
3500112月2日 晴 良 （29中京4）第1日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・左）
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
1：54．8
1：50．9

重
不良

11 ワークアンドラブ 牡2栗 55
52 ▲富田 暁小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 B472± 01：56．1 3．6�

713 カイトセブン 牡2黒鹿55 三浦 皇成本田 恒雄氏 南田美知雄 むかわ 佐久間 孝司 498＋14 〃 クビ 17．5�
47 ゴッドスパロウ 牡2鹿 55 古川 吉洋中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 534＋ 61：56．31� 6．9�
510 スマートギャツビー 牡2鹿 55 松若 風馬大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 坂本 智広 484－ 21：56．51� 4．9�
59 レッドアルディ 牡2鹿 55 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 アタマ 3．9�
816 コリーヌヴェルト 牡2黒鹿55 中谷 雄太 	サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 490＋121：56．6クビ 26．2

815 カヴァロディーオ 牡2栗 55 北村 友一 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 480± 01：56．7� 11．5�
714 クレスコセイラン 牡2鹿 55 藤岡 康太堀川 三郎氏 木原 一良 登別 青藍牧場 490－101：57．44 63．6�
24 ニシノホクサイ 牡2青鹿55 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 458－ 41：57．72 29．7
48 スズカハイライト 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 450＋ 21：58．12	 183．3�
35 スズカヒューズ 牡2栗 55

54 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 加藤 敬二 新冠 森 牧場 498＋ 21：58．31	 241．2�
612 スターフォース 牡2鹿 55 
島 良太橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 454－ 61：58．93	 86．4�
12 � ヒ ロ ミ 牡2黒鹿55 幸 英明了德寺健二氏 小崎 憲 米

Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

476－ 81：59．0� 19．1�
36 トリコロールライト 牡2栗 55

52 ▲横山 武史 	社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 476＋ 21：59．1	 155．1�
611 デンコウメジャー 牡2栗 55

52 ▲三津谷隼人田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム B466＋ 61：59．52	 379．9�
23 ターフィーキング 牡2黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 428＋ 22：00．24 326．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，270，800円 複勝： 23，707，600円 枠連： 8，480，100円
馬連： 28，823，500円 馬単： 14，304，500円 ワイド： 20，426，100円
3連複： 43，133，900円 3連単： 48，985，500円 計： 204，132，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 560円 � 210円 枠 連（1－7） 2，450円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 530円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 7，610円 3 連 単 ��� 42，890円

票 数

単勝票数 計 162708 的中 � 37416（1番人気）
複勝票数 計 237076 的中 � 39442（3番人気）� 8693（8番人気）� 31455（4番人気）
枠連票数 計 84801 的中 （1－7） 2677（10番人気）
馬連票数 計 288235 的中 �� 6066（13番人気）
馬単票数 計 143045 的中 �� 1490（27番人気）
ワイド票数 計 204261 的中 �� 3114（21番人気）�� 10538（5番人気）�� 3129（20番人気）
3連複票数 計 431339 的中 ��� 4250（26番人気）
3連単票数 計 489855 的中 ��� 828（145番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．8―51．0―1：03．9―1：16．9―1：29．9―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワークアンドラブ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2017．11．5 東京2着

2015．3．11生 牡2栗 母 ハ ナ ラ イ 母母 Primo Star 3戦1勝 賞金 8，050，000円
〔制裁〕 レッドアルディ号の騎手秋山真一郎は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・2番・3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 テーオージーニアス号・モズオラクル号

3500212月2日 晴 良 （29中京4）第1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 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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 ヴィーナスフローラ 牝3栗 54 藤岡 康太大塚 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 484＋101：25．2 7．1�

713 ペルルクロシュ 牝4黒鹿 55
54 ☆�島 克駿ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 446＋ 21：25．3� 7．6�

815 オンリートゥモロー 牝3青鹿 54
51 ▲横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 クビ 41．7�

59 パルトネール 牝3栗 54
53 ☆城戸 義政手嶋 康雄氏 浜田多実雄 新冠 山岡ファーム 524＋141：25．51� 83．2�

612 メイショウアテン 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 小島 太 様似 中脇 一幸 472－ 21：25．71 27．6�
611� フェリシアルチア 牝3栗 54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 494－ 21：25．8� 56．4	
714 オールスマイル 牝4青鹿 55

54 ☆荻野 極前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468－ 21：25．9� 7．1


816 ショーカノン 牝3鹿 54 幸 英明吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム B490－181：26．1	 128．2�
36 ストロベリームーン 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 442＋ 41：26．2� 3．4�
11 プリモガナドール 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 450－ 41：26．3� 25．0
23 メジャーガラメキ 牝5栗 55 小牧 太髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 494＋ 8 〃 クビ 33．0�
510 スターペスユウコ 牝6鹿 55

54 ☆岩崎 翼河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 466＋ 41：26．83 10．2�
48 � イ イ ナ ヅ ケ 牝4鹿 55 嶋田 純次大和屋 暁氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：27．22� 187．4�
12 � ヤマカツサユリ 牝6鹿 55

53 △森 裕太朗山田 和夫氏 杉山 晴紀 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 21：27．3クビ 179．0�

35 スプリングゲイル 牝3青鹿54 三浦 皇成 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462－ 21：27．61	 4．8�
47 ユアスイスイ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：27．91	 13．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，006，900円 複勝： 35，149，700円 枠連： 12，294，500円
馬連： 34，384，000円 馬単： 16，764，700円 ワイド： 26，859，800円
3連複： 52，027，900円 3連単： 54，377，400円 計： 251，864，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 360円 � 240円 � 1，280円 枠 連（2－7） 1，280円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 6，030円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 5，790円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 39，450円 3 連 単 ��� 186，840円

票 数

単勝票数 計 200069 的中 � 22459（3番人気）
複勝票数 計 351497 的中 � 26034（6番人気）� 43370（4番人気）� 6118（11番人気）
枠連票数 計 122945 的中 （2－7） 7409（5番人気）
馬連票数 計 343840 的中 �� 7998（14番人気）
馬単票数 計 167647 的中 �� 2083（22番人気）
ワイド票数 計 268598 的中 �� 6157（12番人気）�� 1173（49番人気）�� 1564（42番人気）
3連複票数 計 520279 的中 ��� 989（116番人気）
3連単票数 計 543774 的中 ��� 211（590番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―12．2―12．9―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．5―46．7―59．6―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィーナスフローラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．8．13 札幌1着

2014．1．29生 牝3栗 母 サ パ ス 母母 Very True 12戦2勝 賞金 21，250，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スプリングタイム号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 中京競馬 第１日



3500312月2日 晴 良 （29中京4）第1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 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

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

510 スリーランディア 牝3鹿 54
53 ☆岩崎 翼永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416－ 41：12．7 2．7�
24 ビ バ ラ ビ ダ 牝4鹿 55 三浦 皇成桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 482＋10 〃 ハナ 7．0�
11 ラタンドレス 牝4鹿 55 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 41：13．55 14．1�
611 メイショウマイカゼ 牝4黒鹿 55

52 ▲富田 暁松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 452＋ 2 〃 クビ 4．0�
816 キタノユーリン 牝3鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 482＋10 〃 ハナ 4．9�
12 ラスカルグレイ �4芦 57

54 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 41：13．71� 22．3	
23 ウェディングラン 牝5鹿 55

54 ☆加藤 祥太小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 468＋141：13．8クビ 106．2

59 コットンパール 牝4鹿 55 荻野 琢真�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 462－10 〃 クビ 355．6�
36 ファーストオーサー 牡6黒鹿 57

56 ☆荻野 極石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 490＋ 41：14．01� 81．2
612� ココロノキャンバス 牝4栗 55 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 いとう牧場 402－ 41：14．1	 365．5�
47 ボ ル ド ー 牡4栗 57 的場 勇人�パニオロ 的場 均 新冠 村上 欽哉 522－ 21：14．2
 29．9�
35 ウインペイザージュ 牝3鹿 54 菱田 裕二�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 446－ 41：14．41
 29．3�
713� ア イ ー ダ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 �ローレルレーシング 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 436－ 41：14．61� 174．3�
714 ソ ー ビ ッ ク 牝3鹿 54 二本柳 壮澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 B404± 01：15．45 233．4�
815 フォーチュンキセキ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 452＋141：17．010 13．3�
（15頭）

48 ワイルドフォックス 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 鳥井 征士 516＋12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，002，300円 複勝： 27，037，800円 枠連： 9，387，700円
馬連： 25，758，000円 馬単： 13，290，300円 ワイド： 18，810，900円
3連複： 32，390，100円 3連単： 36，579，100円 計： 181，256，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 190円 � 220円 枠 連（2－5） 1，140円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 450円 �� 830円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 9，720円

票 数

単勝票数 差引計 180023（返還計 18478） 的中 � 52117（1番人気）
複勝票数 差引計 270378（返還計 18209） 的中 � 65268（1番人気）� 34515（4番人気）� 27009（5番人気）
枠連票数 差引計 93877（返還計 401） 的中 （2－5） 6380（5番人気）
馬連票数 差引計 257580（返還計 54825） 的中 �� 20010（3番人気）
馬単票数 差引計 132903（返還計 28200） 的中 �� 6224（4番人気）
ワイド票数 差引計 188109（返還計 34634） 的中 �� 11279（4番人気）�� 5647（10番人気）�� 5878（9番人気）
3連複票数 差引計 323901（返還計108184） 的中 ��� 8803（8番人気）
3連単票数 差引計 365791（返還計127326） 的中 ��� 2728（20番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．1―12．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―36．2―48．8―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーランディア �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．1．22 中京1着

2014．4．3生 牝3鹿 母 フィンランディア 母母 Truly Special 9戦2勝 賞金 23，120，000円
〔競走除外〕 ワイルドフォックス号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォーチュンキセキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月2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 プリティクイーン号

3500412月2日 晴 良 （29中京4）第1日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時25分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

47 メイケイダイハード 牡2鹿 55 幸 英明名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 522－ 21：10．0 2．4�
612 ヤマニンヌヌース 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 428＋ 2 〃 ハナ 6．3�
714 モ シ モ 牝2栗 54 小牧 太小田切有一氏 本間 忍 様似 小田牧場 434－ 4 〃 クビ 95．5�
818 コーラルリーフ 牝2栗 54 秋山真一郎�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 422＋ 61：10．1� 12．6�
817 セイウンミツコ 牝2黒鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 444± 01：10．2� 36．8�
12 ショウナンアーデン 牝2鹿 54 丸山 元気国本 哲秀氏 上原 博之 洞	湖 レイクヴィラファーム 444－ 41：10．41
 35．7	
715 ダンツコンフォート 牡2鹿 55

54 ☆城戸 義政山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 三輪 幸子 470＋ 81：10．5� 36．0

11 ロ ン ス 牝2芦 54 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 458－ 2 〃 ハナ 6．5�
36 マダムジェニファー 牝2栗 54 藤岡 康太大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B450＋ 2 〃 ハナ 9．8�
24 ラ イ リ ー 牡2黒鹿 55

54 ☆荻野 極古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 462＋ 41：10．71 17．6
48 コントラスト 牝2鹿 54 中谷 雄太田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 トド岩高原銀河農

場物語有限会社 460－ 61：10．91� 432．7�
611 ニシノシノブ 牝2芦 54 松若 風馬西山 茂行氏 本間 忍 日高 日西牧場 436＋ 21：11．0クビ 65．7�
510 マ カ ロ ン 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 460＋ 2 〃 ハナ 419．2�
713 ゴルゴンゾーラ 牝2鹿 54 西田雄一郎内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 414＋ 41：11．1� 351．6�
59 ク ッ カ 牝2栗 54

52 △森 裕太朗飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 452± 01：11．2� 9．7�
35 ビッグジュジュ 牝2鹿 54

53 ☆井上 敏樹�ビッグ 石栗 龍彦 新冠 五丸農場 408－101：11．3� 349．2�
23 スターアイリス 牝2鹿 54

51 ▲富田 暁 Him Rock Racing 佐々木晶三 日高 北田 剛 430－ 21：12．04 157．6�
816 シゲルレタス 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか グローリーファーム 438－101：12．42� 90．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，629，100円 複勝： 33，588，600円 枠連： 10，857，800円
馬連： 37，795，800円 馬単： 18，301，300円 ワイド： 26，249，000円
3連複： 50，993，100円 3連単： 57，115，200円 計： 258，529，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 170円 � 2，470円 枠 連（4－6） 620円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 310円 �� 4，930円 �� 7，570円

3 連 複 ��� 22，330円 3 連 単 ��� 52，740円

票 数

単勝票数 計 236291 的中 � 79682（1番人気）
複勝票数 計 335886 的中 � 74184（1番人気）� 55947（3番人気）� 2270（14番人気）
枠連票数 計 108578 的中 （4－6） 13413（1番人気）
馬連票数 計 377958 的中 �� 45855（1番人気）
馬単票数 計 183013 的中 �� 13546（1番人気）
ワイド票数 計 262490 的中 �� 25277（1番人気）�� 1251（44番人気）�� 810（53番人気）
3連複票数 計 509931 的中 ��� 1712（63番人気）
3連単票数 計 571152 的中 ��� 785（165番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．6―11．9―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．5―46．4―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイケイダイハード �
�
父 ハードスパン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．10．14 京都4着

2015．4．14生 牡2鹿 母 メイケイソフィア 母母 ガンアンドローズ 3戦1勝 賞金 8，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エコロプリンセス号・ジツリキダッシュ号・フルコスト号
（非抽選馬） 1頭 アイルグレイス号



3500512月2日 晴 良 （29中京4）第1日 第5競走 ��
��1，900�サラブレッド系3歳以上

発走12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 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

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

36 タスクフォース 牡3鹿 56 北村 友一窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B552± 02：00．5 1．9�
714 ジョースターライト 牡4青鹿57 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B468＋10 〃 クビ 6．0�
815 プ エ ル ト �5鹿 57 幸 英明池谷 誠一氏 大竹 正博 洞	湖 レイクヴィラファーム B538± 02：00．92
 13．6�
12 ローデルバーン 牡4黒鹿 57

54 ▲富田 暁佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 B468－ 22：01．11� 50．0�
48 サンマルスカイ 牡5鹿 57 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 438＋102：01．2クビ 16．5�
510 ミヤジユウダイ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 542＋ 62：01．3
 32．1�
47  ドラゴンイモン 牡4黒鹿57 丸山 元気井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 488＋142：01．83 24．1	
611 セレブレイトソング �5栗 57

56 ☆荻野 極 
キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B490＋ 8 〃 アタマ 45．1�
11 � アンナペレンナ 牝4芦 55 小牧 太中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 516＋ 22：02．01� 5．1�
713 ア オ ス タ �3栗 56 古川 吉洋吉田 和美氏 古賀 慎明 新ひだか 仲野牧場 B498＋ 22：02．1� 12．8
816 シ ナ ジ ー 牝3青鹿 54

53 ☆井上 敏樹 
フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 444－ 62：02．52
 299．1�
612 ライブリシュナイト 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 480－ 62：02．81� 496．3�
23 ファンドレイザー �4鹿 57 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 42：02．9
 47．5�
59 クラウンマグマ 牡4黒鹿 57

55 △森 裕太朗矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 464－ 42：04．8大差 215．4�
24 � ワンダーウノ �4芦 57

54 ▲菊沢 一樹岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 John R. Penn B498＋ 82：05．43
 188．6�
35 サトノシャルマン 牝5鹿 55 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 奥村 武 千歳 社台ファーム B496＋ 42：06．35 50．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，024，700円 複勝： 34，347，800円 枠連： 9，772，100円
馬連： 30，801，800円 馬単： 18，373，600円 ワイド： 25，692，800円
3連複： 46，885，000円 3連単： 62，011，600円 計： 249，909，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 230円 枠 連（3－7） 430円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 290円 �� 450円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 5，680円

票 数

単勝票数 計 220247 的中 � 89362（1番人気）
複勝票数 計 343478 的中 � 112867（1番人気）� 42306（3番人気）� 27953（4番人気）
枠連票数 計 97721 的中 （3－7） 17598（1番人気）
馬連票数 計 308018 的中 �� 33056（2番人気）
馬単票数 計 183736 的中 �� 14012（2番人気）
ワイド票数 計 256928 的中 �� 25186（1番人気）�� 14595（3番人気）�� 5899（9番人気）
3連複票数 計 468850 的中 ��� 16436（3番人気）
3連単票数 計 620116 的中 ��� 7910（4番人気）

ハロンタイム 7．3―10．8―11．2―13．1―13．7―12．9―13．4―13．3―12．4―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．1―29．3―42．4―56．1―1：09．0―1：22．4―1：35．7―1：48．1

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

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タスクフォース �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．9．17 阪神3着

2014．1．31生 牡3鹿 母 ネオイリュージョン 母母 マ ン フ ァ ス 9戦2勝 賞金 25，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノシャルマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月2日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ヴィトンリード号・ナンヨーファミユ号

3500612月2日 晴 良 （29中京4）第1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 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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

12 ケルンウィナー 牡6栗 57
56 ☆荻野 極谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 504＋ 41：24．8 6．9�
816 フ ィ ス キ オ 牡3栗 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 472－ 81：25．22� 4．1�
47 ロードナカヤマ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 470± 0 〃 クビ 7．8�
612� エタニティーワルツ 牡4黒鹿57 西田雄一郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 498＋ 41：25．51� 14．3�
611 カガヤクミナノユメ 	3栗 56 中谷 雄太國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 496＋ 4 〃 クビ 16．6	
59 ヴィーグリーズ 牡3鹿 56

55 ☆井上 敏樹�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 474± 01：25．71
 73．3

35 ダイシンカレラ 牡5黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 490＋ 2 〃 ハナ 5．7�
714 マルヨシャバーリー 牡3栗 56 岡田 祥嗣野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 484＋ 81：25．8� 6．2�
815 ブラウンアニマート 牡4黒鹿57 丸山 元気キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ

ネツ牧場 472－ 41：25．9クビ 58．7
48 メイスンラック 牝3黒鹿54 菱田 裕二梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 B462＋ 61：26．11 23．9�
11 � キングヴァラール 牡5黒鹿57 荻野 琢真阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 502＋ 4 〃 ハナ 82．4�
36 � コウザンアプローチ 牡4鹿 57 小牧 太山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 524＋ 2 〃 ハナ 38．9�
23 エイシンルカーノ 牡3栗 56 幸 英明�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 462－ 6 〃 ハナ 6．5�
713� ア リ ス カ ン 牡3黒鹿56 松若 風馬髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 B500－121：26．42 89．5�
24 � フレンドゴーゴー 牡3鹿 56 岩部 純二横尾 晴人氏 南田美知雄 新冠 村上 欽哉 462－ 61：26．71� 352．3�
510 アントレーン 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 442＋ 61：27．44 320．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，596，800円 複勝： 34，045，600円 枠連： 10，228，300円
馬連： 36，389，000円 馬単： 16，696，200円 ワイド： 27，251，400円
3連複： 50，511，900円 3連単： 57，411，700円 計： 255，130，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 150円 � 190円 枠 連（1－8） 1，360円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 500円 �� 690円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 20，940円

票 数

単勝票数 計 225968 的中 � 25899（5番人気）
複勝票数 計 340456 的中 � 37828（4番人気）� 64843（1番人気）� 44359（3番人気）
枠連票数 計 102283 的中 （1－8） 5792（4番人気）
馬連票数 計 363890 的中 �� 18826（3番人気）
馬単票数 計 166962 的中 �� 3922（8番人気）
ワイド票数 計 272514 的中 �� 14225（1番人気）�� 9744（6番人気）�� 14005（3番人気）
3連複票数 計 505119 的中 ��� 9874（8番人気）
3連単票数 計 574117 的中 ��� 1987（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．4―47．6―1：00．0―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケルンウィナー �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2013．12．23 阪神16着

2011．4．5生 牡6栗 母 ケルンアリュール 母母 リンデンルレーブ 22戦2勝 賞金 27，350，000円
〔発走状況〕 ヴィーグリーズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 アイファーマグオー号・スズカチャレンジ号・ティーティクイーン号



3500712月2日 晴 良 （29中京4）第1日 第7競走 ��1，400�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 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

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

47 グロワールシチー 牡3鹿 56 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 466＋ 21：20．8 10．2�
612 モンテヴェルデ 牡3青鹿56 古川 吉洋寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B468－ 21：21．01� 4．7�
24 クローディオ �5鹿 57

56 ☆荻野 極 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋12 〃 アタマ 3．1�
59 アドマイヤロマン 牡4栗 57 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 494＋101：21．21 24．2�
510 マ ジ ョ ラ ム 牝3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434＋ 4 〃 ハナ 15．4	
23 ブレイズガール 牝4鹿 55

53 △森 裕太朗岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B506＋22 〃 クビ 26．0

611 ステラルージュ 牝3栗 54 藤岡 康太野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 398－ 41：21．3� 8．0�
817 エイシンミノアカ 牝4黒鹿55 丸山 元気�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 448＋141：21．4	 14．6�
12 タイムレスメロディ 牝4鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 430－ 2 〃 アタマ 30．4
715
 ハ ル ク 牡4鹿 57 菱田 裕二�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 41：21．61� 11．5�
36 サトノクロノス 牡3青鹿56 中谷 雄太 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 454－121：21．7クビ 89．6�
714 タガノミルキー 牝4芦 55

54 ☆城戸 義政八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450＋ 4 〃 クビ 15．8�

48 ハイヤーアプシス 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 418＋ 81：21．8クビ 30．3�
35 ビリーヴザワン �6鹿 57 原田 和真岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：21．9	 361．4�
713 ヒマワリノヤクソク 牝3栗 54

51 ▲富田 暁山口 敦広氏 斉藤 崇史 新ひだか オギオギ牧場 458－ 1 〃 ハナ 104．2�
816 アークアーセナル 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹 �アフロin El Paso 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 474－101：22．21� 82．5�
11 タケデンサンダー 牡3栗 56 菅原 隆一武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 482＋181：22．41	 76．8�
818 サンアンカレッジ 牡3栗 56 二本柳 壮 �加藤ステーブル 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 492＋ 61：22．5	 41．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，301，200円 複勝： 36，089，300円 枠連： 13，764，300円
馬連： 41，815，100円 馬単： 20，383，200円 ワイド： 32，295，900円
3連複： 60，184，400円 3連単： 68，817，600円 計： 298，651，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 250円 � 180円 � 150円 枠 連（4－6） 1，360円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 900円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 20，520円

票 数

単勝票数 計 253012 的中 � 19776（4番人気）
複勝票数 計 360893 的中 � 31322（4番人気）� 50845（2番人気）� 71211（1番人気）
枠連票数 計 137643 的中 （4－6） 7825（5番人気）
馬連票数 計 418151 的中 �� 11539（8番人気）
馬単票数 計 203832 的中 �� 2404（18番人気）
ワイド票数 計 322959 的中 �� 7853（9番人気）�� 8860（7番人気）�� 21580（1番人気）
3連複票数 計 601844 的中 ��� 11678（2番人気）
3連単票数 計 688176 的中 ��� 2431（16番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―11．7―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．2―45．9―57．5―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．9
3 1，5（2，15）7，12（8，6，11，17）（16，18）（9，10）（13，14）（3，4） 4 ・（1，5）（2，15）7（8，12）（11，17）（9，6，18）（10，16）（13，14）4，3

勝馬の
紹 介

グロワールシチー �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．2．11 京都4着

2014．4．25生 牡3鹿 母 バーグドール 母母 ラディカルチック 9戦2勝 賞金 19，840，000円
〔制裁〕 クローディオ号の騎手荻野極は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年12月9日から平成29年12月

17日まで騎乗停止。（被害馬：13番・14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チェルカトーレ号
（非抽選馬） 3頭 エスケークラウン号・コパノピエール号・サンバダンサー号

3500812月2日 晴 良 （29中京4）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

11 クレマンダルザス �4鹿 57
56 ☆荻野 極吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：52．7 2．1�

22 ショウナンサリュー 牡3芦 56
53 ▲富田 暁国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 486＋ 41：52．91� 7．5�

68 ダンツエンペラー 牡4鹿 57
54 ▲菊沢 一樹山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 478＋121：53．22 10．6�

69 エスポワールパレス 牡3鹿 56
55 ☆城戸 義政小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 504＋ 41：53．83� 10．5�

813 エールブリリアンツ 牡3芦 56
54 △森 裕太朗佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 498＋ 21：53．9� 31．6�

710 メイショウゴテツ 牡4青鹿 57
54 ▲横山 武史松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 486＋ 8 〃 クビ 18．2�

33 ブライトクォーツ 牡3鹿 56 原田 和真 	シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 470－101：54．1� 19．3

57 ライトブリンガー 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼	日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B464－ 41：54．31� 16．8�
56 サウンドマジック 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 438－ 6 〃 アタマ 6．2�
44 アテンフェスタ 牡4栗 57

56 ☆�島 克駿河村 平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 502＋ 2 〃 アタマ 10．4�
711 ローレルヴィクター 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 466＋101：55．25 160．4�
812	 メイショウエミュー 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 474－ 81：55．62� 207．7�
45 テ イ ア 牝5鹿 55 嶋田 純次	ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 414－ 61：56．34 277．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，869，500円 複勝： 34，296，900円 枠連： 10，101，300円
馬連： 40，026，000円 馬単： 22，223，100円 ワイド： 29，028，100円
3連複： 57，138，600円 3連単： 80，259，600円 計： 296，943，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 250円 � 300円 枠 連（1－2） 880円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 430円 �� 410円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 11，880円

票 数

単勝票数 計 238695 的中 � 87882（1番人気）
複勝票数 計 342969 的中 � 112391（1番人気）� 27580（5番人気）� 21590（7番人気）
枠連票数 計 101013 的中 （1－2） 8833（4番人気）
馬連票数 計 400260 的中 �� 33032（3番人気）
馬単票数 計 222231 的中 �� 10355（5番人気）
ワイド票数 計 290281 的中 �� 18251（5番人気）�� 18871（3番人気）�� 3850（25番人気）
3連複票数 計 571386 的中 ��� 12744（16番人気）
3連単票数 計 802596 的中 ��� 4894（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―37．1―50．4―1：03．2―1：15．6―1：28．1―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

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 �4鹿 母 シャンパンマリー 母母 マリーシャンタル 12戦3勝 賞金 33，995，000円



3500912月2日 晴 良 （29中京4）第1日 第9競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時25分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，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

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

817 アドマイヤジョラス 牡3黒鹿55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474－ 22：13．4 4．2�
713 ファスナハト 牡4青鹿 57

56 ☆加藤 祥太 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 546－ 22：13．5� 10．1�
818 ダノンスターズ 牡3黒鹿 55

54 ☆荻野 極�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 446－ 22：13．71� 70．0�
715 ア ル カ サ ル �4青鹿57 秋山真一郎 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 516－ 42：13．91� 4．0�
23 ブラックカード 牡3黒鹿 55

53 △森 裕太朗岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大
作ステーブル 452＋ 4 〃 ハナ 5．9	

35 エ ー ル �3黒鹿55 中谷 雄太�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ B428－ 22：14．0� 9．4


714 ウインベラシアス 牡3栗 55 菱田 裕二�ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 498＋ 62：14．1クビ 25．7�
59 ア ヴ ァ ン ト 牡3栗 55 川須 栄彦佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 484＋14 〃 ハナ 48．3�
47 	 スリープレッピー �4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 458＋ 42：14．2
 40．2
24 フォースフィールド 牡5黒鹿 57

54 ▲横山 武史岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 436－ 2 〃 クビ 12．7�
12 	 ヤマカツリーダー �4黒鹿57 幸 英明山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 42：14．41� 75．9�
48 シップーコウライ 牡5栗 57 松若 風馬�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 488＋ 22：14．5クビ 12．3�
816 クロスアミュレット 牝3鹿 53 小牧 太 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466± 02：14．81� 104．5�
11 レ イ リ オ ン 牝4鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 クビ 46．1�
611 フォーワンタイキ 牡5栗 57 古川 吉洋川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 454± 0 〃 ハナ 222．2�
612 ダンツペレット 牡4芦 57 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 508＋ 4 〃 ハナ 16．4�
510	 マサハヤダイヤ 牡4栗 57 北村 友一中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480＋ 32：14．9クビ 56．3�
36 ビレッジソング 牝6鹿 55

54 ☆城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 448＋ 42：15．21� 128．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，251，500円 複勝： 38，015，000円 枠連： 16，472，300円
馬連： 49，185，100円 馬単： 22，578，600円 ワイド： 34，038，700円
3連複： 70，798，100円 3連単： 86，524，700円 計： 341，864，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 360円 � 1，490円 枠 連（7－8） 580円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 4，020円 �� 7，520円

3 連 複 ��� 42，510円 3 連 単 ��� 166，390円

票 数

単勝票数 計 242515 的中 � 45953（2番人気）
複勝票数 計 380150 的中 � 64644（2番人気）� 26897（6番人気）� 5326（13番人気）
枠連票数 計 164723 的中 （7－8） 21863（1番人気）
馬連票数 計 491851 的中 �� 14156（9番人気）
馬単票数 計 225786 的中 �� 3771（12番人気）
ワイド票数 計 340387 的中 �� 9148（8番人気）�� 2145（38番人気）�� 1138（66番人気）
3連複票数 計 707981 的中 ��� 1249（117番人気）
3連単票数 計 865247 的中 ��� 377（492番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―13．3―12．8―12．5―12．4―12．1―11．8―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．9―35．6―48．9―1：01．7―1：14．2―1：26．6―1：38．7―1：50．5―2：01．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7
1
3
14，5（3，13）（6，9）（1，17）（11，18）2，15（7，8）4，10（16，12）
14，5（3，13）（6，9，17）18（1，11）15，2（7，8）（4，10）（16，12）

2
4

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤジョラス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．4．16 阪神4着

2014．1．21生 牡3黒鹿 母 アドマイヤカンナ 母母 アドマイヤラピス 6戦2勝 賞金 17，250，000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 ゴールデンハープ号

3501012月2日 晴 良 （29中京4）第1日 第10競走 ��
��1，400�

かんつばき

寒 椿 賞
発走15時00分 （ダート・左）
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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：24．5
1：23．0

良
重

22 メイショウオーパス 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 498＋ 21：24．3レコード 10．0�
89 � ミスターメロディ 牡2鹿 55 北村 友一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Bell Tower

Thoroughbreds 484＋101：24．51� 1．1�
33 タガノタイト 牡2鹿 55 松若 風馬八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466± 01：25．88 26．8�
44 タマスカイブルー 牡2青鹿55 荻野 極玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 476－ 61：26．01� 27．6�
55 デルマシャンパン 牝2黒鹿54 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 452＋ 61：26．1クビ 19．3�
77 	 キラキラオーラ 牝2鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 畠山牧場 454＋ 41：26．84 212．6	
11 カ ク リ ョ ウ 牡2黒鹿55 岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 山口 義彦 476± 01：27．75 72．3

66 ジ ス モ ン ダ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 466± 01：27．8
 196．0�
88 � デルマキセキ 牝2鹿 54 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 友道 康夫 米 Freddie

Bloodstock 458－ 21：28．33 30．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 61，961，100円 複勝： 95，080，300円 枠連： 9，620，100円
馬連： 47，642，700円 馬単： 42，075，300円 ワイド： 32，460，700円
3連複： 55，818，200円 3連単： 190，551，000円 計： 535，209，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 120円 � 110円 � 180円 枠 連（2－8） 260円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 140円 �� 440円 �� 250円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 計 619611 的中 � 52069（2番人気）
複勝票数 計 950803 的中 � 64141（2番人気）� 747526（1番人気）� 28062（5番人気）
枠連票数 計 96201 的中 （2－8） 27659（1番人気）
馬連票数 計 476427 的中 �� 137530（1番人気）
馬単票数 計 420753 的中 �� 26339（6番人気）
ワイド票数 計 324607 的中 �� 76909（1番人気）�� 14310（7番人気）�� 30165（2番人気）
3連複票数 計 558182 的中 ��� 73975（1番人気）
3連単票数 計1905510 的中 ��� 22712（24番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．2―12．8―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．9―47．1―59．9―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．2
3 9，2（1，3）－5，7，4＝6－8 4 9，2（1，3）5－（4，7）＝6－8

勝馬の
紹 介

メイショウオーパス �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．7．8 中京8着

2015．3．22生 牡2黒鹿 母 マンハッタンミート 母母 ダノンエトランゼル 5戦2勝 賞金 17，960，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



3501112月2日 晴 良 （29中京4）第1日 第11競走 ��
��1，200�

はままつ

浜松ステークス
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，28．12．3以降29．11．26まで1回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

48 ペイシャフェリシタ 牝4黒鹿52 �島 克駿北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 488＋ 21：07．6 7．2�
23 ダイメイプリンセス 牝4黒鹿53 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 500＋101：08．02� 15．5�
36 メイショウスイヅキ 牝4鹿 52 菊沢 一樹松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 472＋ 21：08．21	 77．0�
713 オールインワン 牡4鹿 57 北村 友一 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 494＋10 〃 クビ 38．0�
35 レッドリーガル 牡5鹿 54 丸山 元気 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B496＋ 61：08．3� 21．4�
817 スマートカルロス 牡5鹿 56 三浦 皇成大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 478＋ 21：08．4クビ 7．9	
24 スマートグレイス 牝5栗 53 幸 英明大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 482＋ 4 〃 クビ 10．2

510 エントリーチケット 牝3栗 53 国分 優作 �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 448＋ 4 〃 ハナ 8．6�
12 タイセイスターリー 牡3鹿 55 小牧 太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 532＋ 41：08．5� 5．9�
611 ラズールリッキー 牝4黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 452－ 4 〃 アタマ 40．4
59 
 ライトフェアリー 牝5鹿 53 古川 吉洋和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B482＋ 6 〃 ハナ 10．3�
816 ナインテイルズ 牡6栗 56 松若 風馬岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 484＋ 81：08．6クビ 8．5�
612 ベ ル カ プ リ 牝3鹿 52 荻野 極合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：08．7� 53．2�
714 ニシオボヌール �5黒鹿55 高田 潤西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 494± 0 〃 クビ 7．7�
11 ウィットウォーター 牝6黒鹿52 岩崎 翼鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B456＋ 41：08．8� 164．2�
715 デンコウウノ 牡6鹿 55 �島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 500＋ 8 〃 クビ 33．1�
818 オ ヒ ア 牝5黒鹿51 城戸 義政金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 464＋ 21：08．9クビ 188．0�
47 ラホーヤビーチ 牝5青鹿52 横山 武史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 472＋12 〃 クビ 39．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 49，035，800円 複勝： 77，152，500円 枠連： 52，381，600円
馬連： 185，022，100円 馬単： 70，239，500円 ワイド： 91，740，700円
3連複： 282，510，600円 3連単： 331，470，700円 計： 1，139，553，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 270円 � 490円 � 1，650円 枠 連（2－4） 2，200円

馬 連 �� 10，170円 馬 単 �� 17，970円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 8，160円 �� 15，440円

3 連 複 ��� 196，910円 3 連 単 ��� 837，330円

票 数

単勝票数 計 490358 的中 � 53861（2番人気）
複勝票数 計 771525 的中 � 86622（2番人気）� 40998（9番人気）� 10753（16番人気）
枠連票数 計 523816 的中 （2－4） 18407（13番人気）
馬連票数 計1850221 的中 �� 14095（37番人気）
馬単票数 計 702395 的中 �� 2930（73番人気）
ワイド票数 計 917407 的中 �� 7222（37番人気）�� 2892（87番人気）�� 1523（114番人気）
3連複票数 計2825106 的中 ��� 1076（433番人気）
3連単票数 計3314707 的中 ��� 287（2167番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．0―11．5―11．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．4―44．9―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャフェリシタ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2015．8．1 札幌7着

2013．3．10生 牝4黒鹿 母 プレザントケイプ 母母 Felicity 16戦5勝 賞金 75，896，000円
〔制裁〕 メイショウスイヅキ号の騎手菊沢一樹は，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：17

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アレスバローズ号・クインズサリナ号・ダノンルージュ号・トシザキミ号・ハピネス号・ラクアミ号

3501212月2日 晴 良 （29中京4）第1日 第12競走 ��
��1，600�

と よ か わ

豊 川 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：30．7

良
良

611 レッドオルガ 牝3鹿 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444＋141：33．9 5．4�
59 リライアブルエース 牡4黒鹿57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 4 〃 クビ 4．1�
11 レッドイグニス �4黒鹿57 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456＋ 41：34．43 3．5�
816	
 トーセンクリス 牝4鹿 55 幸 英明島川 �哉氏 大久保龍志 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

516＋ 2 〃 アタマ 24．6	
24 エクストラファイン 牝5黒鹿55 �島 良太 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 456－ 41：34．5� 21．8

815 ラントシャフト 牝3栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：34．6クビ 36．2�
47 
 アグネスザルーツ 牡4栗 57 岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 472＋ 81：34．7 142．2�
714 ピースマインド 牡4鹿 57 川須 栄彦小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 452＋ 2 〃 クビ 5．9
713	 アースコレクション 牡4鹿 57 丸山 元気 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

532＋161：34．8クビ 20．8�
48 ミヤビベスト 牡3鹿 56 小牧 太村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 484－ 61：34．9 60．9�
12 シンシアズブレス 牝4黒鹿55 中谷 雄太 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478－20 〃 クビ 26．3�
35 
 クィーンビー 牝4鹿 55 秋山真一郎�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 462－ 61：35．11� 35．5�
23 ロ ゼ リ ー ナ 牝4栗 55 荻野 極 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 438－10 〃 ハナ 16．2�
612 ラヴィソント 牝3鹿 54 的場 勇人岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 422± 01：35．31 103．5�
36 レッドラトナ 牝3鹿 54 �島 克駿 �東京ホースレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 444± 01：35．93 85．4�
510 トーホウスペンサー 牡5黒鹿57 菱田 裕二東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 498＋101：37．17 25．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，610，000円 複勝： 55，135，700円 枠連： 25，645，100円
馬連： 89，712，800円 馬単： 38，857，700円 ワイド： 53，627，200円
3連複： 127，168，900円 3連単： 166，386，000円 計： 596，143，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 150円 � 140円 枠 連（5－6） 1，170円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 500円 �� 390円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 7，380円

票 数

単勝票数 計 396100 的中 � 58579（3番人気）
複勝票数 計 551357 的中 � 75678（4番人気）� 101753（2番人気）� 106223（1番人気）
枠連票数 計 256451 的中 （5－6） 16960（5番人気）
馬連票数 計 897128 的中 �� 55518（3番人気）
馬単票数 計 388577 的中 �� 11296（8番人気）
ワイド票数 計 536272 的中 �� 26512（4番人気）�� 36103（1番人気）�� 33401（2番人気）
3連複票数 計1271689 的中 ��� 60142（1番人気）
3連単票数 計1663860 的中 ��� 16327（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．4―11．8―12．1―11．9―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．0―46．8―58．9―1：10．8―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

レッドオルガ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2016．10．16 京都5着

2014．4．26生 牝3鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 4戦2勝 賞金 17，927，000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。
（非抽選馬） 8頭 カシノロマンス号・クインズラミントン号・サクラヴィオーラ号・シャイニーピース号・トリリオネア号・

マルターズゲイル号・ユウチェンジ号・ライオネルカズマ号



（29中京4）第1日 12月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 189頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

192，420，000円
12，620，000円
1，470，000円
21，290，000円
75，934，000円
4，888，000円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
346，559，700円
523，646，800円
189，005，200円
647，355，900円
314，088，000円
418，481，300円
929，560，700円
1，240，490，100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 4，609，187，700円

総入場人員 14，062名 （有料入場人員 12，133名）
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