
3503712月10日 晴 良 （29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）

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
1：54．8
1：50．9

重
不良

33 メジャーマジック 牝2鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 500－ 21：55．9 21．0�
66 ビップベリンダ 牝2黒鹿54 中谷 雄太鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 496－ 2 〃 クビ 7．8�
22 エトワールドパリ 牝2芦 54

51 ▲富田 暁 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 ハナ 2．7�
77 アドマイヤクィーン 牝2鹿 54 浜中 俊近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468－ 61：56．85 3．1�
55 ザリーティー 牝2栗 54

53 ☆�島 克駿中村 智幸氏 杉山 晴紀 様似 様似堀牧場 438－ 61：56．9� 12．5	
11 ブルベアクワイ 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468± 01：57．0クビ 36．9

44 ダンツカホウ 牝2黒鹿 54

51 ▲川又 賢治山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 488－ 61：57．95 14．7�
89 コシミノダンサー 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 460－ 21：58．11� 7．7�
88 ブルベアアオジソ 牝2鹿 54 酒井 学 �ブルアンドベア 飯田 祐史 浦河 地興牧場 446＋241：58．52� 22．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 17，597，500円 複勝： 18，613，200円 枠連： 6，015，200円
馬連： 29，706，400円 馬単： 17，557，000円 ワイド： 19，174，300円
3連複： 38，001，700円 3連単： 68，104，800円 計： 214，770，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 440円 � 210円 � 150円 枠 連（3－6） 10，640円

馬 連 �� 6，900円 馬 単 �� 14，980円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 870円 �� 530円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 67，730円

票 数

単勝票数 計 175975 的中 � 7086（7番人気）
複勝票数 計 186132 的中 � 8313（7番人気）� 21774（5番人気）� 43024（1番人気）
枠連票数 計 60152 的中 （3－6） 438（25番人気）
馬連票数 計 297064 的中 �� 3332（22番人気）
馬単票数 計 175570 的中 �� 879（47番人気）
ワイド票数 計 191743 的中 �� 2263（27番人気）�� 5623（12番人気）�� 9865（5番人気）
3連複票数 計 380017 的中 ��� 4753（26番人気）
3連単票数 計 681048 的中 ��� 729（214番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．7―13．9―13．1―12．6―13．0―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．8―51．7―1：04．8―1：17．4―1：30．4―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジャーマジック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．28 東京10着

2015．3．21生 牝2鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 3戦1勝 賞金 5，000，000円

3503812月10日 晴 良 （29中京4）第4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

714� ワキノアタリ 牝4鹿 55 中谷 雄太脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 468－ 41：25．2 9．5�
612 ヒ ル ダ 牝4栗 55

52 ▲藤田菜七子吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 480＋141：25．3� 5．6�
12 シアワセデス 牝4鹿 55 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 496＋ 81：25．4� 21．2�
24 キスミーワンス 牝3黒鹿54 菱田 裕二吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 ハナ 21．3�
11 メンデンホール 牝4黒鹿55 西田雄一郎 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 490＋ 41：25．5� 12．4�
36 チカノワール 牝3鹿 54 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 444－121：25．6� 6．1	
611� ワンダースニュマン 牝4鹿 55 岩崎 翼山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 486± 01：25．7� 25．2

510� マイハーベスト 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也西城 公雄氏 松永 康利 日高 メイプルファーム 464± 01：25．91	 163．6�
48 スプリングタイム 牝3黒鹿54 国分 恭介 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 B440－ 6 〃 アタマ 47．5�
816 ヤマイチジャスティ 牝4鹿 55 丸山 元気菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 486＋ 21：26．11 6．6
713 スノードリーム 牝4芦 55

53 △森 裕太朗三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B458＋ 4 〃 ハナ 6．1�
59 � タ ン ゴ 牝3鹿 54 浜中 俊石川 達絵氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：26．31 6．5�
23 アキノバレリーナ 牝4栗 55

52 ▲菊沢 一樹穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 504＋ 81：26．4� 33．5�
35 パパラヴズマンボ 牝5青鹿 55

52 ▲横山 武史�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B450－ 21：27．03� 74．4�
47 ブンブンブラウ 牝4鹿 55 酒井 学三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 B460＋ 61：27．74 165．8�
815 ミヤジマミー 牝3黒鹿 54

53 ☆
島 克駿曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 下屋敷牧場 B476＋ 41：28．44 20．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，331，500円 複勝： 42，277，000円 枠連： 12，981，900円
馬連： 50，767，200円 馬単： 23，692，400円 ワイド： 38，356，800円
3連複： 75，127，500円 3連単： 81，884，100円 計： 353，418，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 360円 � 220円 � 510円 枠 連（6－7） 970円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 2，060円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 23，040円 3 連 単 ��� 106，770円

票 数

単勝票数 計 283315 的中 � 23846（6番人気）
複勝票数 計 422770 的中 � 29354（6番人気）� 58874（1番人気）� 19480（8番人気）
枠連票数 計 129819 的中 （6－7） 10281（2番人気）
馬連票数 計 507672 的中 �� 11246（13番人気）
馬単票数 計 236924 的中 �� 2509（27番人気）
ワイド票数 計 383568 的中 �� 6344（18番人気）�� 4791（27番人気）�� 4427（34番人気）
3連複票数 計 751275 的中 ��� 2445（89番人気）
3連単票数 計 818841 的中 ��� 556（391番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．4―46．4―59．3―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワキノアタリ �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード

2013．4．12生 牝4鹿 母 ワキノドライバー 母母 カツラドライバー 5戦2勝 賞金 15，000，000円
地方デビュー 2016．9．2 園田

※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） 2頭 ティーティクイーン号・ピカロ号
（非抽選馬） 1頭 マリノパシフィカス号

第４回 中京競馬 第４日

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



3503912月10日 晴 良 （29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）

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
1：10．0
1：08．7

重
重

815 ビックリシタナモー 牡3黒鹿 56
53 ▲藤田菜七子小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 522＋161：12．3 5．6�

713 プリティクイーン 牝4栗 55
54 ☆�島 克駿長谷川光司氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 450－14 〃 クビ 18．5�

23 ボクノナオミ 牝5鹿 55 原田 和真塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 486－101：12．4クビ 12．0�
47 ナガラブルボン 牡6鹿 57

54 ▲横山 武史長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ
ングセンター 476＋ 21：12．71� 4．4�

612� メイショウアワジ 牡3鹿 56 森 一馬松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 458－ 41：12．91� 16．2�
12 ロマンチスト 牡4栗 57 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 544＋18 〃 クビ 11．8�
35 オリエンタルダンス 牝5黒鹿 55

52 ▲川又 賢治 	シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 41：13．0� 4．0


48 ボストンビリーヴ 牝7栗 55
54 ☆城戸 義政ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 460± 01：13．21 22．4�

816 イナズママンボ 牝3鹿 54 藤懸 貴志小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 452＋10 〃 クビ 30．7
36 サ ノ ラ ブ 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 沖田牧場 468－ 61：13．62� 106．0�
59 スリーパスポート 牡4黒鹿 57

54 ▲富田 暁永井商事� 南井 克巳 むかわ 新井牧場 494＋121：13．7� 25．8�
714 ハミングパッション 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 初也髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 476－ 21：13．91� 25．3�

510 カンタベリーマイン 牡4鹿 57 長岡 禎仁峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 464＋ 61：14．0クビ 92．5�
611 オ ル ノ ス 牝4芦 55

53 △森 裕太朗武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 464＋101：14．63� 8．2�
24 ハートイズハート 牡4栗 57

54 ▲菊沢 一樹北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 B470＋ 41：15．34 49．3�
（15頭）

11 ヴ ァ ル ー ル 牝4黒鹿 55
54 ☆井上 敏樹 	荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 438－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，804，200円 複勝： 32，424，400円 枠連： 11，456，700円
馬連： 40，207，000円 馬単： 20，266，700円 ワイド： 31，234，500円
3連複： 58，326，100円 3連単： 68，880，400円 計： 285，600，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 290円 � 520円 � 410円 枠 連（7－8） 2，290円

馬 連 �� 8，360円 馬 単 �� 13，330円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 1，770円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 23，290円 3 連 単 ��� 146，010円

票 数

単勝票数 差引計 228042（返還計 798） 的中 � 32376（3番人気）
複勝票数 差引計 324244（返還計 1622） 的中 � 31339（4番人気）� 15285（7番人気）� 20600（5番人気）
枠連票数 差引計 114567（返還計 112） 的中 （7－8） 3861（11番人気）
馬連票数 差引計 402070（返還計 5625） 的中 �� 3727（32番人気）
馬単票数 差引計 202667（返還計 2718） 的中 �� 1140（54番人気）
ワイド票数 差引計 312345（返還計 4052） 的中 �� 2977（31番人気）�� 4597（19番人気）�� 2374（42番人気）
3連複票数 差引計 583261（返還計 18402） 的中 ��� 1878（79番人気）
3連単票数 差引計 688804（返還計 19436） 的中 ��� 342（468番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―12．5―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．6―47．1―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビックリシタナモー �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．23 中京11着

2014．3．31生 牡3黒鹿 母 ノ ン キ 母母 シ ェ リ ー ザ 23戦2勝 賞金 25，850，000円
〔競走除外〕 ヴァルール号は，疾病〔蕁麻疹〕のため装鞍所で競走除外。
※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 エンセラダス号

3504012月10日 晴 良 （29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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．2良

712 シルバーソード 牡5鹿 60 平沢 健治�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 532＋123：19．0 11．2�

45 ベストサポーター 牡4青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 532＋ 83：19．21� 14．0�
58 ニシノリュウセイ 牡4黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 416± 03：19．41� 4．5�
22 デュアルメジャー �5青鹿60 草野 太郎 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 クビ 3．3�
814 ノワールギャルソン 牡5黒鹿60 江田 勇亮ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 446－ 43：19．61� 6．8	
34 ウインインスパイア 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 464－ 23：20．23� 3．9

610 サトノアッシュ 牡5鹿 60 林 満明 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 484＋ 63：20．52 21．2�
711 メジャースターダム �4栗 60 上野 翔伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 562＋ 63：21．13� 33．4�
813 トモノセンス 牡3鹿 58 中村 将之共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 佐竹 学 504＋ 43：21．84 55．5
11 	 マーズアタック 牝4栗 58 小野寺祐太島川 �哉氏 柴田 政人 浦河 バンブー牧場 464＋ 43：22．11
 43．7�
69 ミヤコギムレット �3鹿 58 石神 深一吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 484＋103：22．84 50．8�
57 ウインヒューゲル 牡3栗 58 小坂 忠士�ウイン 宮 徹 新ひだか 久米 和夫 498＋113：22．9
 142．8�
46 クリュティエ 牝3鹿 56 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 442－143：27．3大差 58．7�
33 ハギノティムシェル 牡4鹿 60 北沢 伸也安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 528± 0 （競走中止） 103．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，932，300円 複勝： 24，499，400円 枠連： 10，287，100円
馬連： 30，827，900円 馬単： 18，387，100円 ワイド： 21，224，000円
3連複： 51，018，500円 3連単： 69，909，100円 計： 247，085，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 280円 � 320円 � 160円 枠 連（4－7） 3，060円

馬 連 �� 6，460円 馬 単 �� 12，260円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 770円 �� 750円

3 連 複 ��� 6，740円 3 連 単 ��� 64，810円

票 数

単勝票数 計 209323 的中 � 14928（5番人気）
複勝票数 計 244994 的中 � 20500（4番人気）� 17156（6番人気）� 50801（2番人気）
枠連票数 計 102871 的中 （4－7） 2601（17番人気）
馬連票数 計 308279 的中 �� 3693（20番人気）
馬単票数 計 183871 的中 �� 1124（38番人気）
ワイド票数 計 212240 的中 �� 2941（18番人気）�� 7169（6番人気）�� 7416（4番人気）
3連複票数 計 510185 的中 ��� 5674（21番人気）
3連単票数 計 699091 的中 ��� 782（187番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 50．4－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルバーソード �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．9．7 小倉6着

2012．3．31生 牡5鹿 母 ナインミューズ 母母 リ リ オ 障害：3戦1勝 賞金 8，580，000円
〔競走中止〕 ハギノティムシェル号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目2号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔制裁〕 トモノセンス号の騎手中村将之は，1周目4号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・11番）
〔調教再審査〕 ハギノティムシェル号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目2号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再

審査〔平地調教を含む〕。
〔その他〕 トモノセンス号は，1周目4号障害を外側に斜飛したことについて障害調教注意。
※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。
（非抽選馬） 4頭 シゲルロウニンアジ号・スマートガイア号・ニホンピロボーラー号・ブライトインベガス号



3504112月10日 晴 良 （29中京4）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時15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
1：59．8

良
良

55 ステイフーリッシュ 牡2鹿 55 中谷 雄太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 450 ―2：03．7 5．2�
88 アイスバブル 牡2芦 55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 434 ―2：04．12� 1．7�
89 ハギノアテナ 牝2黒鹿 54

51 ▲富田 暁安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 438 ―2：05．05 64．6�
22 クリノセザンヌ 牡2鹿 55 国分 恭介栗本 博晴氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 450 ―2：05．21	 31．6�
66 サウンドガバーナ 牡2鹿 55 菱田 裕二増田 雄一氏 杉山 晴紀 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 498 ―2：05．3� 30．2	
33 キャッチザクラウン 牡2栗 55 丸山 元気小川 勲氏 奥村 豊 新ひだか 斉藤スタッド 470 ―2：05．4� 31．8

11 キングオブハーツ 牡2鹿 55 浜中 俊広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 木村 秀則 476 ―2：05．61� 3．8�
44 ガーネットクロス 牡2黒鹿 55

52 ▲川又 賢治西村 健氏 加用 正 新ひだか グローリーファーム 546 ―2：06．66 21．8�
77 クリスタルシャイン 牡2栗 55 川須 栄彦水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 452 ―2：07．13 92．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，261，100円 複勝： 28，183，400円 枠連： 5，356，000円
馬連： 27，183，700円 馬単： 22，908，900円 ワイド： 18，881，300円
3連複： 36，168，800円 3連単： 90，983，900円 計： 257，927，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 130円 � 110円 � 710円 枠 連（5－8） 370円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，860円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 26，000円

票 数

単勝票数 計 282611 的中 � 45722（3番人気）
複勝票数 計 281834 的中 � 41581（2番人気）� 151685（1番人気）� 3593（8番人気）
枠連票数 計 53560 的中 （5－8） 10978（2番人気）
馬連票数 計 271837 的中 �� 53729（2番人気）
馬単票数 計 229089 的中 �� 15951（4番人気）
ワイド票数 計 188813 的中 �� 32561（2番人気）�� 2188（18番人気）�� 2826（16番人気）
3連複票数 計 361688 的中 ��� 4601（18番人気）
3連単票数 計 909839 的中 ��� 2537（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．5―37．5―50．9―1：04．4―1：17．2―1：29．6―1：41．3―1：52．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．1
1
3
・（4，6）8（2，5）9－1－（3，7）・（4，6）（8，5）（2，3，1）（9，7）

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

勝馬の
紹 介

ステイフーリッシュ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2015．2．22生 牡2鹿 母 カウアイレーン 母母 シルバーレーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ガーネットクロス号の騎手川又賢治は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）

3504212月10日 晴 良 （29中京4）第4日 第6競走 ��1，900�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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

611 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± 02：00．0 26．8�
36 ショウナンサリュー 牡3芦 56 川須 栄彦国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 488＋ 22：00．1� 3．5�
59 ヴィトンリード 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿杉山 一穂氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 482± 02：00．84 19．5�
35 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 B464－ 42：01．01� 19．3�
47 カ ブ キ モ ノ 牡4黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B512＋ 6 〃 クビ 5．1�
612 マルカノカガヤキ 牡3黒鹿56 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 502－ 22：01．1	 31．7�
11 
 レーヌミラクル 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 498＋ 52：01．73� 65．7	
23 ゴ テ ツ 牡4青鹿57 中井 裕二橋元 勇氣氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 494± 02：01．8� 48．8

815 ヒミノブリランテ 牡3栗 56 中谷 雄太佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 476－ 22：02．11	 27．3�
12 ピアノイッチョウ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 528－ 22：02．2� 12．3�
713 ヒストリーメイカー 牡3黒鹿56 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 540＋102：02．3クビ 191．1
714 ポ ロ ス 牝4鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 B468－ 42：03．04 219．3�
510 パガットケーブ 牡3青鹿56 浜中 俊 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 518＋ 22：03．21� 2．8�
816 ジ ャ コ マ ル 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 460± 02：03．52 22．1�
48 
 ミトノグラス 牡4鹿 57 酒井 学ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 486－ 22：04．03 50．9�
24 ミスティーフリップ 牡5栗 57 藤岡 康太吉田 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 496＋ 82：04．53 34．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，758，600円 複勝： 38，258，600円 枠連： 13，119，200円
馬連： 48，599，900円 馬単： 24，665，300円 ワイド： 37，186，200円
3連複： 70，399，300円 3連単： 84，678，700円 計： 347，665，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，680円 複 勝 � 470円 � 190円 � 390円 枠 連（3－6） 1，620円

馬 連 �� 4，390円 馬 単 �� 10，940円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 3，750円 �� 940円

3 連 複 ��� 13，220円 3 連 単 ��� 119，670円

票 数

単勝票数 計 307586 的中 � 9152（8番人気）
複勝票数 計 382586 的中 � 18765（7番人気）� 65669（2番人気）� 23517（5番人気）
枠連票数 計 131192 的中 （3－6） 6263（6番人気）
馬連票数 計 485999 的中 �� 8568（15番人気）
馬単票数 計 246653 的中 �� 1690（42番人気）
ワイド票数 計 371862 的中 �� 7494（14番人気）�� 2469（42番人気）�� 10422（7番人気）
3連複票数 計 703993 的中 ��� 3991（41番人気）
3連単票数 計 846787 的中 ��� 513（372番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―11．3―13．0―12．7―12．7―12．7―13．0―13．2―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．0―29．3―42．3―55．0―1：07．7―1：20．4―1：33．4―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルスカイ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．17 中山1着

2012．5．11生 牡5鹿 母 ジョウノオーロラ 母母 ミヤビサクラコ 13戦2勝 賞金 15，750，000円



3504312月10日 晴 良 （29中京4）第4日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走13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
2：02．2
1：59．8

良
良

56 サ ラ ス 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 510＋ 42：02．9 5．3�
79 ス ヴ ァ ル ナ 牡2黒鹿55 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 500＋ 42：03．0� 2．0�
11 ドリームスピリット 牡2鹿 55

54 ☆木幡 初也落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 496＋ 8 〃 クビ 19．2�
811 ネ ル 牡2黒鹿 55

52 ▲富田 暁ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 488－ 22：03．74 4．6�
22 ヒルトップパレス 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿吉田 勝己氏 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 454－ 4 〃 アタマ 17．8�
710 マサハヤニース 牡2鹿 55 岩崎 翼中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466－ 42：04．12	 69．5	
44 カフジフロンティア 牡2鹿 55 藤岡 康太加藤 守氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 22：04．2	 8．0

68 タマモブラボー 牡2鹿 55

52 ▲菊沢 一樹タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 490－ 62：04．3	 171．2�
67 ドゥエベリーニ 牝2青 54 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 482－ 22：04．61� 60．5
55 アルマトップエンド 牡2栗 55

52 ▲川又 賢治コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 492＋ 4 〃 クビ 52．5�
812 シゲルジャガイモ 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 桜井牧場 490＋ 62：05．02	 169．2�
33 ファンタジーノベル 牝2黒鹿54 中谷 雄太吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 452－ 22：05．31	 154．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，427，600円 複勝： 35，976，400円 枠連： 8，103，700円
馬連： 40，740，200円 馬単： 26，770，900円 ワイド： 28，297，300円
3連複： 54，653，500円 3連単： 101，226，300円 計： 329，195，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 150円 � 110円 � 240円 枠 連（5－7） 500円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，060円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 10，230円

票 数

単勝票数 計 334276 的中 � 53362（3番人気）
複勝票数 計 359764 的中 � 57246（2番人気）� 123543（1番人気）� 24740（5番人気）
枠連票数 計 81037 的中 （5－7） 12528（2番人気）
馬連票数 計 407402 的中 �� 62233（2番人気）
馬単票数 計 267709 的中 �� 14847（5番人気）
ワイド票数 計 282973 的中 �� 29159（2番人気）�� 6142（14番人気）�� 12386（6番人気）
3連複票数 計 546535 的中 ��� 21028（6番人気）
3連単票数 計1012263 的中 ��� 7169（33番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．2―13．3―13．0―12．6―12．2―11．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．3―37．5―50．8―1：03．8―1：16．4―1：28．6―1：39．9―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ラ ス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Tapit デビュー 2017．11．26 京都3着

2015．3．23生 牝2鹿 母 ラ ラ ア 母母 Rose of Summer 2戦1勝 賞金 6，800，000円

3504412月10日 晴 良 （29中京4）第4日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：32．7
1：30．7

良
良

611 メイショウモウコ 牡3栗 56
54 △森 裕太朗松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 494＋ 81：33．9 11．7�

22 ティーエスクライ 牝5芦 55
54 ☆城戸 義政田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 466＋ 81：34．21� 11．9�

11 ピュアコンチェルト 牝4鹿 55 浜中 俊吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 444＋ 4 〃 アタマ 2．4�
47 クインズサン 牡4青 57

54 ▲藤田菜七子 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 452－ 61：34．3� 5．4�
814 モ ザ イ ク 牡3黒鹿56 中谷 雄太吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 454＋ 41：34．51� 34．3�
59 � コスモリョウゲツ 牡3鹿 56 丸山 元気杉浦 和也氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：34．71� 159．7	
610 マテラアリオン 牡4黒鹿57 岩崎 翼大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 482＋ 61：34．91� 12．7

58 アサケハーツ 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 472＋ 61：35．0	 45．7�
713 クラシックリディア 牝4黒鹿 55

52 ▲富田 暁 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 〃 アタマ 21．1
46 トーアライジン 牡4芦 57 国分 恭介高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 498－ 41：35．21� 17．3�
815 カシノロマンス 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 430＋ 41：35．3	 183．8�
23 ジ ャ ガ ン ツ 牡4鹿 57

56 ☆井上 敏樹 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 530－ 21：35．4� 47．3�
34 マルターズゲイル 牡4青鹿57 嶋田 純次藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 476－ 2 〃 ハナ 43．2�
35 レッドアーサー 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 464－ 21：35．61� 5．2�
712 ハーツブライト 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 478－ 41：35．7� 134．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，719，400円 複勝： 40，988，600円 枠連： 13，204，200円
馬連： 50，880，500円 馬単： 26，906，500円 ワイド： 36，445，500円
3連複： 71，284，800円 3連単： 97，118，800円 計： 367，548，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 310円 � 270円 � 130円 枠 連（2－6） 2，750円

馬 連 �� 7，350円 馬 単 �� 13，580円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 710円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，330円 3 連 単 ��� 48，450円

票 数

単勝票数 計 307194 的中 � 20866（4番人気）
複勝票数 計 409886 的中 � 27903（7番人気）� 32868（4番人気）� 107782（1番人気）
枠連票数 計 132042 的中 （2－6） 3718（9番人気）
馬連票数 計 508805 的中 �� 5359（26番人気）
馬単票数 計 269065 的中 �� 1485（44番人気）
ワイド票数 計 364455 的中 �� 5027（21番人気）�� 13239（6番人気）�� 21045（3番人気）
3連複票数 計 712848 的中 ��� 10014（12番人気）
3連単票数 計 971188 的中 ��� 1453（139番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．6―11．5―11．4―11．2―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―35．8―47．3―58．7―1：09．9―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

メイショウモウコ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．12 京都8着

2014．4．26生 牡3栗 母 メイショウオスカル 母母 メイショウヤヨイ 10戦2勝 賞金 17，250，000円
※出走取消馬 コイヲダキシメヨウ号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウインクレド号・メルドオール号



3504512月10日 晴 良 （29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 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

714 マンハッタンロック 牡3鹿 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 61：53．4 5．6�

611 スズカブルグ 牡3栗 56
54 △森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 二風谷ファーム 502－ 41：53．72 2．9�

12 ティモシーブルー 牡3鹿 56
53 ▲富田 暁中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 信成牧場 492－ 21：53．8� 3．4�

816� フッカツノノロシ 牡4黒鹿 57
54 ▲菊沢 一樹福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 506± 01：53．9クビ 33．3�

815 グロースアルティヒ 牡3鹿 56 黛 弘人白井 岳氏 黒岩 陽一 浦河 絵笛牧場 482－ 41：54．43 136．1�
11 ハギノグランコート 牡4栗 57 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B526－ 61：54．5� 9．5	
35 ロードソリスト 牡3鹿 56 丸山 元気 
ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 444＋ 4 〃 ハナ 7．1�
47 � メイショウクノイチ 牝4鹿 55 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 440－ 41：54．82 114．0�
59 ヨクエロマンボ 	4芦 57 西田雄一郎平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454－ 21：54．9クビ 13．3
612 グ リ ト ニ ル 牡3鹿 56 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 436＋ 41：55．22 44．8�
24 � メイクミーハッピー 牡3栗 56 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 橋本牧場 442－121：55．51� 45．0�
36 カ ム イ 牡4鹿 57

54 ▲横山 武史川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 468－ 6 〃 ハナ 115．4�
713 テ イ ア 牝5鹿 55 長岡 禎仁�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 412－ 21：56．56 284．6�
48 ナンヨーファミユ 牡4鹿 57

56 ☆木幡 初也中村 德也氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 466－101：56．81� 93．7�
510� ココロノキャンバス 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 いとう牧場 398－ 41：56．9クビ 274．3�
23 ジ ー ニ ア イ 牡6青 57

54 ▲川又 賢治井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 480－ 21：57．22 131．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，319，700円 複勝： 33，849，100円 枠連： 15，244，600円
馬連： 54，163，800円 馬単： 26，608，600円 ワイド： 33，608，900円
3連複： 70，983，000円 3連単： 102，854，300円 計： 366，632，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 160円 � 130円 � 130円 枠 連（6－7） 890円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 410円 �� 340円 �� 260円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 7，470円

票 数

単勝票数 計 293197 的中 � 41612（3番人気）
複勝票数 計 338491 的中 � 45780（3番人気）� 69278（2番人気）� 72486（1番人気）
枠連票数 計 152446 的中 （6－7） 13249（3番人気）
馬連票数 計 541638 的中 �� 41392（3番人気）
馬単票数 計 266086 的中 �� 9004（7番人気）
ワイド票数 計 336089 的中 �� 19683（5番人気）�� 24630（2番人気）�� 35639（1番人気）
3連複票数 計 709830 的中 ��� 56047（1番人気）
3連単票数 計1028543 的中 ��� 9975（11番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．6―12．6―12．6―12．9―13．2―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．2―48．8―1：01．4―1：14．3―1：27．5―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．1
1
3
1－2－3－7，14（5，6）12（4，11，9）－（8，15）（10，16）－13
1＝2，3（5，14）（7，12，6）11（15，4）9－16＝8－13，10

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

勝馬の
紹 介

マンハッタンロック �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．1．28 中京2着

2014．2．8生 牡3鹿 母 タイムトラベリング 母母 ジョリーザザ 8戦2勝 賞金 20，070，000円

3504612月10日 晴 良 （29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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．2
1：32．3

良
良

66 カフジバンガード 牡2鹿 55 藤岡 康太加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 480＋ 41：37．8 2．3�
33 グローリーヴェイズ 牡2黒鹿55 浜中 俊 �シルクレーシング 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 436＋ 4 〃 アタマ 2．4�
55 マイネルエメ 牡2鹿 55 国分 恭介 �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 462－ 41：38．33 39．2�
44 イ ル ル ー メ 牡2黒鹿55 川須 栄彦西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 476－ 4 〃 ハナ 6．8�
22 タニノミステリー 牡2黒鹿55 丸山 元気谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 440＋121：38．4クビ 8．6	
11 ニシノベースマン 牡2黒鹿55 川又 賢治西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 430－ 61：38．72 19．7

77 サンダベンポート 牝2鹿 54 中井 裕二加藤 信之氏 中野 栄治 むかわ 真壁 信一 414＋ 21：40．5大差 89．7�

（7頭）

売 得 金
単勝： 37，196，900円 複勝： 23，900，400円 枠連： 発売なし
馬連： 53，921，800円 馬単： 37，966，600円 ワイド： 24，127，800円
3連複： 55，439，800円 3連単： 191，117，500円 計： 423，670，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 150円 �� 610円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 371969 的中 � 132265（1番人気）
複勝票数 計 239004 的中 � 79241（1番人気）� 69897（2番人気）
馬連票数 計 539218 的中 �� 194853（1番人気）
馬単票数 計 379666 的中 �� 60578（2番人気）
ワイド票数 計 241278 的中 �� 58258（1番人気）�� 8087（9番人気）�� 5819（10番人気）
3連複票数 計 554398 的中 ��� 32529（5番人気）
3連単票数 計1911175 的中 ��� 40375（13番人気）

ハロンタイム 13．5―12．4―13．1―12．7―12．4―11．7―10．8―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．5―25．9―39．0―51．7―1：04．1―1：15．8―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F33．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジバンガード �

父 ハービンジャー �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．5 小倉3着

2015．3．22生 牡2鹿 母 エ ミ リ ア 母母 ダジルミージョリエ 5戦2勝 賞金 23，296，000円

１レース目



3504712月10日 晴 良 （29中京4）第4日 第11競走 ��
��2，000�名古屋日刊スポーツ杯

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

名古屋日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

813 グラットシエル 牡3黒鹿56 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 502＋ 82：01．7 3．6�
57 トータルソッカー 牡3栗 56 丸山 元気渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 492＋ 6 〃 クビ 11．6�
710 エーティーサンダー 牡4青鹿57 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 520＋102：01．8� 18．2�
812 ダノンキングダム 牡3栗 56 藤岡 康太�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 アタマ 5．8�
33 ジャーミネイト 牡3鹿 56 川須 栄彦 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 02：01．9� 9．9	
711 ウインテンダネス 牡4栗 57 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 500± 02：02．0� 9．6

22 ビービーブレスユー 牡4鹿 57 川又 賢治�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 514＋ 6 〃 クビ 23．9�
11 トレジャートローヴ 牡4芦 57 中谷 雄太吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448＋ 8 〃 アタマ 3．6�
68 	 スズカディープ 
5青鹿57 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B428＋122：02．1クビ 16．2
56 	 ミスズダンディー 牡5鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 470± 0 〃 ハナ 43．0�
69 メイショウミツボシ 牡5鹿 57 菊沢 一樹松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 480± 02：02．42 51．6�
45 ラウレアブルーム 牡5鹿 57 森 裕太朗横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 494－122：02．82� 57．4�
44 パワーウーマン 牝5栗 55 �島 克駿寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 518＋122：03．33 36．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，249，000円 複勝： 65，276，600円 枠連： 45，399，800円
馬連： 169，818，500円 馬単： 73，513，700円 ワイド： 82，932，900円
3連複： 244，351，100円 3連単： 356，742，300円 計： 1，091，283，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 310円 � 500円 枠 連（5－8） 1，240円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，450円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 15，240円 3 連 単 ��� 61，430円

票 数

単勝票数 計 532490 的中 � 115142（2番人気）
複勝票数 計 652766 的中 � 128152（2番人気）� 51320（5番人気）� 28088（8番人気）
枠連票数 計 453998 的中 （5－8） 28189（3番人気）
馬連票数 計1698185 的中 �� 53767（8番人気）
馬単票数 計 735137 的中 �� 14014（12番人気）
ワイド票数 計 829329 的中 �� 23530（9番人気）�� 14744（17番人気）�� 6723（38番人気）
3連複票数 計2443511 的中 ��� 12024（51番人気）
3連単票数 計3567423 的中 ��� 4210（202番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．3―13．0―12．7―11．9―11．7―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―37．5―50．5―1：03．2―1：15．1―1：26．8―1：38．4―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グラットシエル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．10．1 阪神3着

2014．4．4生 牡3黒鹿 母 リ リ ア ー レ 母母 エ グ ジ ジ ェ 10戦3勝 賞金 47，688，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時31分に変更。
〔制裁〕 グラットシエル号の騎手浜中俊は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

3504812月10日 晴 良 （29中京4）第4日 第12競走 ��
��2，200�

な が ら が わ

長 良 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55�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 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

612� バ リ ン グ ラ 牡3鹿 55 	島 克駿 �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-
stown Stud 526＋ 82：13．9 6．7�

23 ス プ マ ン テ 牡3青鹿55 中谷 雄太石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 478＋ 42：14．0
 11．6�
24 バリオラージュ 牡3鹿 55 丸山 元気 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B464＋ 8 〃 クビ 39．8�
36 ア ン セ ム 牡3鹿 55 浜中 俊 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 462－ 42：14．1� 2．7�
714 ヴァンベールシチー 牡3栗 55 川須 栄彦 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 422＋ 2 〃 ハナ 21．3	
11 コールストーム 牡3鹿 55 酒井 学�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 6 〃 アタマ 19．9

817 ジュニエーブル 牡3鹿 55 西田雄一郎柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 444－ 62：14．2クビ 13．2�
47 タガノヤグラ 牡3栗 55 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 62：14．3� 68．1�
12 ナリタプレジデント 牡3鹿 55 熊沢 重文�オースミ 沖 芳夫 様似 清水 誠一 446－ 2 〃 アタマ 9．9
713� ホウオウジャンプ 牡3鹿 55 黛 弘人小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 498－102：14．4クビ 42．7�
48 � マイネルツィール 牡4鹿 57 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 496＋12 〃 アタマ 6．9�
611 ハートオブスワロー 牝3黒鹿53 木幡 初也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 432－ 42：14．5
 52．1�
816 インターンシップ 牡6鹿 57 藤岡 康太近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 462＋ 22：14．6
 8．7�
59 レッドカルディア 牝4鹿 55 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454－102：14．81 55．5�
818� コスモトゥイーク 牡3黒鹿55 長岡 禎仁松谷 翔太氏 石栗 龍彦 新冠 ビッグレッドファーム 490－122：15．54 141．5�
510 ベストレート 牝4鹿 55 中井 裕二�G1レーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 506＋ 4 〃 アタマ 185．3�
715 クラウンジーニアス �5栗 57 国分 恭介�クラウン 松永 康利 新冠 松浦牧場 B490＋ 62：15．6
 181．6�
35 マコトクラダリング 牝4鹿 55 高田 潤�ディアマント 	島 一歩 安平 ノーザンファーム 530＋202：15．81 226．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，573，200円 複勝： 70，468，200円 枠連： 35，853，100円
馬連： 118，629，000円 馬単： 52，417，700円 ワイド： 75，592，800円
3連複： 179，138，500円 3連単： 237，831，500円 計： 824，504，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 340円 � 310円 � 1，160円 枠 連（2－6） 3，370円

馬 連 �� 5，500円 馬 単 �� 9，800円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 5，680円 �� 5，030円

3 連 複 ��� 45，930円 3 連 単 ��� 171，050円

票 数

単勝票数 計 545732 的中 � 64344（2番人気）
複勝票数 計 704682 的中 � 57660（6番人気）� 64164（4番人気）� 13960（13番人気）
枠連票数 計 358531 的中 （2－6） 8231（17番人気）
馬連票数 計1186290 的中 �� 16688（19番人気）
馬単票数 計 524177 的中 �� 4008（33番人気）
ワイド票数 計 755928 的中 �� 11101（19番人気）�� 3399（55番人気）�� 3845（45番人気）
3連複票数 計1791385 的中 ��� 2925（127番人気）
3連単票数 計2378315 的中 ��� 1008（502番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．9―35．3―48．1―1：00．5―1：13．2―1：25．9―1：37．8―1：49．8―2：01．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1
1
3

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

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

�バ リ ン グ ラ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Montjeu デビュー 2016．11．26 東京1着

2014．2．27生 牡3鹿 母 Sweet Dreams Baby 母母 Shahtoush 6戦2勝 賞金 22，068，000円
〔制裁〕 バリングラ号の騎手	島克駿は，最後の直線コースでの御法（外側に逃避された）について戒告。
※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 カマクラ号・マサノヒロイン号
（非抽選馬） 2頭 グランプリアクセル号・ハギノカエラ号

４レース目



（29中京4）第4日 12月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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
厩務員出走奨励金

186，180，000円
7，590，000円
13，740，000円
1，400，000円
19，970，000円
65，913，000円
4，974，800円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
387，171，000円
454，715，300円
177，021，500円
715，445，900円
371，661，400円
447，062，300円
1，004，892，600円
1，551，331，700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 5，109，301，700円

総入場人員 18，329名 （有料入場人員 16，313名）
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