
3502512月8日 晴 良 （30中京4）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時00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

812 ユーフォニー 牝2青鹿54 津村 明秀前田 葉子氏 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458＋ 41：56．0 8．6�

22 ビオレイメル 牝2栗 54 丸山 元気 �ケーエスホール
ディングス 本田 優 新ひだか 前谷 武志 452＋ 21：56．74 1．5�

44 ビ ケ ッ ト 牝2鹿 54
52 △富田 暁小林竜太郎氏 高柳 大輔 新冠 須崎牧場 426－ 41：57．34 21．9�

56 アポロモーリアン 牝2鹿 54
52 △横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 61：57．51 89．2�
811 ノーブルテラ 牝2鹿 54 北村 宏司吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 服部 牧場 474－ 6 〃 クビ 9．5�
11 ア デ リ ナ 牝2黒鹿 54

53 ☆川又 賢治ニューワールドレー
シング� 安田 翔伍 新ひだか 沖田 博志 476＋141：57．92� 7．3	

710 アイトマコト 牝2芦 54 �島 克駿前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470＋ 21：58．11 18．3


67 カ メ チ ャ ン 牝2黒鹿54 中谷 雄太内田 玄祥氏 星野 忍 千歳 社台ファーム 446－ 41：59．48 87．6�
68 サンピラーアイ 牝2黒鹿54 国分 恭介ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 栄進牧場 484－ 81：59．61 36．0�
55 シャトーヒミコ 牝2鹿 54

53 ☆藤田菜七子円城 幸男氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 436－ 82：02．5大差 85．4
79 ブルーエクセル 牝2黒鹿54 中井 裕二小林 哲之氏 安田 隆行 新ひだか チャンピオンズファーム 460－ 42：03．77 53．8�
33 チャンスウィルカム 牝2栗 54 田中 健飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 450－ 22：04．76 62．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，553，500円 複勝： 68，646，400円 枠連： 7，905，400円
馬連： 28，308，100円 馬単： 21，467，600円 ワイド： 22，374，300円
3連複： 42，124，700円 3連単： 69，537，700円 計： 280，917，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 180円 � 110円 � 340円 枠 連（2－8） 230円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，660円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 16，710円

票 数

単勝票数 計 205535 的中 � 20124（3番人気）
複勝票数 計 686464 的中 � 29359（4番人気）� 528114（1番人気）� 11645（6番人気）
枠連票数 計 79054 的中 （2－8） 25636（1番人気）
馬連票数 計 283081 的中 �� 42149（2番人気）
馬単票数 計 214676 的中 �� 9454（8番人気）
ワイド票数 計 223743 的中 �� 28072（1番人気）�� 2965（20番人気）�� 10973（5番人気）
3連複票数 計 421247 的中 ��� 12069（8番人気）
3連単票数 計 695377 的中 ��� 3016（55番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．6―12．8―12．7―13．1―13．4―13．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．7―50．5―1：03．2―1：16．3―1：29．7―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユーフォニー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sky Mesa デビュー 2018．9．15 阪神7着

2016．3．26生 牝2青鹿 母 ヴォルドニュイ 母母 Play Ballado 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャトーヒミコ号・ブルーエクセル号・チャンスウィルカム号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成31年1月8日まで平地競走に出走できない。
※カメチャン号・ノーブルテラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3502612月8日 曇 良 （30中京4）第3日 第2競走 ��1，400�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 7，500，000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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

611 フィールザファラオ 牡3黒鹿56 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 456＋ 41：25．1 9．9�
12 コスモビスティー 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 480＋ 2 〃 クビ 39．3�
815 クインズラミントン 牡4鹿 57 B．アヴドゥラ 亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 482＋ 61：25．2クビ 15．4�

（豪）

11 クリムズンフラッグ 牡3黒鹿 56
54 △横山 武史加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 528＋ 81：25．62� 8．4�

713 オウケンスターダム 牡4鹿 57
56 ☆川又 賢治福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 484＋ 41：25．92 5．7�

23 オーシャンビュー 牡5鹿 57 北村 友一冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 452＋ 41：26．0� 4．8�
48 � リープスプラウト 牡4栗 57 丸山 元気多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 490－ 4 〃 アタマ 98．3	
59 � ジャックナイフ 牡4鹿 57 松山 弘平岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 竹中牧場 468＋ 21：26．1� 23．9

714 ササノユキオルフェ 牡3栗 56 丸田 恭介佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 496＋ 21：26．2クビ 5．8�
816 タ ラ ニ ス 牡3黒鹿 56

54 △富田 暁藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 B488＋141：26．3� 14．6�
36 ダブルミステリー 牝4栗 55

54 ☆藤田菜七子西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 61：26．51	 74．0
612� コールドターキー 牡3栗 56 吉田 隼人薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 B454－ 11：26．82 77．9�
47 � フレンドアリス 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 450－ 61：27．01 168．2�
510 キタノユウキ 牡3鹿 56 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 540＋121：27．21 5．7�
35 ミコジェンヌ 牝3栗 54 荻野 琢真古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 448－ 21：27．3� 390．9�
24 ヒロシゲグローリー 牡4鹿 57 松田 大作阿尾 浩和氏 北出 成人 新ひだか 谷岡スタット 510＋281：28．25 15．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，186，100円 複勝： 33，139，500円 枠連： 10，541，300円
馬連： 38，618，400円 馬単： 17，943，500円 ワイド： 31，928，000円
3連複： 64，076，700円 3連単： 64，995，200円 計： 283，428，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 680円 � 500円 枠 連（1－6） 3，580円

馬 連 �� 20，050円 馬 単 �� 40，650円

ワ イ ド �� 4，790円 �� 2，080円 �� 4，750円

3 連 複 ��� 68，160円 3 連 単 ��� 371，030円

票 数

単勝票数 計 221861 的中 � 17818（6番人気）
複勝票数 計 331395 的中 � 33095（4番人気）� 11828（10番人気）� 16878（8番人気）
枠連票数 計 105413 的中 （1－6） 2279（16番人気）
馬連票数 計 386184 的中 �� 1492（52番人気）
馬単票数 計 179435 的中 �� 331（111番人気）
ワイド票数 計 319280 的中 �� 1708（51番人気）�� 4011（30番人気）�� 1721（50番人気）
3連複票数 計 640767 的中 ��� 705（179番人気）
3連単票数 計 649952 的中 ��� 127（1004番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．2―59．6―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールザファラオ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View デビュー 2017．10．15 東京8着

2015．6．16生 牡3黒鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 9戦2勝 賞金 15，250，000円
〔その他〕 ヒロシゲグローリー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヒロシゲグローリー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年1月8日まで出走できない。
※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。

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３日



3502712月8日 曇 良 （30中京4）第3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）

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

48 ファビラスヒーロー �5芦 57
56 ☆義 英真吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 490＋121：13．0 6．5�

714 ゼ セ ル 牡4鹿 57 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 492＋16 〃 クビ 16．6�
35 アメイズミー 牡4鹿 57 菱田 裕二�G1レーシング 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 61：13．1アタマ 22．4�
815 ノ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 北村 友一ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482± 01：13．2� 38．7�
816 メイショウバイタル 牡3青鹿56 �島 克駿松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 赤田牧場 506＋ 4 〃 ハナ 1．7�
47 ジェットコルサ 牡6青 57 丸山 元気尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 476＋ 41：13．3	 12．3	
611 ロ ン ス 牝3芦 54

51 ▲西村 淳也熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 21：13．4	 25．5

24 シアトルトウショウ 牝3青鹿54 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464－14 〃 アタマ 10．8�
713
 モードザナゲット 牝4黒鹿 55

54 ☆藤田菜七子竹本いずみ氏 高橋 裕 浦河 高昭牧場 520＋ 6 〃 ハナ 98．0�
23 アシャカデッシュ 牡3鹿 56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 520＋161：13．5	 18．8
59 
 タキオンレイ 牝4栗 55

53 △横山 武史小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 478＋ 41：13．6クビ 283．5�
612 クリスエステソーロ 牡3鹿 56 福永 祐一了德寺健二ホール

ディングス� 小崎 憲 新ひだか 大滝 康晴 510＋ 21：13．92 20．3�
510 エ ル フ ィ 牝3鹿 54 黛 弘人本間 充氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 448± 01：14．11 51．2�
36 ホウロクダマ 牡4鹿 57

55 △富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 550＋ 6 〃 クビ 225．1�

12 
 ワンダーグロワール 牡6鹿 57 城戸 義政山本 能成氏 奥村 豊 日高 日西牧場 514＋ 61：16．1大差 63．0�
11 ヒロノオリオン 牝3鹿 54 藤岡 康太サンエイ開発� 高橋 康之 むかわ 宇南山牧場 482＋ 61：16．42 66．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，700，500円 複勝： 45，457，200円 枠連： 11，782，000円
馬連： 38，181，400円 馬単： 19，949，100円 ワイド： 31，671，300円
3連複： 59，231，000円 3連単： 72，207，000円 計： 304，179，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 290円 � 870円 � 740円 枠 連（4－7） 5，190円

馬 連 �� 6，590円 馬 単 �� 12，310円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 1，970円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 26，000円 3 連 単 ��� 143，810円

票 数

単勝票数 計 257005 的中 � 31268（2番人気）
複勝票数 計 454572 的中 � 47390（2番人気）� 12653（9番人気）� 15271（6番人気）
枠連票数 計 117820 的中 （4－7） 1759（15番人気）
馬連票数 計 381814 的中 �� 4488（19番人気）
馬単票数 計 199491 的中 �� 1215（33番人気）
ワイド票数 計 316713 的中 �� 4147（19番人気）�� 4167（18番人気）�� 2109（39番人気）
3連複票数 計 592310 的中 ��� 1708（75番人気）
3連単票数 計 722070 的中 ��� 364（391番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．8―12．9―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―35．0―47．9―1：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．0
3 ・（1，2，14）16（3，4，10）（8，11，12）－15，7（5，13）6，9 4 ・（1，2）14（3，4，16）（10，12）8（15，11）（7，13）（6，5）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファビラスヒーロー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．7．4 中京8着

2013．3．10生 �5芦 母 サトノサクラ 母母 シジェームサン 20戦3勝 賞金 30，750，000円
〔制裁〕 メイショウバイタル号の騎手�島克駿は，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。
※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 セイウンアワード号・リーガルリリー号

3502812月8日 曇 良 （30中京4）第3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 7，800，000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

610 キークラッカー 牡5鹿 60 石神 深一北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 520－ 83：19．7 8．5�
712 シーライオン 牡4黒鹿60 北沢 伸也石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 小泉牧場 498＋ 23：20．12� 2．6�
33 フォルテメンテ 牡4鹿 60 江田 勇亮伊東 純一氏 星野 忍 新ひだか 桑嶋 峰雄 522＋ 43：20．2� 2．9�
11 デカルコマニー 牡3鹿 58 草野 太郎松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 454－ 23：20．3� 18．6�
69 パリカラノテガミ 牡7鹿 60 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 452－ 23：20．62 7．1�
711 ブライトクォーツ 牡4鹿 60 熊沢 重文 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 492＋203：20．7� 7．9	
34 レインボーナンバー 牡3黒鹿58 難波 剛健 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 476＋103：20．8クビ 38．2

58 ダイチョウセブン 牡3青鹿58 植野 貴也長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 480＋143：21．33 105．1�
22 ピエナシニスター 牝3栗 56 黒岩 悠本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 460＋163：22．89 130．2�
46 リングオブハピネス 牝5栗 58 佐久間寛志五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 478＋203：25．5大差 41．5
814 ソウラセブン 牝3青鹿56 蓑島 靖典村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 440－ 23：25．92 156．8�
813 デルマバラライカ 牡3黒鹿58 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 524－ 43：26．22 58．3�
57 インフルエンサー 牡4鹿 60 山本 康志中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 444＋ 83：27．15 140．5�
45 � メルドオール 牡6鹿 60 高野 和馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 日高 浦新 徳司 448± 0 （競走中止） 98．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，372，100円 複勝： 15，919，800円 枠連： 8，251，700円
馬連： 24，114，500円 馬単： 13，704，400円 ワイド： 16，568，400円
3連複： 37，406，100円 3連単： 52，112，700円 計： 183，449，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 200円 � 120円 � 120円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 530円 �� 520円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 10，810円

票 数

単勝票数 計 153721 的中 � 14431（5番人気）
複勝票数 計 159198 的中 � 14244（4番人気）� 39975（1番人気）� 39683（2番人気）
枠連票数 計 82517 的中 （6－7） 13236（2番人気）
馬連票数 計 241145 的中 �� 11896（4番人気）
馬単票数 計 137044 的中 �� 3020（13番人気）
ワイド票数 計 165684 的中 �� 7010（7番人気）�� 7153（6番人気）�� 27432（1番人気）
3連複票数 計 374061 的中 ��� 24628（2番人気）
3連単票数 計 521127 的中 ��� 3492（26番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 51．0－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キークラッカー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2015．11．8 東京5着

2013．3．22生 牡5鹿 母 ウーマンインレッド 母母 ミスカスウェル 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 メルドオール号は，1周目2号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 カムイ号・ヒダロマン号



3502912月8日 曇 良 （30中京4）第3日 第5競走 ��3，300�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時20分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：34．3稍重

11 ハルキストン 牡3鹿 58 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 448＋ 63：37．6 20．6�
58 シングンマイケル �4鹿 62 金子 光希伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 454± 0 〃 クビ 5．2�
33 ノワールギャルソン 牡6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± 03：39．08 51．4�
814 アドマイヤフォルム 牡5黒鹿62 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 490＋ 83：39．53 54．5�
69 カレンバッドボーイ 牡8鹿 60 高田 潤鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 482－ 8 〃 ハナ 98．1�
712 アヴニールマルシェ �6鹿 60 五十嵐雄祐 	キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 504± 03：39．6クビ 3．2

45 ジャズファンク 牡6鹿 60 平沢 健治市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 502± 03：39．81� 2．3�
46 シゲルボスザル 牡4黒鹿60 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 468＋ 8 〃 ハナ 18．0�
57 ヴェラヴァルスター 牡6栗 60 山本 康志保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 518＋ 63：40．01� 45．1
813 ツジスーパーサクラ 牝6芦 60 石神 深一辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 23：40．1� 38．2�
34 ダンツキャンサー 牝7黒鹿60 森 一馬山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 490± 03：40．2� 13．7�
610 クロフネフリート 牡7鹿 60 草野 太郎平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 538± 03：40．94 165．8�
22 マッシヴランナー 牡6黒鹿60 白浜 雄造小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 534＋ 6 〃 ハナ 29．2�
711 ドリームハヤテ 牡8鹿 62 熊沢 重文ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 長谷川 一男 494－ 63：44．9大差 176．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，296，200円 複勝： 21，957，200円 枠連： 9，209，300円
馬連： 28，252，600円 馬単： 15，554，300円 ワイド： 23，607，700円
3連複： 47，218，100円 3連単： 61，777，500円 計： 227，872，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 350円 � 210円 � 890円 枠 連（1－5） 4，320円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 10，000円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 3，110円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 25，560円 3 連 単 ��� 172，260円

票 数

単勝票数 計 202962 的中 � 7873（6番人気）
複勝票数 計 219572 的中 � 16277（5番人気）� 32761（3番人気）� 5415（10番人気）
枠連票数 計 92093 的中 （1－5） 1652（15番人気）
馬連票数 計 282526 的中 �� 5179（12番人気）
馬単票数 計 155543 的中 �� 1166（32番人気）
ワイド票数 計 236077 的中 �� 4782（11番人気）�� 1923（32番人気）�� 2923（21番人気）
3連複票数 計 472181 的中 ��� 1385（69番人気）
3連単票数 計 617775 的中 ��� 260（416番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 50．7－3F 37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→
→�→�」
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

ハルキストン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．7．15 福島2着

2015．5．31生 牡3鹿 母 ベルモントベロニカ 母母 ペ ラ ド ン ナ 障害：8戦2勝 賞金 31，734，000円
〔騎手変更〕 ドリームハヤテ号の騎手高野和馬は，第4競走での落馬負傷のため熊沢重文に変更。
〔制裁〕 アドマイヤフォルム号の騎手北沢伸也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ニホンピロボーラー号・ヒルノマゼラン号・マイブルーヘブン号
（非抽選馬） 1頭 エオヒップス号

3503012月8日 曇 良 （30中京4）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12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
1：48．9
1：47．8

重
重

34 テイエムオスカー 牡3黒鹿 56
53 ▲西村 淳也竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 500＋ 61：52．8 18．3�
59 ハローマイディア 牡5黒鹿57 松山 弘平飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 474＋ 41：53．65 32．3�
46 � アイファーイチオー 牡4栗 57 田中 健中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 502＋ 21：53．7クビ 9．1�
713 リョウランヒーロー 牡4黒鹿 57

55 △横山 武史佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 484＋ 21：53．8� 7．1�
611 フラッグアドミラル 牡4黒鹿 57

55 △富田 暁岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 456－ 41：54．65 49．3�
23 トーセンヴィータ 牡3青鹿56 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム B534＋ 81：55．02� 13．1	
58 キングレイスター 牡4鹿 57 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 B490－ 41：55．1� 64．1

815 サンチェサピーク 牡4黒鹿57 B．アヴドゥラ �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 528＋ 21：55．31� 1．5�

（豪）

814 キモンプリンス 牡3芦 56
55 ☆荻野 極小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 464－ 21：55．62 161．7

35 カイトチャン 牡3黒鹿56 中井 裕二本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 472＋ 41：55．7	 109．0�
11 リキサンゴルト 牡3鹿 56 吉田 隼人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 488± 01：56．55 12．7�
610� シチテンハッキ 牝4鹿 55 黛 弘人 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 464－ 21：56．6� 332．7�
22 ゲイルバローズ 牡4鹿 57 藤岡 康太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 444＋ 41：56．81� 29．1�
712 ボ ン テ ン 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ
アーム 446± 01：57．86 299．5�

47 ラインマッシモ 牡3栗 56
55 ☆藤田菜七子大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 B468－ 8 〃 クビ 31．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，998，200円 複勝： 76，424，200円 枠連： 9，341，300円
馬連： 36，655，100円 馬単： 23，656，300円 ワイド： 32，470，700円
3連複： 53，663，900円 3連単： 86，062，300円 計： 342，272，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 1，050円 � 1，250円 � 520円 枠 連（3－5） 9，890円

馬 連 �� 13，890円 馬 単 �� 30，380円

ワ イ ド �� 3，680円 �� 1，940円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 24，690円 3 連 単 ��� 203，240円

票 数

単勝票数 計 239982 的中 � 10441（6番人気）
複勝票数 計 764242 的中 � 18914（6番人気）� 15572（7番人気）� 41121（3番人気）
枠連票数 計 93413 的中 （3－5） 732（22番人気）
馬連票数 計 366551 的中 �� 2044（29番人気）
馬単票数 計 236563 的中 �� 584（54番人気）
ワイド票数 計 324707 的中 �� 2251（32番人気）�� 4350（19番人気）�� 4098（20番人気）
3連複票数 計 536639 的中 ��� 1630（61番人気）
3連単票数 計 860623 的中 ��� 307（399番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．4―49．3―1：01．9―1：14．6―1：27．4―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

テイエムオスカー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2017．8．5 小倉5着

2015．5．5生 牡3黒鹿 母 テイエムシーズン 母母 モンテカモン 16戦2勝 賞金 20，540，000円
※フラッグアドミラル号・ボンテン号は，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。



3503112月8日 晴 良 （30中京4）第3日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走13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
1：34．2
1：32．3

良
良

57 ワイドファラオ 牡2栗 55 福永 祐一幅田 昌伸氏 中竹 和也 新ひだか フジワラフアーム 500＋ 41：35．2 2．5�
11 サ ラ ミ ス 牡2鹿 55 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 486－ 41：35．41� 9．4�
711 ピ ノ ク ル 牡2黒鹿55 C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 484＋ 21：35．61� 8．0�
（仏）

58 キクノルッカ 牝2鹿 54 吉田 隼人菊池 五郎氏 松田 国英 新ひだか 土田 扶美子 458－101：35．81� 32．6�
34 アンブレイカブル 牡2黒鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 高橋 亮 新ひだか 土居牧場 516± 0 〃 ハナ 41．0	
46 ボ ナ セ ー ラ 牡2鹿 55 藤岡 康太山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 4 〃 ハナ 46．7

22 エ ス タ ジ 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 430－ 61：35．9クビ 8．3�
33 トップウイナー 牡2栗 55 松山 弘平�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 466＋ 21：36．43 12．6�
813 スギノヴォルケーノ 牡2鹿 55 北村 宏司杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 492－ 2 〃 アタマ 3．9
45 ブラックミーティア 牡2黒鹿55 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 浦河 栄進牧場 430－ 61：36．82 70．7�
69 モズリスペクト 牡2青鹿55 柴山 雄一 �キャピタル・システム 飯田 祐史 新ひだか 田中 春美 494＋141：37．22� 112．7�
610 エンパワーメント 牡2鹿 55 黛 弘人吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 432－ 61：37．41� 302．1�
814 ダーリンボウイ 牡2栗 55

53 △横山 武史薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 450－ 41：37．82� 491．7�
712 ショウナンパンサー �2鹿 55

54 ☆荻野 極国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 482－10 （競走中止） 242．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，406，900円 複勝： 34，186，300円 枠連： 8，850，000円
馬連： 40，371，500円 馬単： 21，194，200円 ワイド： 28，067，900円
3連複： 54，794，500円 3連単： 71，983，500円 計： 287，854，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 250円 � 210円 枠 連（1－5） 1，510円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 570円 �� 430円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 13，430円

票 数

単勝票数 計 284069 的中 � 93666（1番人気）
複勝票数 計 341863 的中 � 85872（1番人気）� 29489（6番人気）� 38183（4番人気）
枠連票数 計 88500 的中 （1－5） 4517（5番人気）
馬連票数 計 403715 的中 �� 23927（5番人気）
馬単票数 計 211942 的中 �� 6677（6番人気）
ワイド票数 計 280679 的中 �� 12631（6番人気）�� 17747（3番人気）�� 4696（17番人気）
3連複票数 計 547945 的中 ��� 13143（10番人気）
3連単票数 計 719835 的中 ��� 3884（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．1―47．3―59．7―1：11．7―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ワイドファラオ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．13 東京2着

2016．4．3生 牡2栗 母 ワイドサファイア 母母 クイーンソネット 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走状況〕 ショウナンパンサー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 ショウナンパンサー号は，発馬機内で暴れ，発走直後に騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
※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。

3503212月8日 晴 良 （30中京4）第3日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

612� サンシャーロット 牝4栗 55
53 △横山 武史 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 450＋121：25．0 11．9�

48 レッドリボン 牝4鹿 55 吉田 隼人甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 458＋141：26．17 4．7�
816 アポロマーキュリー 牝4栗 55 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 472＋ 21：26．2� 10．4�
59 ヒ ル ダ 牝5栗 55 丸山 元気吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 ハナ 22．8�
47 トウカイシュテルン 牝4鹿 55 福永 祐一内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 482＋ 61：26．3クビ 5．2�
714 ラプターゲイル 牝3黒鹿54 柴山 雄一 	ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 英樹 B438± 01：26．4� 194．1

611 グラスルーナ 牝3栗 54 黛 弘人半沢	 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 488－ 41：26．71� 111．8�
510 ハ ウ リ ン グ 牝3栗 54 中谷 雄太ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：26．8� 4．3�
35 エイカイマドンナ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448＋121：26．9クビ 48．9
713 ダンツクレイオー 牝3鹿 54

52 △富田 暁山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 484＋ 6 〃 アタマ 9．2�
23 ミッキーマンドリン 牝3鹿 54 北村 宏司野田みづき氏 萩原 清 日高 白井牧場 462－ 21：27．11� 15．1�
815 タガノヴィアーレ 牝5栗 55 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 540＋ 4 〃 アタマ 10．0�
12 ホ ノ カ 牝4鹿 55

54 ☆藤田菜七子�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 490＋101：27．2� 18．0�
11 ラガーユミリン 牝4鹿 55

52 ▲西村 淳也奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 480＋241：27．3クビ 49．7�
24 グッドワード 牝3芦 54

53 ☆井上 敏樹下河�行雄氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 498＋121：27．51� 144．5�
36 メイショウワカクサ 牝4鹿 55 国分 恭介松本 好雄氏 中村 均 浦河 林 孝輝 496＋ 81：28．35 153．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，921，000円 複勝： 36，791，700円 枠連： 16，097，700円
馬連： 47，304，100円 馬単： 20，942，700円 ワイド： 36，684，300円
3連複： 73，835，800円 3連単： 86，053，700円 計： 342，631，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 300円 � 200円 � 280円 枠 連（4－6） 1，370円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 6，330円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，490円 �� 920円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 45，700円

票 数

単勝票数 計 249210 的中 � 16720（7番人気）
複勝票数 計 367917 的中 � 30485（5番人気）� 52212（2番人気）� 33167（4番人気）
枠連票数 計 160977 的中 （4－6） 9061（4番人気）
馬連票数 計 473041 的中 �� 12931（10番人気）
馬単票数 計 209427 的中 �� 2481（28番人気）
ワイド票数 計 366843 的中 �� 9909（9番人気）�� 6206（21番人気）�� 10399（6番人気）
3連複票数 計 738358 的中 ��� 7880（20番人気）
3連単票数 計 860537 的中 ��� 1365（154番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．9―34．5―47．1―1：00．1―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンシャーロット �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 タップダンスシチー

2014．4．14生 牝4栗 母 シ ズ パ ン チ 母母 コバノスカッシュ 15戦1勝 賞金 14，450，000円
初出走 JRA

※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 アポロユッキー号



3503312月8日 晴 良 （30中京4）第3日 第9競走 ��
��2，000�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
1：58．3
1：56．1

良
良

715 レッドエクシード 牡3鹿 56 C．デムーロ �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 480＋ 62：01．4 4．3�
（仏）

11 ル ナ ス テ ラ 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 ハナ 4．3�
816� サンライズサーカス 牡5青鹿57 B．アヴドゥラ 松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B524＋ 22：01．71	 55．3�

（豪）

611 ナ ム ラ マ ル 牡4鹿 57 藤岡 康太奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 510＋ 22：02．23 7．6�
817 フィールインラヴ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 446＋ 6 〃 クビ 147．6	
47 ウインルチル 牝3栗 54 松山 弘平�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 428－ 42：02．3
 56．8

48 ピボットポイント 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 〃 クビ 9．5�
24 レ ユ シ ッ ト 牝3黒鹿 54

52 △横山 武史落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 川島牧場 464＋ 2 〃 ハナ 150．5�
23 トミケンボハテル 牡4芦 57 黛 弘人冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B484＋ 42：02．4クビ 10．7
35 エイシンクリック 牡4鹿 57 �島 克駿�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 474＋ 22：02．5
 9．3�
510 フラットレー �3青鹿56 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：02．71
 6．4�
714 アドマイヤカラット 牝3青鹿54 丸山 元気近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 414＋ 62：02．8
 55．0�
612 ディライトプロミス 牝3鹿 54 津村 明秀 �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith
E Nichols Trust Dated
February18，1999 462＋ 4 〃 ハナ 30．9�

36 ショウナンサザナミ 牝4鹿 55
54 ☆川又 賢治国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 426－ 4 〃 クビ 337．7�

12 ステイキングダム 牡5鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 426＋ 42：03．22 73．4�
818 ミエノインパルス 牡4栗 57 熊沢 重文里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 478－12 〃 クビ 362．0�
713 イペルラーニオ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 62：03．62
 32．3�
59 ド ラ セ ナ �3黒鹿56 北村 友一林 正道氏 中竹 和也 新冠 秋田牧場 464－ 42：04．98 21．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，353，100円 複勝： 49，888，600円 枠連： 14，855，100円
馬連： 56，078，500円 馬単： 24，027，800円 ワイド： 44，652，200円
3連複： 85，635，300円 3連単： 102，258，700円 計： 410，749，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 220円 � 170円 � 880円 枠 連（1－7） 720円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 460円 �� 3，530円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 14，410円 3 連 単 ��� 53，720円

票 数

単勝票数 計 333531 的中 � 61965（1番人気）
複勝票数 計 498886 的中 � 60259（2番人気）� 95342（1番人気）� 11037（11番人気）
枠連票数 計 148551 的中 （1－7） 15927（1番人気）
馬連票数 計 560785 的中 �� 36179（1番人気）
馬単票数 計 240278 的中 �� 7900（1番人気）
ワイド票数 計 446522 的中 �� 27590（1番人気）�� 3084（38番人気）�� 3322（35番人気）
3連複票数 計 856353 的中 ��� 4456（40番人気）
3連単票数 計1022587 的中 ��� 1380（182番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．9―13．1―12．0―11．9―11．9―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．8―49．9―1：01．9―1：13．8―1：25．7―1：37．3―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．7
1
3

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

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

レッドエクシード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．9．24 阪神3着

2015．4．20生 牡3鹿 母 セレブレイションキャット 母母 Lotta Dancing 5戦2勝 賞金 15，550，000円
〔発走状況〕 ドラセナ号は，発走地点で左前肢落鉄。発走時刻7分遅延。
※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 グランノーブル号
※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。

3503412月8日 晴 良 （30中京4）第3日 第10競走 ��
��1，800�

は ま な こ

浜 名 湖 特 別
発走15時00分 （ダート・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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

35 エ オ リ ア 牝4鹿 55 吉田 隼人ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484－ 61：53．4 5．1�

612 メモリーコウ 牝3栗 54 荻野 琢真�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 458－ 61：53．93 44．5�
48 ド ゥ リ ト ル 牡3黒鹿56 福永 祐一大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 494－ 21：54．0	 22．5�
815 テ ィ ー コ ア 牡4栗 57 川又 賢治深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B520＋241：54．21	 289．5�
12 テイエムチューハイ 牡4黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B454－ 21：54．52 3．7�
59 サクラアリュール 牡3栗 56 松山 弘平�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 486＋221：54．6	 8．1	
713 キクノウェスター 牡3鹿 56 城戸 義政菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 矢野牧場 486＋ 41：54．81 29．7

36 フュージョンロック 牡4栗 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 クビ 3．8�
816
 ベ ラ ポ ー サ 牝5鹿 55 C．デムーロ 吉田 和子氏 堀 宣行 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 494± 01：55．65 11．1�
（仏）

510 スズカスマート 牝4鹿 55 柴山 雄一永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 480－121：55．7	 98．9
24 エヴィエイション 牡3青鹿56 丸山 元気ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋121：55．91 33．6�
611 ミヤジユウダイ 牡4鹿 57 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 536－ 41：56．1� 95．5�
23 ラインフェルス 牡6栗 57 菱田 裕二村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 490－ 21：56．84 109．5�
11 ゴールドブラッド 牡4栗 57 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 500＋ 41：57．11� 17．1�
47 アルスフェルト 牝5黒鹿55 B．アヴドゥラ �G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 6 〃 クビ 23．7�
（豪）

714 プライムコード 牡4栗 57 北村 宏司�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 486＋ 21：57．84 17．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，377，400円 複勝： 51，388，800円 枠連： 24，330，900円
馬連： 84，433，100円 馬単： 34，335，800円 ワイド： 59，320，400円
3連複： 119，674，600円 3連単： 143，865，200円 計： 553，726，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 970円 � 530円 枠 連（3－6） 3，420円

馬 連 �� 15，630円 馬 単 �� 25，320円

ワ イ ド �� 4，910円 �� 1，830円 �� 8，390円

3 連 複 ��� 89，220円 3 連 単 ��� 396，580円

票 数

単勝票数 計 363774 的中 � 56076（3番人気）
複勝票数 計 513888 的中 � 73711（3番人気）� 12037（12番人気）� 23836（9番人気）
枠連票数 計 243309 的中 （3－6） 5498（13番人気）
馬連票数 計 844331 的中 �� 4185（45番人気）
馬単票数 計 343358 的中 �� 1017（80番人気）
ワイド票数 計 593204 的中 �� 3097（48番人気）�� 8500（22番人気）�� 1800（69番人気）
3連複票数 計1196746 的中 ��� 1006（202番人気）
3連単票数 計1438652 的中 ��� 263（989番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．4―50．1―1：02．4―1：14．9―1：27．7―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
6，4（1，12）（8，15）2（5，7，16）－（9，14）（11，13）（3，10）
6（4，12）15（1，8）5（2，7，16）（9，14）（11，13）（3，10）

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

勝馬の
紹 介

エ オ リ ア �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 アルカセット デビュー 2016．9．24 阪神6着

2014．3．31生 牝4鹿 母 ス タ リ ア 母母 ダイアゴネル 12戦4勝 賞金 43，425，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時05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。



3503512月8日 晴 良 （30中京4）第3日 第11競走 ��
��2，000�第54回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，29．12．9以降30．12．2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

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

57 ギ ベ オ ン 牡3鹿 56 C．デムーロ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508＋ 41：59．3 3．7�
（仏）

610� ショウナンバッハ 牡7鹿 54 �島 克駿国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B454＋ 6 〃 ハナ 75．3�
712	 ストロングタイタン 牡5鹿 57 B．アヴドゥラ �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 552＋362：00．04 16．6�
（豪）

69 � レイホーロマンス 牝5鹿 51 丸山 元気永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 424－ 22：00．1
 21．0�
711 メートルダール 牡5鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 486－ 42：00．2
 4．6�
11 エ ン ジ ニ ア 牡5鹿 54 北村 宏司髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 482± 0 〃 クビ 11．6	
45 マサハヤドリーム 牡6鹿 55 北村 友一中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474＋182：00．41 231．8

814 マイスタイル 牡4鹿 56 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 460± 0 〃 クビ 4．4�
22 アメリカズカップ 牡4黒鹿56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 ハナ 42．2�
58 ドレッドノータス �5栗 56 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 アタマ 7．5
46 ハクサンルドルフ 牡5黒鹿55 藤岡 康太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 476± 0 〃 クビ 21．8�
34 エテルナミノル 牝5黒鹿54 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 42：00．61� 45．6�
33 グ レ イ ル 牡3黒鹿55 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：00．7
 9．3�
813� スズカディープ �6青鹿53 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B428－ 22：02．29 240．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 132，055，400円 複勝： 200，588，700円 枠連： 60，431，000円
馬連： 406，928，800円 馬単： 136，105，200円 ワイド： 259，038，100円
3連複： 707，388，400円 3連単： 857，201，700円 計： 2，759，737，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 1，030円 � 540円 枠 連（5－6） 2，090円

馬 連 �� 15，830円 馬 単 �� 23，420円

ワ イ ド �� 4，010円 �� 1，330円 �� 7，360円

3 連 複 ��� 46，690円 3 連 単 ��� 264，000円

票 数

単勝票数 計1320554 的中 � 278458（1番人気）
複勝票数 計2005887 的中 � 342142（1番人気）� 42971（11番人気）� 88602（9番人気）
枠連票数 計 604310 的中 （5－6） 22400（9番人気）
馬連票数 計4069288 的中 �� 19920（44番人気）
馬単票数 計1361052 的中 �� 4357（76番人気）
ワイド票数 計2590381 的中 �� 16494（46番人気）�� 51656（16番人気）�� 8914（61番人気）
3連複票数 計7073884 的中 ��� 11362（137番人気）
3連単票数 計8572017 的中 ��� 2354（728番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．2―11．5―11．4―11．8―12．3―12．3―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．8―47．3―58．7―1：10．5―1：22．8―1：35．1―1：46．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギ ベ オ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2017．12．17 阪神1着

2015．2．20生 牡3鹿 母 コンテスティッド 母母 Gold Vault 6戦3勝 賞金 116，993，000円
〔制裁〕 スズカディープ号の騎手岩崎翼は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番）

スズカディープ号の騎手岩崎翼は，2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・4番・2番）
ショウナンバッハ号の騎手�島克駿は，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。

※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。

3503612月8日 晴 良 （30中京4）第3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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

611 トーセンリラ 牝3栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ
スティファーム 454－ 81：21．0 23．3�

23 グロワールシチー 牡4鹿 57 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 466＋ 21：21．1� 26．7�
715 ヤマニンペダラーダ 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 468＋ 21：21．2� 14．8�
713	 ラルムドランジュ 牝3青鹿54 北村 宏司�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-

stown Stud 414＋ 2 〃 クビ 26．4�
12 ラ ン ス マ ン 
3鹿 56 丸山 元気吉田 勝己氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 552＋ 2 〃 アタマ 12．2	
714 グラドゥアーレ 牡4栗 57 柴山 雄一 
シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 480± 01：21．3クビ 3．5�
48 サレンティーナ 牡4栗 57 B．アヴドゥラ 
サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 2 〃 クビ 8．7�
（豪）

36 � トーホウシーマ 牡4栗 57 松山 弘平東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 492＋ 21：21．4クビ 82．8
818	 ズ ア ー 牡4鹿 57 C．デムーロ 吉田 和美氏 池添 学 米 Lane’s End

Bloodstock 500－ 2 〃 アタマ 19．5�
（仏）

510 ショウナンタイザン 牡5黒鹿57 吉田 隼人国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 510＋ 6 〃 クビ 16．1�
817 ステラルージュ 牝4栗 55 荻野 極野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 406＋ 2 〃 アタマ 53．6�
11 ダークナイトムーン 牡3鹿 56 福永 祐一 
社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476－ 41：21．61� 7．2�
612	 コスモペリドット 牡4栗 57 津村 明秀 
ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-

vestments Ltd 498－ 2 〃 ハナ 5．8�
47 ア プ ト 牝4黒鹿55 藤岡 康太ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B440± 01：21．7 61．8�
59 � チョコマウンテン 牡4鹿 57 横山 武史�Basic 小野 次郎 新ひだか 桜井牧場 508＋141：21．91� 209．7�
816 ダノンブライト 牡6青鹿57 �島 克駿�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 476＋ 21：22．11� 10．6�
24 スワーヴエドワード 牡3鹿 56 川又 賢治�NICKS 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：22．2クビ 89．1�
35 セイウンキラビヤカ 牝4鹿 55 黛 弘人西山 茂行氏 池上 昌和 日高 賀張中川牧場 472－ 61：22．73 189．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，257，100円 複勝： 71，249，600円 枠連： 27，209，500円
馬連： 101，096，600円 馬単： 40，110，900円 ワイド： 74，389，900円
3連複： 159，631，600円 3連単： 186，869，900円 計： 710，815，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，330円 複 勝 � 700円 � 830円 � 440円 枠 連（2－6） 5，650円

馬 連 �� 18，140円 馬 単 �� 31，660円

ワ イ ド �� 5，440円 �� 3，870円 �� 4，450円

3 連 複 ��� 79，760円 3 連 単 ��� 467，170円

票 数

単勝票数 計 502571 的中 � 17188（10番人気）
複勝票数 計 712496 的中 � 26496（10番人気）� 21728（12番人気）� 45398（7番人気）
枠連票数 計 272095 的中 （2－6） 3729（21番人気）
馬連票数 計1010966 的中 �� 4319（65番人気）
馬単票数 計 401109 的中 �� 950（123番人気）
ワイド票数 計 743899 的中 �� 3520（63番人気）�� 4967（49番人気）�� 4312（55番人気）
3連複票数 計1596316 的中 ��� 1501（256番人気）
3連単票数 計1868699 的中 ��� 290（1474番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―10．9―11．3―11．8―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．0―45．3―57．1―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンリラ �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．7 東京2着

2015．3．27生 牝3栗 母 トーセンデイジー 母母 イ レ イ シ ャ 7戦2勝 賞金 22，769，000円
〔制裁〕 トーセンリラ号の騎手田中勝春は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番）

グロワールシチー号の騎手菱田裕二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：18番・14
番）
ラルムドランジュ号の騎手北村宏司は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・17番・

12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。
（非抽選馬） 3頭 オリエンタルポリス号・カレン号・ニシノエアレス号
※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。



（30中京4）第3日 12月8日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

256，730，000円
14，170，000円
1，970，000円
30，500，000円
77，448，500円
6，625，600円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
433，477，500円
705，638，000円
208，805，200円
930，342，700円
388，991，800円
660，773，200円
1，504，680，700円
1，854，925，100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 6，687，634，200円

総入場人員 14，902名 （有料入場人員 12，843名）
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