬 単 �� 31，640円

ワ イ ド �� 6，210円 �� 1，220円 �� 15，760円

3 連 複 ��� 85，570円 3 連 単 ��� 474，410円

票 数

単勝票数 計 177211 的中 � 32161（2番人気）
複勝票数 計 281460 的中 � 45699（2番人気）� 2780（13番人気）� 16449（7番人気）
枠連票数 計 106682 的中 （2－8） 714（22番人気）
馬連票数 計 280280 的中 �� 938（50番人気）
馬単票数 計 216049 的中 �� 504（74番人気）
ワイド票数 計 173543 的中 �� 678（50番人気）�� 3634（10番人気）�� 265（83番人気）
3連複票数 計 452196 的中 ��� 390（164番人気）
3連単票数 計 694258 的中 ��� 108（900番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―12．5―11．8―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アグネスピンキー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 エルコンドルパサー

2008．3．2生 牝5鹿 母 アグネスパサー 母母 アグネスセレーネー 15戦1勝 賞金 18，300，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 アラビアンマジック号の騎手吉田隼人は，第1競走での落馬による検査のため松岡正海に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アラマサスチール号・ナリタキャッツアイ号
（非抽選馬） 3頭 エゾムサシ号・ジャストフレンズ号・ゼンノコンゴウ号

3506412月15日 晴 良 （25中京4）第6日 第4競走 1，600�サラブレッド系2歳
発走11時25分 （芝・左）

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

中央レコード
1：35．8
1：32．3

良
良

815 レッドオーラム 牝2鹿 54 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 466－ 41：36．3 3．8�
816 マイネマレフィカ 牝2栗 54

53 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 21：36．93� 2．6�

24 フレンドスイート 牝2鹿 54
51 ▲花田 大昂横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 藤巻 則弘 436＋ 21：37．21� 80．3�

59 バトルムーングロウ 牝2栗 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 496＋ 6 〃 クビ 7．8�
36 ナイスクオリア 牝2栗 54 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 436± 01：37．51� 98．2�
11 ダ ン ス マ マ 牝2栗 54

51 ▲岩崎 翼聖心台牧場	 森 秀行 新ひだか 大典牧場 426＋ 61：37．71� 16．9

510 ロイヤルグラッセ 牝2栗 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 4 〃 クビ 9．3�
35 トラストエルフ 牝2栗 54 松山 弘平菅波 雅巳氏 尾関 知人 新冠 松浦牧場 460－ 41：37．91� 32．4�
714 クラウンマリリン 牝2栗 54 古川 吉洋矢野 恭裕氏 中竹 和也 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 448－ 6 〃 ハナ 176．9
12 トキノスターライト 牝2栗 54 丹内 祐次田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上牧場 454－181：38．0クビ 8．0�
48 リ サ 牝2黒鹿54 西田雄一郎グリーンスウォード嶋田 潤 新ひだか 萩澤 國男 438－ 8 〃 アタマ 182．8�
23 ハナマイシン 牝2栗 54

53 ☆横山 和生橋本 孝雄氏 栗田 博憲 浦河 鎌田 正嗣 446± 01：38．32 50．1�
47 マ ホ ン 牝2栗 54 高倉 稜重松 國建氏 加藤 敬二 日高 春木 昭雄 472± 01：38．51� 10．4�
713 クリノクレオパトラ 牝2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 438＋ 41：38．6� 219．0�
612 アキノラブカラー 牝2栗 54 岡田 祥嗣山中 明広氏 作田 誠二 浦河 山春牧場 434－ 41：39．87 282．6�

（15頭）
611 エ ピ ソ ー ド 牝2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，647，800円 複勝： 26，760，100円 枠連： 13，428，200円
馬連： 29，719，400円 馬単： 23，141，300円 ワイド： 15，910，300円
3連複： 42，814，500円 3連単： 69，076，500円 計： 239，498，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 140円 � 980円 枠 連（8－8） 500円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，880円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 7，230円 3 連 単 ��� 25，620円

票 数

単勝票数 計 186478 的中 � 39288（2番人気）
複勝票数 計 267601 的中 � 60783（2番人気）� 66099（1番人気）� 4229（10番人気）
枠連票数 計 134282 的中 （8－8） 20106（3番人気）
馬連票数 計 297194 的中 �� 49748（1番人気）
馬単票数 計 231413 的中 �� 19520（1番人気）
ワイド票数 計 159103 的中 �� 24772（1番人気）�� 1795（23番人気）�� 1393（28番人気）
3連複票数 計 428145 的中 ��� 4371（26番人気）
3連単票数 計 690765 的中 ��� 1990（85番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．1―12．3―12．0―12．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．4―47．5―59．8―1：11．8―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

レッドオーラム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2013．11．3 京都4着

2011．1．19生 牝2鹿 母 タッチフォーゴールド 母母 Daijin 3戦1勝 賞金 6，850，000円
〔出走取消〕 エピソード号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アグネスモバイル号
（非抽選馬） 2頭 クイズリングテラス号・ツルミユニコーン号



3506512月15日 晴 良 （25中京4）第6日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時55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

816 マイネルグリプス 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 426± 01：22．6 4．1�

714 ヨッテウタッテ 牝2鹿 54
53 ☆横山 和生小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 454－ 21：22．81 13．7�

59 メイショウラバンド 牝2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 434－ 2 〃 ハナ 7．5�
35 メイショウワッフル 牝2鹿 54 丸山 元気松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 480± 01：22．9� 34．4�
817 スマイルシャワー 牝2鹿 54 丸田 恭介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：23．22 3．4	
48 ヒーラブズミー 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 千津氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 430＋ 21：23．3� 15．7

611 コスモマンカイ 牝2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 41：23．4� 122．3�
36 シンゼンタイガ 牡2栗 55 鮫島 良太原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 486＋101：23．5� 46．9�
24 ファイアーシチー 牡2青鹿 55

54 ☆中井 裕二 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 464± 01：23．6� 4．7
23 ディアエトワール 牡2栗 55

53 △杉原 誠人ディアレスト 的場 均 新ひだか 山際 智 454－ 41：24．02� 7．9�
612 スパゲッティー 牡2鹿 55

52 ▲花田 大昂�大道牧場 蛯名 利弘 日高 旭 牧場 416± 01：24．53 106．4�
11 ベガスターヒード 牡2黒鹿55 松岡 正海池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鮫川フアーム 468＋ 4 〃 クビ 149．2�
47 コスモリリパット 牡2栗 55 柴山 雄一岡田 繁幸氏 和田 正道 日高 瀬戸牧場 450＋ 81：24．6クビ 83．9�
713 サンマイアミ 牝2黒鹿54 古川 吉洋加藤 信之氏 蛯名 利弘 浦河 南部 功 422－ 4 〃 アタマ 221．1�
815 キクノリーガ 牝2鹿 54

51 ▲城戸 義政菊池 五郎氏 野村 彰彦 新冠 新冠橋本牧場 402＋181：25．13 138．2�
510 ウェルカムレイン 牝2鹿 54

51 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 81：25．52� 138．2�

12 カミノアヴァロン 牝2鹿 54 西田雄一郎村上 正喜氏 南田美知雄 浦河 北光牧場 440＋ 21：25．6� 448．8�
（17頭）

売 得 金
単勝： 18，963，100円 複勝： 32，424，800円 枠連： 13，660，900円
馬連： 33，160，600円 馬単： 22，691，000円 ワイド： 19，031，500円
3連複： 50，100，100円 3連単： 76，641，600円 計： 266，673，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 250円 � 210円 枠 連（7－8） 1，230円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 990円 �� 750円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 5，860円 3 連 単 ��� 32，180円

票 数

単勝票数 計 189631 的中 � 36910（2番人気）
複勝票数 計 324248 的中 � 51938（3番人気）� 32135（6番人気）� 42041（4番人気）
枠連票数 計 136609 的中 （7－8） 8255（5番人気）
馬連票数 計 331606 的中 �� 8328（12番人気）
馬単票数 計 226910 的中 �� 3106（24番人気）
ワイド票数 計 190315 的中 �� 4736（12番人気）�� 6383（11番人気）�� 4411（15番人気）
3連複票数 計 501001 的中 ��� 6310（21番人気）
3連単票数 計 766416 的中 ��� 1758（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．0―46．9―58．8―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルグリプス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．8．31 新潟2着

2011．3．9生 牡2鹿 母 コウエイソフィア 母母 ダンツビューティ 5戦1勝 賞金 11，800，000円
〔騎手変更〕 メイショウワッフル号の騎手吉田隼人は，第1競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。
※出走取消馬 ナイルエクスプレス号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アイキャスト号・ベルリネッタ号・マスソングウインド号
（非抽選馬） 1頭 ダイワジャスト号

3506612月15日 晴 良 （25中京4）第6日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

816 ハギノタイクーン 牡4鹿 57 鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 536＋181：54．8 25．9�
510 スノーモンキー 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 446＋ 2 〃 クビ 13．1�
59 クレスコモア 牡3黒鹿56 松山 弘平堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 528＋16 〃 アタマ 3．4�
12 ワンダーブラザウン 牡3栗 56

55 ☆横山 和生山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 472－ 81：55．01� 50．4�
23 レッドジャクソン 牡4鹿 57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 548－ 6 〃 クビ 2．2�
611 グレートエンジェル 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 488－ 41：55．1� 13．4	
35 ランドブリーズ 牝3鹿 54 古川 吉洋西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 492＋ 21：55．2� 37．2

36 レッドクラーケン 牡3鹿 56

53 ▲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 488－ 41：55．62� 8．9�
815 パリーナチャン 牝4鹿 55

53 △藤懸 貴志�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 458＋ 41：55．81 40．1
714 サクセスセレーネ 牝4黒鹿 55

53 △杉原 誠人髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 442－ 21：56．01� 37．4�

47 メイショウソレイユ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 462± 01：56．1� 160．5�
48 ゲットハッピー 牡5黒鹿57 藤岡 康太�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 476± 01：56．41� 25．6�
11 ファンアットコート 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 3 〃 ハナ 230．1�
24 � タマモエスプレッソ 牡5黒鹿 57

54 ▲城戸 義政タマモ� 小原伊佐美 新ひだか フジワラフアーム 522＋101：57．14 28．4�
713� クリールハヤテ 牡4栗 57 岡田 祥嗣横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 466－231：58．16 120．8�
612 グレイトエンブレム 牡3栗 56 高倉 稜小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 442＋ 8 （競走中止） 97．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，166，500円 複勝： 27，758，000円 枠連： 11，419，400円
馬連： 30，933，800円 馬単： 23，640，700円 ワイド： 19，134，800円
3連複： 50，485，100円 3連単： 86，062，900円 計： 266，601，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，590円 複 勝 � 780円 � 390円 � 170円 枠 連（5－8） 1，900円

馬 連 �� 15，800円 馬 単 �� 35，540円

ワ イ ド �� 4，690円 �� 1，620円 �� 680円

3 連 複 ��� 15，340円 3 連 単 ��� 135，720円

票 数

単勝票数 計 171665 的中 � 5228（7番人気）
複勝票数 計 277580 的中 � 7536（11番人気）� 16851（5番人気）� 57926（2番人気）
枠連票数 計 114194 的中 （5－8） 4438（7番人気）
馬連票数 計 309338 的中 �� 1445（37番人気）
馬単票数 計 236407 的中 �� 491（82番人気）
ワイド票数 計 191348 的中 �� 962（43番人気）�� 2879（17番人気）�� 7321（5番人気）
3連複票数 計 504851 的中 ��� 2429（46番人気）
3連単票数 計 860629 的中 ��� 468（359番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．8―12．8―12．8―13．2―13．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．7―50．5―1：03．3―1：16．5―1：29．7―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハギノタイクーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rainbow Corner デビュー 2011．10．16 京都10着

2009．3．26生 牡4鹿 母 リアルナンバー 母母 Numeraria 12戦3勝 賞金 24，250，000円
〔騎手変更〕 ランドブリーズ号の騎手吉田隼人は，第1競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。
〔競走中止〕 グレイトエンブレム号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 コウズシャイン号・サクセスカーチス号・ナーゴナーゴサユリ号



3506712月15日 晴 良 （25中京4）第6日 第7競走 ��1，200�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
1：08．0
1：06．5

良
良

713 オースミマイカ 牝5鹿 55 古川 吉洋�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B456± 01：08．9 7．5�
817 トウカイメリー 牝4青鹿 55

52 ▲城戸 義政内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 442± 01：09．11� 11．4�
36 ケイアイユニコーン 牡4栗 57 藤岡 康太亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 482－ 41：09．2� 2．3�
47 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 500－121：09．3� 24．4�
48 トランドネージュ 牝4栗 55

54 ☆横山 和生 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 492＋ 8 〃 ハナ 6．4	
714 ピサノベッテル 牝4黒鹿55 松岡 正海市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 450＋121：09．4クビ 26．3

35 � ダークマレイン 牝4鹿 55 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 464＋ 81：09．5	 18．7�
612�
 スピアナート 牝4鹿 55 松山 弘平有限会社シルク鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration 470＋12 〃 クビ 12．0�
23 ダイワミストレス 牝4黒鹿55 柴山 雄一大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478＋ 61：09．6	 14．9
59 ファインスマッシュ 牝3鹿 54 荻野 琢真�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 440± 01：09．7	 24．5�
12 � クルージンミジー 牝4芦 55

54 ☆中井 裕二吉田 和美氏 吉田 直弘 米
Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

504＋ 4 〃 アタマ 48．3�
611 マックスストレイン 牡6栗 57 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 41：09．8クビ 134．6�
816 ジャストザオネスト 牡3黒鹿 56

54 △藤懸 貴志ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 486＋ 2 〃 ハナ 18．6�

818 ラインロバート 牡4青鹿57 丸山 元気大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：09．9� 63．1�
510 ヒダカタイザン 牡6鹿 57 黛 弘人藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 446＋ 21：10．21� 249．7�
24 ミ ニ 牡3黒鹿56 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 470＋ 4 〃 クビ 145．2�
715
 リバーデュランダル 牡4栗 57 小野寺祐太河越 武治氏 作田 誠二 浦河 山春牧場 406＋ 61：10．73 440．6�
11 ジプシーマイラブ 牝4黒鹿 55

53 △杉原 誠人 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 468＋ 21：11．01� 150．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，406，100円 複勝： 33，474，600円 枠連： 12，939，000円
馬連： 37，812，800円 馬単： 24，252，100円 ワイド： 21，313，200円
3連複： 57，141，200円 3連単： 86，126，100円 計： 293，465，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 270円 � 130円 枠 連（7－8） 1，480円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 6，190円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 410円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 33，440円

票 数

単勝票数 計 204061 的中 � 21725（3番人気）
複勝票数 計 334746 的中 � 33557（3番人気）� 25574（4番人気）� 95942（1番人気）
枠連票数 計 129390 的中 （7－8） 6486（6番人気）
馬連票数 計 378128 的中 �� 7671（13番人気）
馬単票数 計 242521 的中 �� 2894（18番人気）
ワイド票数 計 213132 的中 �� 4011（12番人気）�� 13789（2番人気）�� 10710（3番人気）
3連複票数 計 571412 的中 ��� 9547（9番人気）
3連単票数 計 861261 的中 ��� 1901（73番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．2―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．1―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミマイカ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 グルームダンサー デビュー 2010．8．15 小倉1着

2008．4．2生 牝5鹿 母 グレイトグレイス 母母 スカーレットリボン 21戦2勝 賞金 33，693，000円
〔騎手変更〕 ダイワミストレス号の騎手吉田隼人は，第1競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キボウダクリチャン号・バコパ号
（非抽選馬） 3頭 サンライズポパイ号・スイートドーナッツ号・タツフラッシュ号

3506812月15日 晴 良 （25中京4）第6日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （ダート・左）

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

611 ローマンエンブレム 牡4栗 57
56 ☆横山 和生�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B522± 01：54．0 3．4�

36 ボストンリョウマ 牡5青鹿 57
54 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 480－ 61：54．85 14．8�

47 リンガスクリフ 牡5栗 57
55 △杉原 誠人伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 502＋ 21：54．9クビ 19．4�

12 ブリスコーラ 牡4鹿 57
54 ▲城戸 義政山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 524＋ 41：55．11 5．1�

713� ラ ン ド ル ト 牡4鹿 57
56 ☆菱田 裕二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 6．4	

612 ユキノスライダー 牡3栗 56
54 △藤懸 貴志遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 454± 01：55．2� 9．1


24 ポッドスター 牡3栗 56
53 ▲花田 大昂小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 486－ 41：55．3� 24．5�

59 ステージジャンプ 牡3鹿 56
55 ☆中井 裕二小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B506＋10 〃 ハナ 13．7�

35 メイショウオオゼキ �3鹿 56
53 ▲伴 啓太松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 486＋ 21：55．83 29．6

510 スカイキューティー 牝3黒鹿54 田中 健杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 466＋ 41：55．9� 5．3�
815 トウショウアミラル 牡3黒鹿 56

53 ▲山崎 亮誠トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462－ 41：56．21� 61．7�
48 ア セ ン ト �5鹿 57

54 ▲原田 和真馬目 卓氏 嶋田 潤 千歳 社台ファーム 478－ 41：56．51� 131．6�
23 メイショウヤギュウ 牡4栗 57

54 ▲原田 敬伍松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：57．03 173．6�
816 マルシゲサムライ 牡3栗 56 水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 444＋ 21：57．85 173．4�
714 サルジェンツチェリ 牡3芦 56 菅原 隆一加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 472＋ 21：58．01� 149．8�
11 スカイコンフォート 牡4青鹿57 小野寺祐太小林 久義氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム B468＋ 21：59．38 185．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，810，000円 複勝： 31，228，000円 枠連： 12，645，100円
馬連： 37，878，600円 馬単： 24，282，500円 ワイド： 18，386，300円
3連複： 52，033，200円 3連単： 84，864，300円 計： 280，128，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 210円 � 330円 � 380円 枠 連（3－6） 1，450円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，250円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 10，270円 3 連 単 ��� 49，790円

票 数

単勝票数 計 188100 的中 � 43657（1番人気）
複勝票数 計 312280 的中 � 45746（2番人気）� 23862（6番人気）� 19729（7番人気）
枠連票数 計 126451 的中 （3－6） 6467（7番人気）
馬連票数 計 378786 的中 �� 10149（13番人気）
馬単票数 計 242825 的中 �� 4089（18番人気）
ワイド票数 計 183863 的中 �� 5052（12番人気）�� 3625（17番人気）�� 2742（24番人気）
3連複票数 計 520332 的中 ��� 3740（41番人気）
3連単票数 計 848643 的中 ��� 1258（185番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―13．1―12．7―12．2―12．2―12．6―12．5―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―37．9―50．6―1：02．8―1：15．0―1：27．6―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．0
1
3
11（6，14）10（1，2，4）3（8，9）7－5（12，13）－15，16・（11，6）（14，4）－2（10，9，7）1（8，3，5）12（13，15）－16

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

勝馬の
紹 介

ローマンエンブレム �
�
父 ローマンエンパイア �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．9．10 阪神8着

2009．4．30生 牡4栗 母 ターフマジョリック 母母 ニシオマジョリック 13戦3勝 賞金 27，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイコンフォート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月15日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エルヘイロー号



3506912月15日 晴 良 （25中京4）第6日 第9競走 1，400�サラブレッド系3歳以上
発走14時20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

11 クランドールゲラン 牡4黒鹿 57
55 △杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 492＋ 61：22．2 30．3�
47 インストアイベント 牡3栗 56

55 ☆横山 和生 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 26．8�
35 ア ン ジ ュ エ 牝3黒鹿54 太宰 啓介�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460± 0 〃 ハナ 17．7�
816 キタサンエピソード 牡4栗 57 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 492－ 6 〃 クビ 3．7�
36 キネオピューマ 牡4鹿 57 高倉 稜吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 454＋ 41：22．3� 9．1	
818 ヴィオラーネ 牝4青鹿55 柴山 雄一平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456－ 4 〃 クビ 26．3

715 グランプリナイト 牡3黒鹿56 黛 弘人�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか 川端 英幸 516＋261：22．4� 69．1�
817 マイネルコランダム 牡4青鹿 57

56 ☆菱田 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 21：22．61� 51．0�

12 � ラ ン ザ ン 牡4栗 57 村田 一誠橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 B486± 0 〃 クビ 10．6
612 カフェラピード 牡5黒鹿57 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 492＋36 〃 アタマ 5．1�
24 マイネエビータ 牝3鹿 54 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 432＋111：22．7クビ 158．7�
510 ピ ン ポ ン 牡3鹿 56 松山 弘平小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 454＋ 41：22．8� 14．6�
713 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± 0 〃 ハナ 8．5�
48 ケイアイヴァーゲ 牡3鹿 56 田中 健亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 438± 0 〃 ハナ 11．5�
59 グ ラ ー ネ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：23．0� 15．1�
23 ディアプリンセス 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二ディアレスト 高橋 義忠 日高 松平牧場 460± 0 〃 クビ 25．4�
611 ヤサカオディール 牝4黒鹿55 中舘 英二志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 430＋ 81：23．21� 284．1�
714� アトムフェニックス 牝4鹿 55 丸田 恭介永井 廣司氏 勢司 和浩 新ひだか 大塚牧場 412－361：24．58 201．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，131，400円 複勝： 43，384，600円 枠連： 18，831，700円
馬連： 57，729，500円 馬単： 34，236，300円 ワイド： 29，238，600円
3連複： 93，141，200円 3連単： 145，013，900円 計： 447，707，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 710円 � 750円 � 420円 枠 連（1－4） 2，760円

馬 連 �� 31，100円 馬 単 �� 71，580円

ワ イ ド �� 9，850円 �� 3，650円 �� 4，500円

3 連 複 ��� 130，690円 3 連 単 ��� 930，620円

票 数

単勝票数 計 261314 的中 � 6815（13番人気）
複勝票数 計 433846 的中 � 15684（11番人気）� 14702（13番人気）� 28963（7番人気）
枠連票数 計 188317 的中 （1－4） 5045（15番人気）
馬連票数 計 577295 的中 �� 1370（91番人気）
馬単票数 計 342363 的中 �� 353（190番人気）
ワイド票数 計 292386 的中 �� 725（95番人気）�� 1986（50番人気）�� 1604（64番人気）
3連複票数 計 931412 的中 ��� 526（364番人気）
3連単票数 計1450139 的中 ��� 115（2288番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．2―46．9―58．3―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クランドールゲラン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 シエイデイハイツ デビュー 2011．12．17 小倉6着

2009．4．22生 牡4黒鹿 母 メガミゲラン 母母 モガミゲラン 11戦2勝 賞金 13，790，000円
〔騎手変更〕 ランザン号の騎手吉田隼人は，第1競走での落馬負傷のため村田一誠に変更。
〔その他〕 クランドールゲラン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クランドールゲラン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年1月15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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ネオザミスティック号

3507012月15日 晴 良 （25中京4）第6日 第10競走 ��2，000�
さかえ

栄 特 別
発走14時55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 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

612� エーシンマックス 牡3栗 56 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 英 Newsells
Park Stud 504＋142：04．1 17．7�

47 ベ ル ニ ー ニ 牡4鹿 57 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488＋222：04．2� 5．1�

817 コーラルタワー 牡3黒鹿56 松岡 正海田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 448－ 2 〃 ハナ 15．6�
36 バ ト ル ゾ ロ 牡3鹿 56 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 508－10 〃 ハナ 7．8�
714 ダイシンハンター 牡4鹿 57 高倉 稜大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 2 〃 ハナ 7．4�
23 ロンギングゴールド 牡3黒鹿56 藤岡 康太坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 468＋142：04．41 4．0	
35 マ デ イ ラ 牡4栗 57 小牧 太 
キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 498＋12 〃 クビ 34．0�
48 ブライテストソード �4栗 57 西田雄一郎 
社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 22：04．5	 142．2�
59 ベルゲンクライ 牡3芦 56 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 486－ 2 〃 ハナ 32．7
24 サトノテイオウ 牡3鹿 56 丸山 元気里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474＋102：04．71
 95．9�
611 グレートヴァリュー 牡5黒鹿57 村田 一誠小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 456－ 8 〃 クビ 33．4�
713 トミケンスラーヴァ 牡3鹿 56 丹内 祐次冨樫 賢二氏 上原 博之 大樹 大樹ファーム 494± 0 〃 アタマ 11．5�
12 フィールフリーリー 牝3栗 54 横山 和生吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 476－ 22：04．8� 68．7�
816 ナンヨーユナ 牝3芦 54 中井 裕二中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 458－242：04．9クビ 17．8�
715 トモロマイスター 牡6黒鹿57 丸田 恭介戸賀 智子氏 武市 康男 平取 清水牧場 450＋ 62：05．0	 93．5�
818 ヤマニンプードレ 牝3芦 54 岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 464－ 4 〃 クビ 8．2�
510 カネトシエターナル 牝3栗 54 古川 吉洋兼松 利男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 土田 扶美子 448＋162：05．53 39．5�
11 テーオーゼウス 牡5黒鹿57 田中 博康小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 492－ 42：06．45 199．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，244，100円 複勝： 43，821，700円 枠連： 22，185，400円
馬連： 65，833，600円 馬単： 40，958，900円 ワイド： 31，759，400円
3連複： 96，482，300円 3連単： 159，293，400円 計： 487，578，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 560円 � 210円 � 380円 枠 連（4－6） 3，460円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 11，920円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 4，010円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 20，640円 3 連 単 ��� 131，360円

票 数

単勝票数 計 272441 的中 � 12190（8番人気）
複勝票数 計 438217 的中 � 18146（9番人気）� 64477（2番人気）� 28713（7番人気）
枠連票数 計 221854 的中 （4－6） 4744（17番人気）
馬連票数 計 658336 的中 �� 11375（16番人気）
馬単票数 計 409589 的中 �� 2538（46番人気）
ワイド票数 計 317594 的中 �� 4985（16番人気）�� 1909（55番人気）�� 5451（15番人気）
3連複票数 計 964823 的中 ��� 3451（70番人気）
3連単票数 計1592934 的中 ��� 895（427番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．1―12．9―13．2―12．8―12．7―12．2―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．9―49．8―1：03．0―1：15．8―1：28．5―1：40．7―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．6
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�エーシンマックス �
�
父 Dalakhani �

�
母父 Acatenango デビュー 2012．9．9 阪神3着

2010．2．14生 牡3栗 母 Midnight Angel 母母 Midnight Fever 8戦2勝 賞金 24，740，000円
〔騎手変更〕 マデイラ号の騎手吉田隼人は，第1競走での落馬負傷のため小牧太に変更。
〔発走状況〕 マデイラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 コーラルタワー号の騎手松岡正海は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・10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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ゴッドフロアー号・テイコフトウショウ号・テワヒポウナム号・リネンヴィヴィッド号・レコンダイト号



3507112月15日 晴 良 （25中京4）第6日 第11競走 ��2，200�名古屋日刊スポーツ杯
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55�4歳以上57�，牝馬2�減
名古屋日刊スポーツ新聞社賞（1着）

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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

78 トーセンハルカゼ 牡3鹿 55 松岡 正海島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 488＋122：20．5 6．3�

44 ゴールドブライアン 牡5青鹿57 柴山 雄一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 464＋ 62：20．71� 6．5�
77 � コモノドラゴン 牡5栗 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 470－ 6 〃 ハナ 11．0�
11 マイネルストラーノ 牡3青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 8 〃 ハナ 2．2�
810 エアポートメサ 牡5栗 57 松山 弘平新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 458± 02：20．8� 32．8	
55 グッドカフェ �5青鹿57 藤懸 貴志杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 484± 0 〃 アタマ 10．5

33 トウシンヤマト 牡5黒鹿57 菱田 裕二�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478± 02：20．9クビ 8．9�
89 アイファーファルコ 牡4栗 57 高倉 稜中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 444± 02：21．0	 56．3�
66 ビームライフル 牡4青鹿57 丸山 元気西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 474＋10 〃 アタマ 7．8
22 
 カフェアンジェロ 牡3栗 55 小牧 太西川 光一氏 小崎 憲 米 Bluegrass

Hall, LLC 466－ 42：22．27 131．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 37，867，400円 複勝： 50，210，200円 枠連： 23，118，200円
馬連： 108，948，800円 馬単： 71，507，300円 ワイド： 36，910，300円
3連複： 139，809，300円 3連単： 334，720，600円 計： 803，092，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 210円 � 300円 枠 連（4－7） 1，230円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 650円 �� 840円 �� 830円

3 連 複 ��� 5，160円 3 連 単 ��� 29，730円

票 数

単勝票数 計 378674 的中 � 47675（2番人気）
複勝票数 計 502102 的中 � 60394（4番人気）� 70835（2番人気）� 40908（7番人気）
枠連票数 計 231182 的中 （4－7） 13897（5番人気）
馬連票数 計1089488 的中 �� 40924（8番人気）
馬単票数 計 715073 的中 �� 12448（13番人気）
ワイド票数 計 369103 的中 �� 14269（7番人気）�� 10818（13番人気）�� 10975（12番人気）
3連複票数 計1398093 的中 ��� 20021（21番人気）
3連単票数 計3347206 的中 ��� 8311（104番人気）

ハロンタイム 12．9―12．5―13．3―14．8―13．6―13．0―12．8―12．9―12．0―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―25．4―38．7―53．5―1：07．1―1：20．1―1：32．9―1：45．8―1：57．8―2：08．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンハルカゼ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．22 中山3着

2010．3．23生 牡3鹿 母 トーセンハピネス 母母 リッジフィールド 10戦3勝 賞金 34，541，000円
〔騎手変更〕 ゴールドブライアン号の騎手吉田隼人は，第1競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。

3507212月15日 晴 良 （25中京4）第6日 第12競走 ��1，400�
お お す

大 須 特 別
発走16時10分 （ダート・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 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

815 エーシンブランコス 牡4芦 57 藤岡 康太�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 438± 01：25．3 1．6�
35 プリンシペアスール 牡4鹿 57 丸田 恭介吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 472＋121：25．72� 13．4�
47 ラ ラ ガ ニ エ 牡3栗 56 荻野 琢真フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 504＋ 21：25．91 35．3�
611 キーブランド 牡4鹿 57 鮫島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 510－ 81：26．0� 8．7�
59 � ビットアレグロ 牡4栗 57 柴山 雄一礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B478－10 〃 クビ 13．4�
713� シゲルアボカド 牡4鹿 57 古川 吉洋森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 502＋ 41：26．42� 14．1	
714 トミケンプレミオ 牡3鹿 56 松山 弘平冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 496－ 21：27．35 5．8

23 � スズカアタック 牡5青 57 黛 弘人永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 462＋ 21：27．4� 305．0�
816� スズカアーサー 牡4鹿 57 西村 太一永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 474＋121：27．5クビ 256．7�
510 コトブキゴールド 牡3鹿 56 丹内 祐次尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 452＋ 8 〃 クビ 63．9
11 � シゲルポンカン 牡4鹿 57 藤懸 貴志森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 山際牧場 466＋ 6 〃 ハナ 69．2�
612 カシノワルツ 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B440± 01：27．71	 47．4�
12 � スズカアイキュー 牝4鹿 55 中井 裕二永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 452＋ 41：27．8クビ 265．5�
24 
 エーシンブラスター �4黒鹿57 小牧 太�栄進堂 大久保龍志 米 Machmer

Hall B464＋ 21：28．01� 87．1�
48 � チュウワダンサー 牝4芦 55 山崎 亮誠中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：28．21	 441．8�
36 � ボールドマックス 牡4栗 57 横山 和生増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 462＋ 81：28．62� 229．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，870，100円 複勝： 61，802，100円 枠連： 25，416，500円
馬連： 83，718，500円 馬単： 58，916，200円 ワイド： 41，146，600円
3連複： 121，148，600円 3連単： 272，605，000円 計： 712，623，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 120円 � 290円 � 510円 枠 連（3－8） 1，140円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 520円 �� 910円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 5，980円 3 連 単 ��� 17，050円

票 数

単勝票数 計 478701 的中 � 244643（1番人気）
複勝票数 計 618021 的中 � 206900（1番人気）� 45684（6番人気）� 22051（7番人気）
枠連票数 計 254165 的中 （3－8） 16519（4番人気）
馬連票数 計 837185 的中 �� 53359（5番人気）
馬単票数 計 589162 的中 �� 26583（6番人気）
ワイド票数 計 411466 的中 �� 21001（5番人気）�� 11151（10番人気）�� 4256（23番人気）
3連複票数 計1211486 的中 ��� 14969（18番人気）
3連単票数 計2726050 的中 ��� 11800（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．9―47．5―1：00．1―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンブランコス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 With Approval デビュー 2011．7．17 京都8着

2009．3．28生 牡4芦 母 マシロンガール 母母 Above the Salt 18戦3勝 賞金 41，573，000円
〔騎手変更〕 シゲルアボカド号の騎手吉田隼人は，第1競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オレアリア号・グラマラスグロウ号・サザランディー号・スリーアメニティー号
（非抽選馬） 3頭 オンワードナルシス号・ザショットアロー号・ヒラボクダッシュ号

４レース目



（25中京4）第6日 12月15日（日曜日） 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 手 当

162，910，000円
2，080，000円
4，720，000円
1，800，000円
15，000，000円
64，804，000円
4，992，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
278，428，600円
431，291，500円
182，139，400円
565，654，000円
381，803，300円
279，611，500円
830，011，300円
1，507，065，900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 4，456，005，500円

総入場人員 18，680名 （有料入場人員 16，130名）



平成25年度 第4回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，137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

1，175，710，000円
4，160，000円
35，010，000円
12，000，000円
108，530，000円
389，918，500円
30，080，000円
10，915，200円

勝馬投票券売得金
1，684，135，400円
2，797，809，900円
1，038，492，200円
3，655，319，300円
2，291，967，900円
1，752，453，000円
5，396，320，400円
9，412，648，900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 28，029，147，000円

総入場延人員 109，842名 （有料入場延人員 95，208名）
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