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3504912月17日 晴 稍重 （28中京4）第5日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：24．5
1：23．1

良
重

11 ク テ ィ ノ ス 牡2鹿 55 柴山 雄一金山 敏也氏 栗田 徹 新冠 樋渡 志尚 474＋ 21：26．8 5．4�
47 スズカフリオーソ 牡2栗 55

54 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド 462＋ 6 〃 クビ 4．6�
713 ウニオミュスティカ 牡2栗 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：27．11� 8．4�
36 サンマルアルティマ 牡2黒鹿55 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 470－ 21：27．2� 13．4�
24 ヘヴンウェイ 牡2鹿 55 北村 友一野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 本桐牧場 486＋121：27．3� 31．5�
815 チェリーボンボン 牝2青鹿54 田中 健山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 432＋ 2 〃 クビ 260．1�
48 ケイティクエスト 牡2鹿 55 丸山 元気瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 446－ 21：27．4クビ 15．8	
714 レッドコマチ 牡2栗 55

54 ☆長岡 禎仁金山 敏也氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 444－ 8 〃 ハナ 28．8

612 シ ロ ク ニ 牡2栗 55 吉田 隼人磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 B454＋ 4 〃 クビ 41．6�
59 メイショウヤエヤマ 牡2鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 498＋ 2 〃 アタマ 4．6�
611 シルバーストーン 牡2芦 55

53 △木幡 初也峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 488＋101：27．5� 52．1
23 シゲルカモシカ 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水丸牧場 452＋ 41：27．82 6．9�
35 ホウオウステップ 牡2栗 55

52 ▲藤田菜七子小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 466＋ 81：27．9� 26．0�
816 ニュークラウン 牝2芦 54 菱田 裕二原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 436＋ 61：28．0クビ 60．0�
12 アスターメープル 牝2栗 54

52 △城戸 義政加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 418－ 61：29．38 86．4�
510 ワンダフルメモリー 牝2青鹿54 丸田 恭介飯田 良枝氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 480＋ 81：30．04 17．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，521，200円 複勝： 28，994，700円 枠連： 9，110，600円
馬連： 32，562，900円 馬単： 18，053，900円 ワイド： 24，356，800円
3連複： 53，606，100円 3連単： 57，751，400円 計： 240，957，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 180円 � 310円 枠 連（1－4） 1，090円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，020円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 24，160円

票 数

単勝票数 計 165212 的中 � 24331（3番人気）
複勝票数 計 289947 的中 � 36722（3番人気）� 46494（2番人気）� 20795（6番人気）
枠連票数 計 91106 的中 （1－4） 6475（3番人気）
馬連票数 計 325629 的中 �� 16606（5番人気）
馬単票数 計 180539 的中 �� 4457（8番人気）
ワイド票数 計 243568 的中 �� 12026（3番人気）�� 5982（11番人気）�� 5968（12番人気）
3連複票数 計 536061 的中 ��� 7049（17番人気）
3連単票数 計 577514 的中 ��� 1733（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．3―47．5―1：00．7―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク テ ィ ノ ス �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．9．24 中山8着

2014．4．24生 牡2鹿 母 ローレルオードリー 母母 ア プ レ シ ェ 4戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 スズカフリオーソ号の騎手加藤祥太は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・9

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 プチマロン号

3505012月17日 晴 稍重 （28中京4）第5日 第2競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走10時30分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

34 ドラゴンバローズ 牡4栗 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 514＋ 42：00．4 1．7�
57 サンホッブズ 牡3鹿 56 北村 友一 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 480＋ 42：00．61� 13．5�
11 マイネルトゥラン 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B512＋ 2 〃 クビ 6．7�
813 オ ー パ �3鹿 56 岡田 祥嗣馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B482－ 42：00．91� 4．9�
22 ミスティーフリップ 牡4栗 57 幸 英明吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 4 〃 ハナ 10．8�
814 ス ト ラ ー ノ 牡3鹿 56

54 △義 英真�G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 480± 02：01．85 41．1	
711 メープルフレイバー 牝3栗 54

52 △木幡 初也尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 444± 02：02．22	 63．2

712 オカホンコー 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 498＋ 22：02．84 52．1�
58 
 ダッシングブルー 牡4黒鹿57 黛 弘人 �ブルーマネジメント蛯名 利弘 新冠 川上牧場 B522± 02：03．01 335．8�
45 ミスターウインディ 牡3黒鹿56 藤岡 康太阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 516＋ 82：03．1	 17．1
610 テ イ ア 牝4鹿 55 西村 太一�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 422－ 22：03．73	 361．9�
46 ドンアルフォンス 牡4黒鹿57 中谷 雄太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 476＋ 2 〃 クビ 111．8�
69 マイフリヴァ 牡5黒鹿57 A．シュタルケ 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 512＋ 42：04．12	 33．7�

（独）

33 カジノクイーン 牝3栗 54
53 ☆中井 裕二内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 B452＋ 62：09．3大差 167．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，404，800円 複勝： 33，046，200円 枠連： 9，584，800円
馬連： 32，327，800円 馬単： 19，453，200円 ワイド： 23，766，300円
3連複： 47，902，000円 3連単： 64，781，600円 計： 251，266，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 170円 枠 連（3－5） 1，330円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 360円 �� 220円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 5，990円

票 数

単勝票数 計 204048 的中 � 92235（1番人気）
複勝票数 計 330462 的中 � 131357（1番人気）� 24474（5番人気）� 39906（3番人気）
枠連票数 計 95848 的中 （3－5） 5562（5番人気）
馬連票数 計 323278 的中 �� 22723（4番人気）
馬単票数 計 194532 的中 �� 8706（6番人気）
ワイド票数 計 237663 的中 �� 16105（3番人気）�� 32694（1番人気）�� 7266（8番人気）
3連複票数 計 479020 的中 ��� 25472（4番人気）
3連単票数 計 647816 的中 ��� 7836（11番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．2―29．3―42．1―55．2―1：08．8―1：22．0―1：34．8―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンバローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Polish Precedent デビュー 2014．12．21 阪神10着

2012．2．8生 牡4栗 母 ポーリッシュピンク 母母 Ring Pink 21戦3勝 賞金 43，490，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カジノクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月17日まで平地競

走に出走できない。
※テイア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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５日



3505112月17日 晴 稍重 （28中京4）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走11時00分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

510 オ ル ノ ス 牝3芦 54
51 ▲森 裕太朗武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 450＋ 21：13．0 9．8�

59 スキースクール 牝4青鹿55 藤岡 康太 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 482＋ 2 〃 アタマ 2．0�

12 マルクデラポム 牝3青鹿 54
51 ▲荻野 極三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 482＋ 8 〃 クビ 10．6�

47 メイショウマイカゼ 牝3黒鹿 54
53 ☆�島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 440＋ 6 〃 ハナ 23．3�

815 カジノスマイル 牝3鹿 54 幸 英明井高 義光氏 石橋 守 新ひだか 井高牧場 486＋ 6 〃 ハナ 4．6�
714 レモンイエロー 牝4鹿 55

54 ☆長岡 禎仁青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：13．21� 68．1	
611 キセキノムスメ 牝3青鹿 54

53 ☆中井 裕二
協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 450－ 41：13．41� 23．1�
713 ナナイロボタン 牝4栗 55 A．シュタルケ 
社台レースホース黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480＋ 21：13．93 10．2�
（独）

35 トゥルームーン 牝4鹿 55 秋山真一郎鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 492± 01：14．0クビ 23．9
36 	 ユ リ 牝4栗 55 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 平取 有限会社中

田牧場 424＋ 4 〃 クビ 129．2�
24 	 グレースシャンティ 牝3芦 54

52 △井上 敏樹佐藤 良二氏 本間 忍 新冠 中地 義次 452＋121：14．1
 167．2�
816	 ベストエビデンス 牝4栗 55 丸山 元気大塚 亮一氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 426－ 21：14．2クビ 26．5�
23 シゲルカゼノボン 牝4黒鹿55 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 馬道 繁樹 518－ 21：14．51
 21．5�
612	 メガミチャン 牝4鹿 55

54 ☆加藤 祥太�イージス 小崎 憲 千歳 社台ファーム B488＋14 〃 クビ 252．0�
11 ドリームメモリー 牝4鹿 55

53 △伴 啓太田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 門別牧場 438－101：15．03 404．8�
48 タイセイマライカ 牝3黒鹿54 川須 栄彦田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 410＋ 61：15．42� 235．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，366，200円 複勝： 33，638，300円 枠連： 10，651，900円
馬連： 36，365，300円 馬単： 22，916，400円 ワイド： 26，501，400円
3連複： 52，957，400円 3連単： 69，819，900円 計： 275，216，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 220円 � 110円 � 210円 枠 連（5－5） 990円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，030円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 15，430円

票 数

単勝票数 計 223662 的中 � 18244（3番人気）
複勝票数 計 336383 的中 � 27865（5番人気）� 121890（1番人気）� 31385（4番人気）
枠連票数 計 106519 的中 （5－5） 8308（4番人気）
馬連票数 計 363653 的中 �� 32570（4番人気）
馬単票数 計 229164 的中 �� 7059（8番人気）
ワイド票数 計 265014 的中 �� 18978（4番人気）�� 5914（14番人気）�� 20730（3番人気）
3連複票数 計 529574 的中 ��� 19392（5番人気）
3連単票数 計 698199 的中 ��� 3280（40番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．7―12．6―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．4―48．0―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ル ノ ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 With Approval デビュー 2015．10．24 京都5着

2013．4．4生 牝3芦 母 ミ コ ノ ス 母母 リ ベ ラ ノ 9戦2勝 賞金 19，400，000円
〔発走状況〕 カジノスマイル号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 オルノス号の騎手森裕太朗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 カジノスマイル号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 バイレ号
※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。

3505212月17日 晴 良 （28中京4）第5日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：16．7良

814 ダ ロ ー ネ ガ 牡7鹿 60 高田 潤 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 512＋ 63：19．2 1．4�
57 トーアヒミコ 牝3黒鹿56 石神 深一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 450± 03：19．62� 10．0�
58 � アサクサゴールド 牡6黒鹿60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466－ 43：19．81� 9．9�
711 アレルキナーダ 牝3鹿 56 白浜 雄造服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 502＋ 63：20．75 222．1�
45 ウインネオルーラー 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 浦河 日の出牧場 476－ 63：20．91� 38．9	
11 エアカミュゼ 牡5黒鹿60 西谷 誠 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508－ 43：21．32� 8．0

69 モリトブイコール 	8栗 60 高野 和馬石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 486－ 83：21．4� 18．2�
22 プ レ ス リ ー 牡5黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 522＋243：21．5
 34．0�
33 ジャンボスピリット 牝3栗 56 上野 翔田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 466＋143：21．92� 127．9
34 � プレイリースター 牝6栃栗58 金子 光希田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 442－123：22．11� 119．7�
813 トーセンテレマーク 牡4青鹿60 大庭 和弥島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋ 23：23．37 121．2�
610 イェドプリオル 牡4青鹿60 熊沢 重文�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 528＋ 63：24．910 11．2�
46 アラタマシャトル 牡5鹿 60 北沢 伸也荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 510＋223：25．0クビ 127．4�
712 ナミノリゴリラ 牝4黒鹿58 山本 康志小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 478± 03：26．27 121．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，683，500円 複勝： 29，996，700円 枠連： 12，228，500円
馬連： 28，382，700円 馬単： 20，336，900円 ワイド： 19，168，000円
3連複： 47，121，000円 3連単： 73，994，000円 計： 251，911，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 170円 � 180円 枠 連（5－8） 320円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 290円 �� 320円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 3，060円

票 数

単勝票数 計 206835 的中 � 112763（1番人気）
複勝票数 計 299967 的中 � 153276（1番人気）� 26413（3番人気）� 24898（4番人気）
枠連票数 計 122285 的中 （5－8） 29041（1番人気）
馬連票数 計 283827 的中 �� 33706（1番人気）
馬単票数 計 203369 的中 �� 19973（1番人気）
ワイド票数 計 191680 的中 �� 18145（1番人気）�� 15787（2番人気）�� 7496（6番人気）
3連複票数 計 471210 的中 ��� 29618（1番人気）
3連単票数 計 739940 的中 ��� 17521（1番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 52．7－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダ ロ ー ネ ガ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2011．6．19 阪神1着

2009．5．4生 牡7鹿 母 カメリアローズ 母母 カプリコーン 障害：2戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 プレスリー号の調教師南田美知雄は，登録服色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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリスティアーノ号
（非抽選馬） 4頭 シゲルシマダイ号・セプティエーム号・ニシノリュウセイ号・レッドソレイユ号



3505312月17日 曇 稍重 （28中京4）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：54．8
1：50．9

重
不良

810 スリーミスヨハネス 牝2鹿 54
53 ☆加藤 祥太永井商事� 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 438 ―1：58．5 16．7�

77 ウォースパイト 牡2芦 55 中谷 雄太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 512 ―1：58．71� 7．0�
78 ロードバリスタ 牡2黒鹿55 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 494 ―1：58．8� 1．4�
55 クレイトンシチー 牡2鹿 55

54 ☆	島 克駿 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 476 ―1：59．11
 12．8�
66 スズカフローレンス 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 492 ―2：00．05 16．6	
22 キクノプルス 牡2黒鹿 55

53 △木幡 初也菊池 五郎氏 牧浦 充徳 日高 滝本 健二 482 ―2：00．31
 49．5

33 メイショウシオサイ 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星松本 好雄氏 中村 均 浦河 富田牧場 474 ―2：00．4� 50．5�
11 ナ ミ キ 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 目野 哲也 日高 三宅 正弘 504 ― 〃 ハナ 96．8�
44 ウマインボルト 牡2鹿 55 吉田 隼人鈴木 康弘氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 494 ―2：00．82� 35．8
89 シゲルドーベルマン 牡2栗 55 幸 英明森中 蕃氏 高橋 康之 新冠 山岡ファーム 456 ―2：01．43� 6．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，781，700円 複勝： 53，716，600円 枠連： 6，664，300円
馬連： 23，966，700円 馬単： 19，977，200円 ワイド： 16，513，900円
3連複： 34，603，900円 3連単： 70，807，700円 計： 247，032，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 220円 � 170円 � 110円 枠 連（7－8） 250円

馬 連 �� 5，480円 馬 単 �� 11，930円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 350円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 33，180円

票 数

単勝票数 計 207817 的中 � 9952（6番人気）
複勝票数 計 537166 的中 � 16992（5番人気）� 26490（3番人気）� 400356（1番人気）
枠連票数 計 66643 的中 （7－8） 20039（1番人気）
馬連票数 計 239667 的中 �� 3386（14番人気）
馬単票数 計 199772 的中 �� 1255（29番人気）
ワイド票数 計 165139 的中 �� 3400（12番人気）�� 11975（4番人気）�� 20644（2番人気）
3連複票数 計 346039 的中 ��� 13042（7番人気）
3連単票数 計 708077 的中 ��� 1547（93番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―15．0―14．0―12．9―12．5―13．0―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．5―40．5―54．5―1：07．4―1：19．9―1：32．9―1：45．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スリーミスヨハネス �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2014．4．10生 牝2鹿 母 ラビアンローズ 母母 ストリートパレード 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3505412月17日 晴 良 （28中京4）第5日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

713 アサケハーツ 牡2栗 55
52 ▲荻野 極大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 454＋ 41：22．0 11．2�

611 ハードアタック 牡2黒鹿 55
53 △木幡 初也島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 484＋ 41：22．21 2．0�
47 フランツジョセフ 牝2栗 54 幸 英明手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 444± 01：22．52 13．8�
11 パルクリール 牝2黒鹿54 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 420± 01：22．71� 14．7�
612 チェアーグライド 牡2栗 55

53 △原田 和真 	社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 516－ 4 〃 ハナ 23．9

24 メイショウハバネラ 牝2栗 54 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 450－ 21：22．91� 4．7�
48 シュクヴァル 牡2芦 55 柴山 雄一吉田 千津氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 ハナ 10．4�
816 ケンシュナウザー 牡2栗 55

53 △城戸 義政中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 468＋ 8 〃 アタマ 28．8

35 ジェイケイマヤヒメ 牝2鹿 54 北村 友一小谷野次郎氏 的場 均 浦河 山田 昇史 468－ 61：23．32� 22．1�
818 ペンデュラム 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人 	コスモヴューファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 430－14 〃 ハナ 203．3�
510 クニサキカッシーニ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 的場牧場 392－ 41：23．4� 78．8�
23 イチザガーデン 牝2鹿 54

52 △義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 八木 明広 406－ 81：23．61� 299．6�
12 マ ギ カ 牝2黒鹿 54

52 △伴 啓太岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 422－ 41：23．81� 269．5�
36 マーキュリー 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 462＋161：24．11	 152．1�
59 ナムラウラン 牝2黒鹿 54

53 ☆
島 克駿奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 422＋ 21：24．52� 239．5�
714 ランドマスタング 牡2黒鹿 55

53 △井上 敏樹木村 昌三氏 本間 忍 新ひだか 千代田牧場 516＋14 〃 クビ 268．4�
817 ラブフルーツ 牝2鹿 54 A．シュタルケ 國分 純氏 友道 康夫 日高 スマイルファーム 442＋ 41：24．6クビ 16．7�

（独）

715 グッドアビリティ 牝2黒鹿54 太宰 啓介長谷川光司氏 坪 憲章 新ひだか へいはた牧場 406－ 81：25．23� 211．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，847，800円 複勝： 31，544，700円 枠連： 12，118，900円
馬連： 35，887，600円 馬単： 21，323，000円 ワイド： 25，274，200円
3連複： 54，050，800円 3連単： 67，859，900円 計： 270，906，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 200円 � 110円 � 260円 枠 連（6－7） 900円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，220円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 19，450円

票 数

単勝票数 計 228478 的中 � 16194（4番人気）
複勝票数 計 315447 的中 � 31054（3番人気）� 113521（1番人気）� 21392（4番人気）
枠連票数 計 121189 的中 （6－7） 10392（4番人気）
馬連票数 計 358876 的中 �� 26616（2番人気）
馬単票数 計 213230 的中 �� 5267（9番人気）
ワイド票数 計 252742 的中 �� 17840（2番人気）�� 4875（15番人気）�� 13000（3番人気）
3連複票数 計 540508 的中 ��� 12322（6番人気）
3連単票数 計 678599 的中 ��� 2529（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．2―46．0―58．0―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．0
3 ・（1，12）（2，4，6，8）16（7，13）11（3，17）（5，18）－（10，15）14－9 4 1，12（2，4，8）（16，6）（7，13）（3，11）（5，18，17）－10，14－15，9

勝馬の
紹 介

アサケハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2016．10．29 京都11着

2014．4．13生 牡2栗 母 イースタリーブリーズ 母母 Nakiska Wind 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 クニサキカッシーニ号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サンアンカレッジ号・ラヴィソント号・ワラッチャウヨネ号
※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。



3505512月17日 晴 良 （28中京4）第5日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

612 アッフィラート 牝3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－ 41：34．4 2．8�

59 フェイブルネージュ 牝5鹿 55
54 ☆中井 裕二 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 01：34．5� 6．1�
713 オンザロックス 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント
ファーム 476＋ 81：34．6� 33．6�

12 レッドオルバース 牡4栗 57 A．シュタルケ �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502＋ 41：34．7クビ 4．1�
（独）

11 キャノンプレート �4黒鹿57 太宰 啓介 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B480＋ 21：34．8� 22．8	
816 モンテエベレスト �6青鹿57 吉田 隼人毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 502＋ 2 〃 ハナ 19．5

815 ドラゴンマジック �4栗 57 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 516＋201：34．9� 103．7�
510	 メルドオール 牡4鹿 57

56 ☆長岡 禎仁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 日高 浦新 徳司 452＋221：35．0� 113．3�

36 クリノサンスーシ 牝3鹿 54
52 △義 英真栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 436＋ 4 〃 ハナ 45．2

611 ベッラレジーナ 牝5鹿 55 藤懸 貴志 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 446＋121：35．1クビ 16．2�
714 ココファンタジア 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 ハナ 5．3�
47 フラッシュバイオ 牝5鹿 55 中谷 雄太バイオ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 450－ 61：35．2� 56．2�
48 プレシャスメイト 牝4鹿 55 丸田 恭介飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 456＋20 〃 アタマ 22．0�
23 トモジャクール 牝3黒鹿 54

52 △原田 和真吉冨 学氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 450＋141：35．3クビ 107．1�
24 ローレルジャック 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 492＋201：35．4� 91．2�
35 グランシャリオ 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 458± 01：35．5� 166．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，089，500円 複勝： 36，849，900円 枠連： 11，883，700円
馬連： 39，938，700円 馬単： 20，298，700円 ワイド： 26，047，800円
3連複： 56，557，600円 3連単： 73，482，800円 計： 288，148，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 200円 � 710円 枠 連（5－6） 820円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，730円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 10，550円 3 連 単 ��� 32，070円

票 数

単勝票数 計 230895 的中 � 63767（1番人気）
複勝票数 計 368499 的中 � 81040（1番人気）� 49805（4番人気）� 9583（9番人気）
枠連票数 計 118837 的中 （5－6） 11141（3番人気）
馬連票数 計 399387 的中 �� 33165（3番人気）
馬単票数 計 202987 的中 �� 9725（4番人気）
ワイド票数 計 260478 的中 �� 22614（3番人気）�� 3609（20番人気）�� 2231（32番人気）
3連複票数 計 565576 的中 ��� 4018（31番人気）
3連単票数 計 734828 的中 ��� 1661（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．0―47．6―59．3―1：11．0―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

アッフィラート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Solitaire デビュー 2016．4．30 京都3着

2013．3．28生 牝3鹿 母 レディオブヴェニス 母母 Lacewings 6戦2勝 賞金 19，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クラウンルシフェル号
（非抽選馬） 1頭 コスモヨハネ号
※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。

3505612月17日 晴 稍重 （28中京4）第5日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・左）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

35 クレマンダルザス �3鹿 56
54 △城戸 義政吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454＋121：55．0 3．8�

510 セレブレイトソング �4栗 57 藤懸 貴志 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B488－ 21：55．74 8．2�
714 ス フ ェ ー ン 牡3鹿 56 杉原 誠人キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 438－ 2 〃 ハナ 19．6�
47 � ミュゼバトラー 牡4栗 57

54 ▲菊沢 一樹西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 512＋ 21：55．91� 21．5�
815 コ マ ク サ 牡4黒鹿 57

55 △井上 敏樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 472± 01：56．0� 22．7�
12 � ムーンドロップ 牡5鹿 57

55 △木幡 初也	Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 454± 01：56．1� 9．3

24 ロードプレステージ 牡4黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星 	ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 452＋20 〃 ハナ 4．4�
48 イデアオブダンディ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 480＋161：56．2クビ 35．6�
11 � コパノハミルトン 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 500＋ 41：56．3� 42．6
611 メイショウゲントク 牡4栗 57

55 △義 英真松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 488＋ 4 〃 クビ 49．6�
23 スマートガイア �4鹿 57

56 ☆	島 克駿大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B478＋ 4 〃 アタマ 5．2�
816 サンマルアリュール 牝4栗 55

52 ▲三津谷隼人相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 506＋ 21：57．47 41．2�
612 ライブリシュナイト 牡3鹿 56 水口 優也加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 478± 01：57．5� 155．6�
713 ワンダーアビルマン 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 500＋ 21：58．03 11．0�
59 ブルーガーディアン 牡4黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太 	ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 464－ 21：59．17 129．6�
36 � マイアイガウチョ 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗MYI馬主組合 山内 研二 日高 三城牧場 512＋ 62：02．9大差 151．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，936，600円 複勝： 26，526，500円 枠連： 13，438，000円
馬連： 36，784，200円 馬単： 19，119，700円 ワイド： 25，680，700円
3連複： 52，299，100円 3連単： 66，681，900円 計： 260，466，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 240円 � 410円 枠 連（3－5） 1，840円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，990円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 13，030円 3 連 単 ��� 44，760円

票 数

単勝票数 計 199366 的中 � 41103（1番人気）
複勝票数 計 265265 的中 � 38955（3番人気）� 30068（4番人気）� 14465（7番人気）
枠連票数 計 134380 的中 （3－5） 5649（7番人気）
馬連票数 計 367842 的中 �� 12124（9番人気）
馬単票数 計 191197 的中 �� 4005（9番人気）
ワイド票数 計 256807 的中 �� 7393（9番人気）�� 3271（23番人気）�� 3497（21番人気）
3連複票数 計 522991 的中 ��� 3009（45番人気）
3連単票数 計 666819 的中 ��� 1080（133番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―13．3―13．0―12．5―12．8―13．2―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―37．8―50．8―1：03．3―1：16．1―1：29．3―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クレマンダルザス �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2015．9．13 中山1着

2013．5．19生 �3鹿 母 シャンパンマリー 母母 マリーシャンタル 4戦2勝 賞金 14，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイアイガウチョ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月17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。
（非当選馬） 1頭 テイア号
（非抽選馬） 1頭 シャイニーダスト号



3505712月17日 晴 稍重 （28中京4）第5日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走14時25分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

23 タンギモウジア 牝3鹿 54
51 ▲荻野 極桑畑 �信氏 橋口 慎介 洞�湖 レイクヴィラファーム 518－ 21：25．7 4．9�

48 タイセイプレシャス �4栗 57 吉田 隼人田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 466－ 6 〃 ハナ 6．4�
714 ピースマーク 牡5鹿 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント 512± 0 〃 アタマ 9．9�
35 リヴァイバル 牝3栗 54 菱田 裕二杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 470± 01：25．91� 3．3�
59 プッシュアゲン 牡3栗 56

54 △原田 和真浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 498± 01：26．11 19．4�
11 アキノバレリーナ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 486＋ 2 〃 クビ 7．9	
24 マコトカンパネッロ 牝4栗 55 藤岡 康太
ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 452± 01：26．52	 11．7�
713 ナンヨーアイリッド 牡4栗 57

54 ▲坂井 瑠星中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 486－ 41：26．6クビ 25．1�
611 サンマルバロン �4栗 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 472＋ 21：26．91
 19．1
47 � サンレイレッカー 牡5栗 57

55 △義 英真永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか 岡野牧場 488－ 41：27．21
 293．5�
510 キョウワクロニクル 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 468－ 6 〃 クビ 49．3�
36 � クラウンロベルト 牡4青鹿 57

55 △木幡 初也矢野 恭裕氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 440－111：27．3クビ 173．4�
816 アークアーセナル 牡3鹿 56 A．シュタルケ 小阪 優友氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 466± 0 〃 ハナ 11．6�

（独）

612 メイショウミラコロ 牡3鹿 56 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 522＋101：27．94 61．8�
815� スフバータル 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太�和田牧場 和田 正道 新ひだか 城市 公 476＋ 41：28．0クビ 295．3�
12 ボナフォルトゥーナ 牡4栗 57

55 △伴 啓太佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 B498－ 4 （競走中止） 185．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，888，300円 複勝： 33，713，900円 枠連： 14，117，200円
馬連： 52，558，500円 馬単： 25，905，500円 ワイド： 31，467，700円
3連複： 70，364，000円 3連単： 94，255，300円 計： 346，270，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 200円 � 370円 枠 連（2－4） 1，380円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，730円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 9，800円 3 連 単 ��� 43，000円

票 数

単勝票数 計 238883 的中 � 38761（2番人気）
複勝票数 計 337139 的中 � 43457（3番人気）� 48240（2番人気）� 20349（7番人気）
枠連票数 計 141172 的中 （2－4） 7905（6番人気）
馬連票数 計 525585 的中 �� 15505（9番人気）
馬単票数 計 259055 的中 �� 4711（11番人気）
ワイド票数 計 314677 的中 �� 8885（7番人気）�� 4577（26番人気）�� 7651（12番人気）
3連複票数 計 703640 的中 ��� 5383（33番人気）
3連単票数 計 942553 的中 ��� 1589（137番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．3―12．3―12．8―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．0―47．3―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4F50．7―3F38．4
3 ・（3，6）14（5，9，16）10，15（1，4）＝（7，13，8，11）2－12 4 3，6（5，14）9，16（1，4，10）15－（7，13，8）11＝12＝2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タンギモウジア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Belong to Me デビュー 2015．7．5 中京4着

2013．2．28生 牝3鹿 母 シアトルサンセット 母母 Weekend in Seattle 10戦2勝 賞金 23，531，000円
〔競走中止〕 ボナフォルトゥーナ号は，競走中に疾病〔左第1指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ダイメイリシャール号
※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。

3505812月17日 曇 良 （28中京4）第5日 第10競走 ��
��1，400�つ わ ぶ き 賞

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

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

510 エントリーチケット 牝2栗 54 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 428＋141：22．5 5．2�
（独）

714 キャスパリーグ 牝2鹿 54 幸 英明杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 436± 01：22．6� 2．9�
35 メイショウベルボン 牝2栗 54 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 442－ 6 〃 アタマ 22．7�
59 デ ィ ア ド ラ 牝2鹿 54 加藤 祥太森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 クビ 3．1�
611 ラーナアズーラ 牝2栗 54 柴山 雄一 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 468－ 21：22．7クビ 8．6�
47 カリビアンゴールド 牝2黒鹿54 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－121：23．01� 16．5	
612	 ブラックプール 牝2黒鹿54 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 478－ 2 〃 アタマ 186．2

815 ハ ッ ト ラ ブ 牝2鹿 54 菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 456－ 41：23．1� 45．9�
36 エンゲルヘン 牝2栗 54 三津谷隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 2 〃 クビ 46．6�
23 ヴィーナスフローラ 牝2栗 54 中谷 雄太大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 41：23．2� 14．1
816 タケショウベスト 牝2鹿 54 吉田 隼人�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 452＋ 61：23．3� 39．0�
24 レイクキャリー 牝2青鹿54 丸田 恭介 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 クビ 43．6�
713	 アートオブダムール 牝2鹿 54 城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 432－101：23．51
 253．1�
48 ラブパッション 牝2鹿 54 藤田菜七子田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 原田 久司 366－ 41：25．110 165．9�
12 キャンディハート 牝2栗 54 黛 弘人田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 432－ 6 〃 クビ 323．1�
11 	 レイナデレイナス 牝2鹿 54 木幡 初也坂田 行夫氏 天間 昭一 新冠 小泉 学 428－ 41：25．63 292．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，571，700円 複勝： 42，960，900円 枠連： 20，778，900円
馬連： 71，087，900円 馬単： 38，663，700円 ワイド： 41，686，200円
3連複： 97，742，400円 3連単： 140，756，800円 計： 487，248，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 130円 � 460円 枠 連（5－7） 290円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，170円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 26，410円

票 数

単勝票数 計 335717 的中 � 51178（3番人気）
複勝票数 計 429609 的中 � 57460（3番人気）� 115332（1番人気）� 16783（7番人気）
枠連票数 計 207789 的中 （5－7） 54743（1番人気）
馬連票数 計 710879 的中 �� 59467（3番人気）
馬単票数 計 386637 的中 �� 15156（5番人気）
ワイド票数 計 416862 的中 �� 30160（2番人気）�� 4605（23番人気）�� 7769（13番人気）
3連複票数 計 977424 的中 ��� 11719（20番人気）
3連単票数 計1407568 的中 ��� 3863（76番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―12．3―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．4―47．7―59．3―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エントリーチケット �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2016．6．19 阪神1着

2014．4．29生 牝2栗 母 コスモエンドレス 母母 マイネエクセル 3戦2勝 賞金 23，827，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3505912月17日 曇 良 （28中京4）第5日 第11競走 ��
��1，200�中 京 日 経 賞

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

35 キタサンラブコール 牡5鹿 57 太宰 啓介�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 474－ 41：08．2 12．7�
59 アグネスユーリヤ 牡4鹿 57 秋山真一郎畑佐 博氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 482＋ 21：08．52 9．3�
816 スマートカルロス 牡4鹿 57 �島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 478＋ 21：08．6クビ 5．6�
612 ヤマニンマルキーザ 牡5栗 57 丸田 恭介土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 466＋ 8 〃 ハナ 3．5�
11 グラミスキャッスル 牝3鹿 54 川須 栄彦飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 464＋ 21：08．7	 18．5�
714
 テ ン テ マ リ 牝5黒鹿55 吉田 隼人中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B444± 0 〃 クビ 13．1	
818 スカイパッション 牝4栗 55 藤岡 康太小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 464＋141：08．8クビ 8．2

12 
 ダイアモンドノーム 牝3栗 54 嶋田 純次友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 428± 01：09．01� 154．3�
611 アドマイヤサブリナ 牝6芦 55 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 クビ 30．5�
23 トーホウハニー 牝4鹿 55 木幡 初也東豊物産 田中 清隆 日高 竹島 幸治 436－ 21：09．1� 16．5�
48 ミキノドラマー 牡3鹿 56 柴山 雄一谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 482＋ 8 〃 アタマ 95．7�
713 タカラジャンヌ 牝5鹿 55 菊沢 一樹村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 438－ 41：09．2� 172．3�
510 シゲルノコギリザメ 牡3黒鹿56 加藤 祥太森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 488＋ 21：09．3クビ 6．8�
715 オ ヒ ア 牝4黒鹿55 北村 友一金子真人ホール

ディングス 村山 明 日高 白井牧場 462＋ 61：09．4	 19．7�
817 ゼンノコリオリ 牡6鹿 57 幸 英明大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 484＋201：09．5	 96．0�
36 ジェントルハート 牝3栗 54 中谷 雄太前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 2 〃 アタマ 144．4�
24 ダイヤモンドハイ 牝5鹿 55 黛 弘人布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 452＋ 61：09．6� 177．8�
47 アドマイヤビジン 牝5芦 55 A．シュタルケ 近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 496＋101：10．66 52．0�

（独）

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，807，400円 複勝： 66，050，400円 枠連： 42，821，300円
馬連： 152，283，400円 馬単： 64，309，100円 ワイド： 74，735，400円
3連複： 224，968，300円 3連単： 281，753，700円 計： 950，729，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 360円 � 280円 � 180円 枠 連（3－5） 3，010円

馬 連 �� 5，770円 馬 単 �� 10，940円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 1，160円 �� 870円

3 連 複 ��� 8，880円 3 連 単 ��� 65，490円

票 数

単勝票数 計 438074 的中 � 27512（6番人気）
複勝票数 計 660504 的中 � 42392（7番人気）� 59516（3番人気）� 112206（2番人気）
枠連票数 計 428213 的中 （3－5） 11010（11番人気）
馬連票数 計1522834 的中 �� 20420（23番人気）
馬単票数 計 643091 的中 �� 4407（44番人気）
ワイド票数 計 747354 的中 �� 10829（22番人気）�� 16619（11番人気）�� 22603（6番人気）
3連複票数 計2249683 的中 ��� 18990（23番人気）
3連単票数 計2817537 的中 ��� 3119（201番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．0―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．7―45．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンラブコール �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2013．7．6 函館1着

2011．4．12生 牡5鹿 母 ビッグテンビー 母母 モ ガ ミ ヒ メ 24戦4勝 賞金 62，609，000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。

3506012月17日 曇 良 （28中京4）第5日 第12競走 ��
��2，000�

た か や ま

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

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

23 ピースマインド 牡3鹿 56 幸 英明小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 442± 02：00．9 2．8�
59 サウンドバーニング 牡4鹿 57 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 426－ 82：01．0� 6．6�
34 	 イ チ ダ イ 牡3鹿 56 吉田 隼人中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 528－ 22：01．21
 3．5�
611 サクレディーヴァ 牝3芦 54 中谷 雄太 K.S．ヤップ氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 クビ 11．0�
713	 トリニティプレイス 牝5鹿 55 �島 克駿�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 434＋ 82：01．51� 106．6�
58 ローズウィスパー 牝3鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 464＋ 82：01．71
 7．9	
47  グラブザフラッグ �4栗 57 太宰 啓介前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 490＋ 4 〃 アタマ 36．3

46 ブライトボイス 牡4栗 57 長岡 禎仁宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 504± 0 〃 クビ 19．6�
815 ラ ペ ル ト ワ 牝3青 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 506－ 32：01．8クビ 242．4
712	 カリテスグレース 牝4黒鹿55 坂井 瑠星北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 500± 02：02．01 267．0�
35 クラウンジーニアス 牡4栗 57 川須 栄彦�クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 B498＋ 6 〃 ハナ 43．5�
814 ゴールドファーム 牡3栗 56 A．シュタルケ 新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 486＋17 〃 クビ 37．1�

（独）

11 サ グ レ ス 牝5黒鹿55 柴山 雄一 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B476＋ 22：02．42� 65．3�
610 ミッキーディナシー 牝3黒鹿54 藤岡 康太野田みづき氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 420＋18 〃 クビ 11．4�
22 スイートガーデン 牝5鹿 55 西村 太一田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 落合 一巳 488－ 42：02．5� 419．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，521，500円 複勝： 52，836，100円 枠連： 24，169，000円
馬連： 87，288，000円 馬単： 44，271，800円 ワイド： 52，318，000円
3連複： 133，643，800円 3連単： 210，729，400円 計： 647，777，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 170円 � 120円 枠 連（2－5） 490円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 320円 �� 180円 �� 350円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 4，620円

票 数

単勝票数 計 425215 的中 � 118633（1番人気）
複勝票数 計 528361 的中 � 130632（1番人気）� 63509（3番人気）� 116581（2番人気）
枠連票数 計 241690 的中 （2－5） 38177（2番人気）
馬連票数 計 872880 的中 �� 71175（2番人気）
馬単票数 計 442718 的中 �� 23472（3番人気）
ワイド票数 計 523180 的中 �� 37172（2番人気）�� 90216（1番人気）�� 33759（3番人気）
3連複票数 計1336438 的中 ��� 117320（1番人気）
3連単票数 計2107294 的中 ��� 33068（5番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．6―12．6―12．3―12．0―12．0―11．9―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―36．1―48．7―1：01．0―1：13．0―1：25．0―1：36．9―1：48．8

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

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

勝馬の
紹 介

ピースマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．11．22 京都2着

2013．2．26生 牡3鹿 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア 13戦2勝 賞金 33，058，000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。



（28中京4）第5日 12月17日（土曜日） 晴時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 185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

177，400，000円
1，270，000円
8，240，000円
1，770，000円
17，760，000円
71，896，500円
5，624，800円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
310，420，200円
469，874，900円
187，567，100円
629，433，700円
334，629，100円
387，516，400円
925，816，400円
1，272，674，400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 4，517，932，200円

総入場人員 11，650名 （有料入場人員 10，316名）
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