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3503712月14日 晴 良 （26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

36 サージェントバッジ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B482± 01：57．1 20．3�
35 カフジペガサス 牡2栗 55 北村 友一加藤 守氏 中竹 和也 日高 出口牧場 456＋ 4 〃 クビ 29．1�
23 ヒデノインペリアル 牡2栗 55 吉田 隼人大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 488± 01：57．2� 1．5�
815� ハーランズキング 牡2鹿 55 村田 一誠 �エム・ケー・ホース武井 亮 米 Machmer

Hall 478＋ 61：58．05 10．1�
816 ノーブルクリスタル 牡2鹿 55 古川 吉洋吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞	湖 レイクヴィラファーム 472＋ 21：58．31� 102．7�
510 ローレルベルカント 牡2栗 55

52 ▲長岡 禎仁 	ローレルレーシング 高野 友和 新冠 新冠橋本牧場 460＋181：58．4
 228．0

611 セルリアンコスモ 牡2鹿 55

53 △小崎 綾也�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 506＋ 21：58．71� 10．4�
59 リネンパター 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太戸山 光男氏 和田 雄二 日高 前川 義則 446－ 6 〃 ハナ 107．7�
11 ヴ ェ リ テ �2栗 55

53 △松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492＋ 41：58．91� 47．8

24 ブ リ ヤ ン 牡2鹿 55 藤岡 康太﨑川美枝子氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 508－ 4 〃 アタマ 12．3�
48 アイファーマグオー 牡2栗 55 菱田 裕二中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 504－ 21：59．11� 161．6�
12 レオロフティー 牡2鹿 55 横山 和生	レオ 小野 次郎 新冠 川島牧場 476＋ 41：59．31� 13．1�
612 カシノエキスプレス 牡2栗 55 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 村下 清志 446＋ 21：59．93
 467．0�
713 モアザンワーズ 牝2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政名古屋友豊	 小野 幸治 日高 白井牧場 420－ 22：00．22 251．1�
714 ダ ン シ ン グ 牝2栗 54

52 △岩崎 翼副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム B500± 02：00．41
 8．9�
47 シゲルドンタク 牡2栗 55

52 ▲義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 洞	湖 レイクヴィラファーム 494－ 22：00．61
 200．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，822，200円 複勝： 36，101，700円 枠連： 7，470，800円
馬連： 24，383，800円 馬単： 18，453，600円 ワイド： 14，732，200円
3連複： 36，323，700円 3連単： 58，748，900円 計： 212，036，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 440円 � 450円 � 110円 枠 連（3－3） 20，240円

馬 連 �� 10，720円 馬 単 �� 23，370円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 830円 �� 760円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 78，730円

票 数

単勝票数 計 158222 的中 � 6228（7番人気）
複勝票数 計 361017 的中 � 7894（7番人気）� 7512（8番人気）� 239019（1番人気）
枠連票数 計 74708 的中 （3－3） 286（27番人気）
馬連票数 計 243838 的中 �� 1762（26番人気）
馬単票数 計 184536 的中 �� 592（56番人気）
ワイド票数 計 147322 的中 �� 1673（23番人気）�� 4637（7番人気）�� 5096（6番人気）
3連複票数 計 363237 的中 ��� 4427（24番人気）
3連単票数 計 587489 的中 ��� 541（207番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―14．3―13．6―12．8―13．4―13．5―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―39．2―52．8―1：05．6―1：19．0―1：32．5―1：44．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サージェントバッジ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．6．29 阪神5着

2012．5．3生 牡2黒鹿 母 タペストリー 母母 ゲ ル ニ カ 5戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 サージェントバッジ号の騎手勝浦正樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

3503812月14日 晴 良 （26中京4）第4日 第2競走 ��1，900�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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

712 エルズミーア 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 568＋ 62：01．3 1．4�
34 アクアマリンブレス 牡3黒鹿 56

54 △小崎 綾也 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 514＋142：01．83 6．3�
58 アグネスユニコーン 牡3黒鹿 56

54 △岩崎 翼渡辺公美子氏 村山 明 千歳 社台ファーム B496± 02：02．12 14．0�
711 ゲンパチケンザン 牡3栗 56 古川 吉洋平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 504＋ 22：02．31� 48．3�
610 ナムララオウ 牡4栗 57 勝浦 正樹奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 508＋102：02．4クビ 28．3�
57 カ ト ラ ス �4芦 57 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 466＋ 2 〃 ハナ 19．5	
69 ウインサーガ �5黒鹿57 藤岡 康太
ウイン 飯田 雄三 新冠 村上 欽哉 504＋322：03．25 70．0�
11 ホッコーエイコウ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 508＋10 〃 クビ 36．1�
22 ワールドマッチ 牡3栗 56

54 △松若 風馬 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 498＋ 52：03．3� 39．5
45 クリスマスマーベル 牡5青鹿57 大下 智名古屋友豊
 小野 幸治 日高 白井牧場 504＋ 22：04．68 212．9�
33 ロンギングケイシー 牡3黒鹿56 横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 クビ 24．3�
46 ヒ ロ キ セ キ 牡3鹿 56 菱田 裕二守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 470＋ 42：04．81 14．7�
813 ジェイケイネオ 牡4青鹿57 松田 大作小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 490＋ 22：05．12 27．5�
814 ダークサイド 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 460＋ 22：06．8大差 34．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，332，400円 複勝： 46，452，600円 枠連： 10，456，000円
馬連： 31，613，400円 馬単： 23，528，500円 ワイド： 19，918，000円
3連複： 40，730，400円 3連単： 68，745，600円 計： 261，776，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 180円 枠 連（3－7） 270円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 210円 �� 310円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 3，920円

票 数

単勝票数 計 203324 的中 � 108627（1番人気）
複勝票数 計 464526 的中 � 294673（1番人気）� 37448（2番人気）� 26510（3番人気）
枠連票数 計 104560 的中 （3－7） 29325（1番人気）
馬連票数 計 316134 的中 �� 48370（1番人気）
馬単票数 計 235285 的中 �� 30906（1番人気）
ワイド票数 計 199180 的中 �� 27644（1番人気）�� 16194（2番人気）�� 4974（12番人気）
3連複票数 計 407304 的中 ��� 18374（1番人気）
3連単票数 計 687456 的中 ��� 12684（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―19．1―30．7―43．9―57．0―1：09．8―1：23．0―1：36．0―1：48．4

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

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

勝馬の
紹 介

エルズミーア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．5．24 東京5着

2011．4．21生 牡3黒鹿 母 ソーアラート 母母 スペシャルアラート 5戦2勝 賞金 13，460，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダークサイド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月14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14日 晴 良 （26中京4）第4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

35 プライムグローリー 牡3黒鹿56 菱田 裕二吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 516＋181：12．9 2．3�
23 プラネットスコア 牡4黒鹿57 北村 友一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 478± 01：13．43 18．0�
36 ニシノイナズマ 牡3芦 56 松田 大作西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 488＋ 21：13．71� 19．7�
713 ユキノマルガリータ 牝4鹿 55 藤岡 康太井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 482＋141：13．8� 299．6�
59 フレックスハート 牝4鹿 55 小野寺祐太保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B462－121：13．9� 33．9�
612 カウンターハッセキ 牡3鹿 56 横山 和生井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B450＋ 41：14．0クビ 45．6�
24 � デカントラップ 牡5栗 57

54 ▲伴 啓太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 本桐牧場 478＋ 4 〃 ハナ 12．9	
12 ヒカルランナー 牡5鹿 57 石神 深一安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 522－ 41：14．21	 250．7

510� カメヤマシャチュウ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二岡 浩二氏 森 秀行 熊本 村山 光弘 478－ 4 〃 クビ 3．7�
47 タイキマーシャ 牝4栗 55

52 ▲長岡 禎仁�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 464＋101：14．41	 307．8
815 イルーシヴキャット 牝3栗 54 勝浦 正樹 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 10．4�
48 リアリティー 牝4鹿 55 杉原 誠人小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 B492＋181：14．61 157．5�
611� イッセキニチョウ 牡5鹿 57 吉田 隼人山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 462－ 61：14．81 47．0�
11 クレムリンシチー 牡7栗 57 伊藤 工真 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 アイオイファーム 502－ 8 〃 クビ 129．7�
816 ウエスタンスマイル 牡5鹿 57 村田 一誠西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 532± 01：16．5大差 83．9�
714 ケントヒーロー 牡4栗 57

55 △岩崎 翼田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 498＋ 61：16．6クビ 5．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，275，900円 複勝： 24，052，000円 枠連： 9，913，700円
馬連： 33，724，600円 馬単： 21，477，600円 ワイド： 19，641，800円
3連複： 44，761，600円 3連単： 69，230，400円 計： 241，077，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 420円 � 400円 枠 連（2－3） 760円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 840円 �� 700円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 6，270円 3 連 単 ��� 25，200円

票 数

単勝票数 計 182759 的中 � 61900（1番人気）
複勝票数 計 240520 的中 � 67734（1番人気）� 11409（7番人気）� 12258（6番人気）
枠連票数 計 99137 的中 （2－3） 9993（4番人気）
馬連票数 計 337246 的中 �� 12170（7番人気）
馬単票数 計 214776 的中 �� 5055（9番人気）
ワイド票数 計 196418 的中 �� 6095（8番人気）�� 7435（5番人気）�� 1826（26番人気）
3連複票数 計 447616 的中 ��� 5348（20番人気）
3連単票数 計 692304 的中 ��� 1991（71番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．4―12．5―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―36．1―48．6―1：00．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．8
3 ・（5，8）（9，6，15，16）（4，7，10）（11，13，14）1，3，12－2 4 ・（5，8）（15，16）（9，6）10（4，7）13（1，11，14）（3，12）2

勝馬の
紹 介

プライムグローリー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．6．7 阪神9着

2011．2．3生 牡3黒鹿 母 プライムアクトレス 母母 プライムステージ 6戦2勝 賞金 14，950，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウエスタンソーレ号・カシノヒカル号・カシノワルツ号・ボストンサクラ号
（非抽選馬） 4頭 スズカブリザード号・ナリタメロディ号・ニシノソラカラ号・ヤマカツマーフィ号

3504012月14日 晴 良 （26中京4）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

46 アドミッション �3鹿 58 石神 深一 �シルクレーシング 武井 亮 日高 滝本 健二 546－ 63：20．4 7．4�
45 トイボックス 牡7黒鹿60 白浜 雄造名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 482－ 6 〃 クビ 8．9�
34 ヘリオスフィア �5黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 23：20．5クビ 3．4�
814 ダンツミュータント 牡5青鹿60 森 一馬山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 442± 03：21．13� 2．2�
711� エルインペレイター �4鹿 60 浜野谷憲尚�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 クビ 22．6	
57 ハギノセゾン 牝3青鹿56 北沢 伸也安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 468± 03：21．63 40．9

22 � ダイメイサンジ 牡5鹿 60 平沢 健治宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 480± 03：21．7クビ 68．5�
69 � プロジェクトブルー 牡7鹿 60 山本 康志 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 B512－ 23：22．01
 8．0�
610 ニシノマテンロウ 牡3黒鹿58 中村 将之西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 518＋ 43：23．17 44．5
11 トーセンローツェ 牝3鹿 56 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 442－ 63：23．63 206．3�
813 プ コ ナ コ ナ 牡3鹿 58 金子 光希松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 486－ 83：24．13 249．5�
58 スリーロンドン 牡3栗 58 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 458＋ 23：24．31� 88．8�
33 コマノアスリート 牡3鹿 58 高野 和馬長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 462＋ 23：26．3大差 179．0�
712� ケンブリッジヒーロ 牡6栗 60 熊沢 重文中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 470＋ 63：32．8大差 38．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，064，600円 複勝： 18，425，900円 枠連： 9，307，000円
馬連： 25，143，300円 馬単： 18，499，200円 ワイド： 14，904，800円
3連複： 40，021，500円 3連単： 66，328，800円 計： 207，695，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 260円 � 160円 枠 連（4－4） 3，270円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 7，180円

ワ イ ド �� 980円 �� 510円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 22，980円

票 数

単勝票数 計 150646 的中 � 16141（3番人気）
複勝票数 計 184259 的中 � 15359（5番人気）� 16550（4番人気）� 36998（2番人気）
枠連票数 計 93070 的中 （4－4） 2200（12番人気）
馬連票数 計 251433 的中 �� 6007（13番人気）
馬単票数 計 184992 的中 �� 1930（24番人気）
ワイド票数 計 149048 的中 �� 3724（12番人気）�� 7714（5番人気）�� 6454（6番人気）
3連複票数 計 400215 的中 ��� 10797（10番人気）
3連単票数 計 663288 的中 ��� 2092（75番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 52．3－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドミッション �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．11．17 京都5着

2011．4．1生 �3鹿 母 ハッピーチケット 母母 チャームトウショウ 障害：2戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 ヘリオスフィア号の騎手五十嵐雄祐は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※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） 2頭 テイエムオドロキ号・メイショウセイウン号
（非抽選馬） 2頭 プリティピンク号・リネンハウス号



3504112月14日 曇 良 （26中京4）第4日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時15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
1：35．8
1：32．3

良
良

612 ルグランパントル 牡2鹿 55
52 ▲長岡 禎仁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 474＋141：39．9 58．4�
510 ピースオブジャパン 牡2栗 55 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 478－ 21：40．11� 2．0�
12 ステラグレイス 牝2鹿 54

52 △松若 風馬林 正道氏 松田 国英 新ひだか 有限会社石川牧場 474－ 41：40．31 6．7�
713 ブルールーク 牡2鹿 55 勝浦 正樹 �ブルーマネジメント牧浦 充徳 新ひだか 出羽牧場 480＋ 41：40．51� 6．2�
36 アングライフェン 牡2鹿 55 横山 和生前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 6 〃 クビ 6．0�
714 アラビアンハート 牝2鹿 54 熊沢 重文吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 440± 01：40．71� 124．1	
48 パイアタウン 牝2栗 54 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 446－ 4 〃 クビ 42．3

23 タイガーボス 牡2鹿 55 菱田 裕二伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 450± 0 〃 ハナ 33．3�
611 マインリーバー 牡2青鹿55 北村 友一岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 466＋12 〃 ハナ 88．5�
24 ショウナンラージャ 牡2青鹿 55

53 △小崎 綾也国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 中原牧場 438－ 21：40．8クビ 8．5
11 カリテスグレース 牝2黒鹿54 杉原 誠人北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 476＋ 41：41．01� 70．1�
35 メイショウヒルガオ 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 まるとみ冨岡牧場 446－ 4 〃 ハナ 20．3�
47 シ ェ ル ム 牝2黒鹿 54

52 △岩崎 翼山口 敦広氏 和田正一郎 浦河 大島牧場 422－ 21：41．31� 374．2�
815 エナジャイズ 牝2栗 54 �島 良太鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 476－ 4 〃 クビ 375．2�
59 シゲルヨサコイ 牝2鹿 54

51 ▲城戸 義政森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 今井牧場 464－101：42．15 308．4�
816 ウインメアリー 牝2鹿 54 黛 弘人�ウイン 大和田 成 新冠 コスモヴューファーム 436－ 4 （競走中止） 226．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，854，800円 複勝： 28，782，000円 枠連： 9，418，400円
馬連： 32，273，900円 馬単： 22，523，400円 ワイド： 19，908，900円
3連複： 45，313，500円 3連単： 75，617，600円 計： 252，692，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，840円 複 勝 � 730円 � 110円 � 180円 枠 連（5－6） 2，880円

馬 連 �� 4，450円 馬 単 �� 15，450円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 3，660円 �� 240円

3 連 複 ��� 7，230円 3 連 単 ��� 64，950円

票 数

単勝票数 計 188548 的中 � 2582（9番人気）
複勝票数 計 287820 的中 � 5736（9番人気）� 106313（1番人気）� 34354（3番人気）
枠連票数 計 94184 的中 （5－6） 2526（12番人気）
馬連票数 計 322739 的中 �� 5612（14番人気）
馬単票数 計 225234 的中 �� 1093（36番人気）
ワイド票数 計 199089 的中 �� 3260（14番人気）�� 1213（33番人気）�� 26185（1番人気）
3連複票数 計 453135 的中 ��� 4699（23番人気）
3連単票数 計 756176 的中 ��� 844（180番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―37．8―51．3―1：04．8―1：17．3―1：28．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ルグランパントル �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2014．7．19 福島10着

2012．3．8生 牡2鹿 母 ザッツザウェイ 母母 ブリリアントアイ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ウインメアリー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 ウインメアリー号は，発走直後に急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ステラグレイス号の騎手松若風馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・10番・13

番・15番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ウインメアリー号は，平成26年12月15日から平成27年1月13日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 イチザサムライ号・プラセンタ号

3504212月14日 曇 良 （26中京4）第4日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時45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
2：02．2
1：59．9

良
良

33 カルナヴァレスコ 牡2黒鹿55 松田 大作 �シルクレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510 ―2：12．6 3．5�

55 ケルンダッシュ 牡2鹿 55 菱田 裕二深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 488 ― 〃 クビ 2．9�
44 ブロウユアマインド 牡2鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 462 ―2：12．7� 3．6�
66 エイダイサンデー 牡2芦 55 森 一馬�東振牧場 田中 章博 むかわ 東振牧場 448 ―2：13．01� 11．3�
88 ハギノカイザー 牡2栗 55

53 △小崎 綾也安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 432 ― 〃 アタマ 12．3�
11 スズカステイボーイ 牡2鹿 55 藤岡 康太永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 446 ―2：13．21
 8．1	
22 エターナルウインド 牡2黒鹿55 吉田 隼人前田 葉子氏 谷 潔 浦河 岡本 昌市 504 ―2：13．62� 22．4

77 サンデージーク 牝2芦 54

52 △岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 478 ―2：14．45 57．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 17，638，400円 複勝： 14，628，600円 枠連： 発売なし
馬連： 25，443，400円 馬単： 17，532，600円 ワイド： 12，242，700円
3連複： 29，492，000円 3連単： 71，189，400円 計： 188，167，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 190円 �� 250円 �� 220円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 1，780円

票 数

単勝票数 計 176384 的中 � 39893（2番人気）
複勝票数 計 146286 的中 � 35630（1番人気）� 29454（3番人気）� 29822（2番人気）
馬連票数 計 254434 的中 �� 46334（1番人気）
馬単票数 計 175326 的中 �� 14858（3番人気）
ワイド票数 計 122427 的中 �� 18007（1番人気）�� 11757（3番人気）�� 14152（2番人気）
3連複票数 計 294920 的中 ��� 68125（1番人気）
3連単票数 計 711894 的中 ��� 28908（3番人気）

ハロンタイム 13．7―12．5―14．8―15．0―14．4―14．2―13．4―12．2―11．4―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．7―26．2―41．0―56．0―1：10．4―1：24．6―1：38．0―1：50．2―2：01．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F34．6
1
3
・（4，8）（3，6）－（1，5）－（2，7）・（4，8）1（3，6）－（2，5）7

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

勝馬の
紹 介

カルナヴァレスコ �

父 ステイゴールド �


母父 Boundary 初出走

2012．1．31生 牡2黒鹿 母 シーズライクリオ 母母 Leading Rhyme 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 カルナヴァレスコ号の騎手松田大作は，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：4番）



3504312月14日 曇 良 （26中京4）第4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）

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
1：48．9
1：47．8

重
重

22 リターントゥジェム 牡3黒鹿 56
53 ▲長岡 禎仁西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 486＋ 21：55．5 5．9�

68 キーンソード 牡3黒鹿 56
53 ▲原田 和真佐々木雄二氏 黒岩 陽一 浦河 中脇 満 474－ 41：55．71� 8．9�

56 サトノセレリティ 牡3鹿 56 杉原 誠人里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B486± 01：56．23 6．5�
67 イノセンテス 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 468＋121：56．3� 1．6�
11 デンコウエポック �3鹿 56 小野寺祐太田中 康弘氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 460－ 41：56．61� 59．6�
79 マーヴェリックス 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二市川 義美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460－ 61：56．8� 99．6	
710 ナムライットウセイ 牡4黒鹿57 藤懸 貴志奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 480± 0 〃 ハナ 11．6

33 � レディカリビアン 牝3芦 54

52 △松若 風馬山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 448＋121：57．33 56．5�
811 ボストンリョウマ 牡6青鹿 57

55 △岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 500＋121：57．4� 40．3
44 オメガグランディス 牡3鹿 56 横山 和生原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 506± 01：57．5クビ 20．0�
812 アガスティア 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 516± 01：57．82 69．3�
55 � クラウンザクラウン 牡5鹿 57 花田 大昂�クラウン 小野 次郎 新冠 大栄牧場 494－141：58．86 112．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，306，000円 複勝： 45，019，300円 枠連： 9，395，600円
馬連： 30，590，000円 馬単： 24，793，500円 ワイド： 18，534，700円
3連複： 39，856，200円 3連単： 84，421，800円 計： 272，917，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 300円 � 580円 � 420円 枠 連（2－6） 410円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 7，470円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 450円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 7，160円 3 連 単 ��� 33，080円

票 数

単勝票数 計 203060 的中 � 27288（2番人気）
複勝票数 計 450193 的中 � 42262（2番人気）� 19219（5番人気）� 27791（3番人気）
枠連票数 計 93956 的中 （2－6） 17594（1番人気）
馬連票数 計 305900 的中 �� 6553（10番人気）
馬単票数 計 247935 的中 �� 2489（21番人気）
ワイド票数 計 185347 的中 �� 4452（10番人気）�� 11425（5番人気）�� 3726（13番人気）
3連複票数 計 398562 的中 ��� 4173（24番人気）
3連単票数 計 844218 的中 ��� 1850（101番人気）

ハロンタイム 13．2―11．3―13．7―13．9―13．2―13．1―13．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．5―38．2―52．1―1：05．3―1：18．4―1：31．4―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リターントゥジェム �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2013．12．14 中山5着

2011．5．2生 牡3黒鹿 母 ティファニージェム 母母 ビューティフルジェム 9戦2勝 賞金 19，550，000円

3504412月14日 曇 良 （26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 （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

816 エドノプリンセス 牝3鹿 54
51 ▲長岡 禎仁遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 460－ 41：26．1 7．4�

714 キングベイビー 牝4黒鹿 55
53 △松若 風馬前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 6 〃 アタマ 8．6�
35 モズマッテタワ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 482－ 41：26．31� 2．5�
713 スイートガーデン 牝3鹿 54 松田 大作田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 490± 01：26．51� 76．7�
36 � フレンドスイート 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 434－ 21：26．71� 9．9�
11 オーシャンブルグ 牝3鹿 54

52 △小崎 綾也松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 438－ 61：27．01	 4．1�
48 サクラオードシエル 牝5青鹿55 北村 友一	さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 488－121：27．1	 28．5

12 カゼノサファイア 牝4青 55 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 474－ 2 〃 アタマ 24．6�
24 � リ ノ ワ ー ル 牝4青鹿55 西田雄一郎 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 尾形 和幸 新ひだか 服部 牧場 B448－ 2 〃 ハナ 131．1�
611 ラッキーマイラブ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真ターフ・スポート鈴木 康弘 浦河 酒井牧場 468－ 61：27．2クビ 127．3�
815 イーグルアモン 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 452± 01：27．51	 59．5�
47 アイネクライネ 牝4芦 55

54 ☆中井 裕二田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社
松田牧場 B460－ 21：27．6� 52．6�

23 サ グ レ ス 牝3黒鹿54 吉田 隼人 キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 466＋141：27．91	 25．2�
612 ディアプリンセス 牝4黒鹿55 菱田 裕二ディアレスト 奥村 武 日高 松平牧場 B460－ 21：28．11 114．3�
510 サンアグライア 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 平取 高橋 幸男 B450－ 81：28．2� 38．5�
59 ヴィオラーネ 牝5青鹿55 藤岡 康太平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464± 01：28．3	 18．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，663，600円 複勝： 29，300，300円 枠連： 13，532，700円
馬連： 40，074，200円 馬単： 24，548，000円 ワイド： 23，558，100円
3連複： 51，967，000円 3連単： 81，271，100円 計： 286，915，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 220円 � 150円 枠 連（7－8） 2，590円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 7，140円

ワ イ ド �� 970円 �� 400円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 24，400円

票 数

単勝票数 計 226636 的中 � 24278（3番人気）
複勝票数 計 293003 的中 � 35294（3番人気）� 30900（5番人気）� 60497（1番人気）
枠連票数 計 135327 的中 （7－8） 4037（12番人気）
馬連票数 計 400742 的中 �� 10134（9番人気）
馬単票数 計 245480 的中 �� 2578（27番人気）
ワイド票数 計 235581 的中 �� 5835（10番人気）�� 16113（2番人気）�� 10467（4番人気）
3連複票数 計 519670 的中 ��� 14840（5番人気）
3連単票数 計 812711 的中 ��� 2414（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．4―49．1―1：01．8―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エドノプリンセス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．23 東京8着

2011．3．18生 牝3鹿 母 フレンチムスメ 母母 ジョージアキヨ 10戦2勝 賞金 15，660，000円



3504512月14日 曇 良 （26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
1：48．9
1：47．8

重
重

66 タニノタキシード 牡4黒鹿 57
55 △松若 風馬谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 476＋ 21：55．8 6．9�

33 アイアイエンデバー 牡5黒鹿 57
54 ▲長岡 禎仁齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 B462± 01：55．9� 3．5�

88 エピローグブリッジ �4栗 57 菱田 裕二�G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 41：56．0� 8．0�

44 オンワードハンター 牡3鹿 56
54 △小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 458－ 61：56．53 13．5�

11 タカノハーバー 牡4青鹿57 田中 博康山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム B492＋ 41：56．6クビ 20．0�
22 � ホクレアポパイ �5黒鹿57 勝浦 正樹萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 420－ 6 〃 クビ 31．6	
55 マイフリヴァ 牡3黒鹿56 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500－ 21：56．81	 1．9

89 � カ プ チ ー ノ 牡3鹿 56 西田雄一郎小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 472－ 21：56．9クビ 77．3�
77 ディアジースター 牡3栗 56 伊藤 工真ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 474＋ 61：57．0	 52．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 24，293，300円 複勝： 25，678，100円 枠連： 8，663，900円
馬連： 37，955，600円 馬単： 30，414，000円 ワイド： 19，113，400円
3連複： 48，196，500円 3連単： 123，864，200円 計： 318，179，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 150円 � 170円 枠 連（3－6） 1，670円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 440円 �� 630円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 15，860円

票 数

単勝票数 計 242933 的中 � 27907（3番人気）
複勝票数 計 256781 的中 � 31561（4番人気）� 51144（2番人気）� 38964（3番人気）
枠連票数 計 86639 的中 （3－6） 4008（5番人気）
馬連票数 計 379556 的中 �� 19564（5番人気）
馬単票数 計 304140 的中 �� 6755（13番人気）
ワイド票数 計 191134 的中 �� 11120（5番人気）�� 7369（7番人気）�� 14769（4番人気）
3連複票数 計 481965 的中 ��� 14408（9番人気）
3連単票数 計1238642 的中 ��� 5661（50番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―13．7―13．7―13．2―12．9―12．5―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．5―39．2―52．9―1：06．1―1：19．0―1：31．5―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F36．8
1
3
・（5，6）3，7－（8，9）4，2，1・（5，6）（7，1）（3，9）（8，4）2

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

勝馬の
紹 介

タニノタキシード 
�
父 タニノギムレット 

�
母父 ル シ ョ ン デビュー 2012．10．14 京都2着

2010．5．6生 牡4黒鹿 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ 20戦2勝 賞金 21，860，000円
※出走取消馬 サンアナハイム号（疾病〔左前球節炎〕のため）

3504612月14日 曇 良 （26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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：35．8
1：32．3

良
良

88 ブ リ ク ス ト 牡2黒鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：38．2 5．3�
22 � ダッシングブレイズ 牡2栗 55 菱田 裕二グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

480＋ 2 〃 ハナ 1．7�
44 ペガサスボス 牡2黒鹿55 松田 大作�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 498＋ 6 〃 クビ 9．6�
11 アドマイヤゴッド 牡2鹿 55 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：38．41� 7．9�
55 テイエムダンシング 牡2鹿 55 松若 風馬竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 460± 0 〃 クビ 117．1	
89 コルボノワール 牝2青鹿54 小崎 綾也�ラ・メール 小崎 憲 日高 三城牧場 442－ 41：38．5クビ 7．5

33 ゴールドメダリオン 	2栗 55 勝浦 正樹西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 436－ 61：38．6
 19．6�
66 マイネルレハイム 牡2栗 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 21：38．7クビ 28．6�
77 カプリチオーソ 牡2栗 55 田中 博康 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 438－ 21：39．33� 30．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 34，293，000円 複勝： 46，835，000円 枠連： 13，063，300円
馬連： 51，325，900円 馬単： 42，047，000円 ワイド： 26，019，500円
3連複： 60，294，600円 3連単： 165，350，500円 計： 439，228，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 150円 � 110円 � 190円 枠 連（2－8） 210円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 240円 �� 510円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 9，940円

票 数

単勝票数 計 342930 的中 � 51103（2番人気）
複勝票数 計 468350 的中 � 54367（2番人気）� 231903（1番人気）� 33896（5番人気）
枠連票数 計 130633 的中 （2－8） 46868（1番人気）
馬連票数 計 513259 的中 �� 76298（1番人気）
馬単票数 計 420470 的中 �� 18019（5番人気）
ワイド票数 計 260195 的中 �� 30733（2番人気）�� 11503（5番人気）�� 21560（4番人気）
3連複票数 計 602946 的中 ��� 33252（4番人気）
3連単票数 計1653505 的中 ��� 12055（35番人気）

ハロンタイム 13．3―11．6―12．0―12．8―13．3―12．3―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．3―24．9―36．9―49．7―1：03．0―1：15．3―1：26．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F35．2

3 4－（1，5）6（9，8）2（3，7）
2
4

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

勝馬の
紹 介

ブ リ ク ス ト �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．7．12 中京1着

2012．3．8生 牡2黒鹿 母 プロミストスパーク 母母 プ レ イ ン 5戦2勝 賞金 26，104，000円



3504712月14日 曇 良 （26中京4）第4日 第11競走 ��
��2，000�

え ん し ゅ う な だ

遠 州 灘 特 別
発走15時30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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

22 カ ム フ ィ ー 牡5黒鹿57 吉田 隼人清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 462－ 82：01．9 11．7�
68 キングストーン 牡3鹿 56 小崎 綾也寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 496－ 22：02．0� 11．6�
710 ロンギングゴールド 牡4黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 464＋ 42：02．1	 31．5�
813
 アウォーディー 牡4鹿 57 藤岡 康太前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management 508＋ 22：02．2	 2．7�
44 パドルウィール 牡3芦 56 北村 友一 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 02：02．3� 4．7�
711 ポセイドンバローズ 牡4栗 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B472＋ 82：02．4� 15．6	
11 カ ノ ン 牝4鹿 55 義 英真 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 42：02．5� 11．3�
812 トーセンギャラリー 牡5鹿 57 古川 吉洋島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 クビ 51．9
33 アウトオブシャドウ 牡4栗 57 松田 大作飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 462＋ 62：02．6クビ 5．8�
45 スズカアンペール 牡6鹿 57 熊沢 重文永井 啓弍氏 高橋 康之 むかわ 新井牧場 476－ 4 〃 クビ 29．0�
57 � テナシティー �5黒鹿57 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 ハナ 21．3�
56 � メイショウエゾフジ 牡4黒鹿57 黛 弘人松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 480± 02：02．81 19．5�
69 � アルティスト 牡7鹿 57 村田 一誠塩入 満洋氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 B486± 02：03．75 249．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，409，500円 複勝： 58，779，700円 枠連： 30，892，500円
馬連： 143，198，400円 馬単： 69，095，500円 ワイド： 58，009，900円
3連複： 189，649，800円 3連単： 305，089，900円 計： 901，125，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 310円 � 400円 � 710円 枠 連（2－6） 5，820円

馬 連 �� 5，950円 馬 単 �� 12，370円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 3，180円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 36，090円 3 連 単 ��� 230，160円

票 数

単勝票数 計 464095 的中 � 31555（6番人気）
複勝票数 計 587797 的中 � 54429（4番人気）� 38983（6番人気）� 20052（11番人気）
枠連票数 計 308925 的中 （2－6） 4107（24番人気）
馬連票数 計1431984 的中 �� 18638（26番人気）
馬単票数 計 690955 的中 �� 4186（51番人気）
ワイド票数 計 580099 的中 �� 7169（29番人気）�� 4679（41番人気）�� 4530（44番人気）
3連複票数 計1896498 的中 ��� 3941（126番人気）
3連単票数 計3050899 的中 ��� 961（739番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―37．1―49．5―1：01．5―1：13．8―1：26．1―1：38．0―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ム フ ィ ー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．10．30 東京5着

2009．3．26生 牡5黒鹿 母 ナイトクルーズ 母母 ナイトスパーク 24戦4勝 賞金 83，088，000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30，000円。（被害馬：13

番）

3504812月14日 曇 良 （26中京4）第4日 第12競走 ��
��1，400�

い ぬ や ま

犬 山 特 別
発走16時10分 （芝・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 672，000円 192，000円 96，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

35 ベッラヴォーチェ 牝4鹿 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444－ 61：22．1 3．8�

816 スリーカーニバル 牝4鹿 55 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 470± 0 〃 クビ 10．5�
818 ジェラテリアバール 牝4黒鹿55 小崎 綾也吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 486－ 61：22．2� 27．3�
714 スナッチマインド 牝3鹿 54 菱田 裕二 �シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 41：22．3クビ 2．5�
48 コスモラパン 牝3黒鹿54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 408－101：22．4� 12．0	
36 ヒシワイルド 牡5鹿 57 村田 一誠阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 484＋ 2 〃 クビ 45．1

713 タイセイマジック 牡3鹿 56 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 482＋ 61：22．5クビ 66．6�
11 	 コズミックショア 牝4鹿 55 北村 友一吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 476＋ 21：22．71
 12．6�
12 スプリングサヴァン 牝3鹿 54 伊藤 工真加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 428＋ 21：22．8� 33．3
715 ア ン ジ ュ エ 牝4黒鹿55 松若 風馬�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 81：23．01� 38．2�
611 リスヴェリアート 牡4鹿 57 中井 裕二�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 448± 01：23．1� 16．3�
47 クリアモーメント 牡4鹿 57 義 英真 �社台レースホース小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 4 〃 ハナ 143．3�
59 ノ ー ブ リ ー 牡5鹿 57 城戸 義政ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 478＋ 61：23．2クビ 40．4�
23 ディアマイベイビー 牝4青鹿55 勝浦 正樹 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 10．5�
612 コウエイダイオウ 牡3芦 56 中村 将之西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 シンボリ牧場 478＋ 21：24．15 93．6�
24 � スリーキャピトル 牝5鹿 55 島 良太永井商事� 高橋 康之 新ひだか 三石ファーム 472－ 21：24．52� 92．8�
510� オシャレバンチョウ 牡4鹿 57 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 藤本牧場 474＋141：24．6クビ 179．2�
817 エフティチャーミー 牝4鹿 55 藤懸 貴志吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 444－ 6 〃 アタマ 234．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，583，600円 複勝： 54，702，900円 枠連： 28，480，000円
馬連： 110，058，800円 馬単： 58，215，000円 ワイド： 52，969，700円
3連複： 144，289，700円 3連単： 239，839，200円 計： 732，138，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 310円 � 690円 枠 連（3－8） 2，660円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 2，730円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 20，400円 3 連 単 ��� 99，760円

票 数

単勝票数 計 435836 的中 � 90218（2番人気）
複勝票数 計 547029 的中 � 95542（2番人気）� 44409（3番人気）� 16833（10番人気）
枠連票数 計 284800 的中 （3－8） 8282（11番人気）
馬連票数 計1100588 的中 �� 30157（9番人気）
馬単票数 計 582150 的中 �� 7715（17番人気）
ワイド票数 計 529697 的中 �� 12350（9番人気）�� 4938（28番人気）�� 3971（34番人気）
3連複票数 計1442897 的中 ��� 5303（63番人気）
3連単票数 計2398392 的中 ��� 1743（276番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．8―11．9―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．1―45．9―57．8―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．2
3 ・（4，8，10）（17，16）（13，18）（15，14）（2，12）6（5，11）－（9，1，7）－3 4 ・（4，8）10，17（18，16）（13，14）15，2（6，12，11）5（1，7）9，3

勝馬の
紹 介

ベッラヴォーチェ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Diktat デビュー 2013．2．3 京都6着

2010．4．8生 牝4鹿 母 トークショウ 母母 High Hawk 8戦2勝 賞金 24，822，000円
〔調教再審査〕 スナッチマインド号は，最後の直線コースで急に外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダノンビーナス号
（非抽選馬） 6頭 ウルトラサウンド号・クルトメッシュ号・サウンドマンデュロ号・サチノリーダース号・マルイチスクワート号・

リネンヴィヴィッド号

４レース目



（26中京4）第4日 12月14日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

169，600，000円
2，080，000円
5，760，000円
1，840，000円
15，330，000円
57，210，000円
5，000，800円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
297，537，300円
428，758，100円
150，593，900円
585，785，300円
371，127，900円
299，553，700円
770，896，500円
1，409，697，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，313，950，100円

総入場人員 15，023名 （有料入場人員 13，028名）
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