
3504912月15日 晴 稍重 （30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
1：24．3
1：23．0

良
重

47 オールミラージュ 牡2栗 55
53 △横山 武史田頭 勇貴氏 伊藤 正徳 新冠 スカイビーチステーブル 442＋ 21：26．9 36．9�

35 シンゼンマックス 牡2栗 55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 482＋ 21：27．0� 2．1�
36 アールグランツ 牡2黒鹿 55

53 △富田 暁前原 敏行氏 藤岡 健一 登別 ユートピア牧場 468± 0 〃 ハナ 3．5�
59 ロンリーウェイ 牡2青鹿 55

54 ☆井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 新冠 有限会社 大
作ステーブル 470＋ 21：27．21� 28．3�

24 レルシュタープ 牡2黒鹿55 吉田 隼人水上 行雄氏 吉田 直弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456＋ 81：27．73 14．8�

23 シダクティブノンコ 牝2栗 54 松山 弘平吉田 千津氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 466－10 〃 クビ 7．7�
713 タイセイレオーネ 牡2栗 55 太宰 啓介田中 成奉氏 松下 武士 浦河 川越ファーム 472＋ 41：28．02 20．4	
510 ブレーンクロー 牡2栗 55 小崎 綾也藤井聡一郎氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 81：28．21� 28．4

815 ヤサカリベルテ 牡2栗 55

54 ☆藤田菜七子志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 446± 0 〃 クビ 32．9�
12 ア ム ル ー ズ 牝2鹿 54 丸田 恭介�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 21：28．3� 118．3
48 チ ャ ン ダ ナ 牝2芦 54 蛯名 正義�ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 472＋101：28．4クビ 134．6�
816 サバイバルクイーン 牝2鹿 54 柴山 雄一福田 光博氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 474＋121：29．57 259．7�
11 イグナイトセプター 牡2青鹿 55

54 ☆荻野 極野田 善己氏 中竹 和也 新ひだか フジワラフアーム 416± 01：29．71� 39．7�
611 クイーンズクレスト 牝2栃栗 54

53 ☆加藤 祥太�木村牧場 加用 正 日高 木村牧場 464＋ 41：29．8� 220．7�
714 チョウヤバイ 牡2鹿 55

52 ▲服部 寿希丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 金石牧場 428－ 21：30．0� 358．9�
612 デアリングヴェスタ 牝2鹿 54 丸山 元気�フクキタル 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 438－ 41：32．6大差 91．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，018，200円 複勝： 29，696，300円 枠連： 11，627，500円
馬連： 37，571，600円 馬単： 19，519，600円 ワイド： 31，660，300円
3連複： 59，878，800円 3連単： 70，207，700円 計： 283，180，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，690円 複 勝 � 390円 � 120円 � 140円 枠 連（3－4） 1，420円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 8，440円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，140円 �� 200円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 34，880円

票 数

単勝票数 計 230182 的中 � 5288（9番人気）
複勝票数 計 296963 的中 � 11650（7番人気）� 85750（1番人気）� 59783（2番人気）
枠連票数 計 116275 的中 （3－4） 6322（5番人気）
馬連票数 計 375716 的中 �� 9935（10番人気）
馬単票数 計 195196 的中 �� 1733（28番人気）
ワイド票数 計 316603 的中 �� 9900（8番人気）�� 6059（14番人気）�� 49980（1番人気）
3連複票数 計 598788 的中 ��� 18943（6番人気）
3連単票数 計 702077 的中 ��� 1459（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．4―48．0―1：00．8―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールミラージュ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．9．30 中山9着

2016．3．2生 牡2栗 母 リクエストアワー 母母 ハッピーリクエスト 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デアリングヴェスタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月15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 スズカモンド号

3505012月15日 晴 稍重 （30中京4）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走10時30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
1：48．9
1：47．8

重
重

12 カリーニョミノル 牝4鹿 55
53 △富田 暁吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 490± 01：53．9 2．0�

611 カ リ ン カ 牝3黒鹿54 松山 弘平寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 430－ 21：54．11� 3．2�
816 センショウレイナ 牝5鹿 55 吉田 隼人川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 61：54．31 20．1�
23 コウセイマユヒメ 牝7鹿 55 蛯名 正義杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 464＋ 8 〃 クビ 65．4�
510 クラウンロマン 牝5芦 55 丸山 元気矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 462± 01：54．72� 20．0�
48 メイショウバーズ 牝5鹿 55

54 ☆藤田菜七子松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 478＋ 61：54．8� 18．7	
713 ハギノセゾン 牝7青鹿55 津村 明秀安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 496－ 4 〃 クビ 50．2

815 ダンツカホウ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 496＋ 6 〃 アタマ 64．5�
36 ク ー ド ロ ア 牝3鹿 54

52 △横山 武史吉田 照哉氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 438＋ 61：56．07 15．8�
35 ビップベリンダ 牝3黒鹿54 �島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 506＋141：56．21� 101．8
11 キクノロージズ 牝3芦 54 松田 大作菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 488＋ 71：56．3� 30．4�
47 	 ヴィオローネ 牝3鹿 54 城戸 義政奈良﨑孝一郎氏 作田 誠二 千歳 社台ファーム 448＋ 41：56．62 486．5�
612 スターリバー 牝3栗 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 448－ 41：57．13 478．0�
59 ミトノクイーン 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真ロイヤルパーク 田所 秀孝 新ひだか タガミファーム B470＋ 21：57．31� 15．8�
714 ラ ド ル ク ス 牝3栗 54

53 ☆荻野 極水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 496＋ 21：57．72� 44．3�
24 スターリングブルス 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 486± 01：58．87 17．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，721，500円 複勝： 35，366，300円 枠連： 10，235，100円
馬連： 38，993，200円 馬単： 21，490，300円 ワイド： 33，383，300円
3連複： 57，563，900円 3連単： 75，704，000円 計： 296，457，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 360円 枠 連（1－6） 280円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 150円 �� 870円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 6，700円

票 数

単勝票数 計 237215 的中 � 92527（1番人気）
複勝票数 計 353663 的中 � 128583（1番人気）� 74729（2番人気）� 12743（8番人気）
枠連票数 計 102351 的中 （1－6） 27786（1番人気）
馬連票数 計 389932 的中 �� 109422（1番人気）
馬単票数 計 214903 的中 �� 35925（1番人気）
ワイド票数 計 333833 的中 �� 82219（1番人気）�� 7710（11番人気）�� 6387（14番人気）
3連複票数 計 575639 的中 ��� 20352（6番人気）
3連単票数 計 757040 的中 ��� 8181（13番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―13．3―13．0―12．9―13．1―13．2―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―37．0―50．0―1：02．9―1：16．0―1：29．2―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．9
1
3
9（4，11）（8，15，14）（1，10）2（3，6）16（5，13）7＝12・（9，14）（11，2）（4，15）（10，3）1（8，16）（13，6）（5，7）－12

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

勝馬の
紹 介

カリーニョミノル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．31 新潟4着

2014．5．14生 牝4鹿 母 ダイワジェラート 母母 ビューティーメイク 19戦3勝 賞金 40，320，000円
〔制裁〕 ミトノクイーン号の騎手義英真は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

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５日



3505112月15日 晴 稍重 （30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）

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

813 メイショウラケーテ 牡4黒鹿 57
56 ☆荻野 極松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 464＋ 61：12．5 1．9�

610 クリノケンリュウ 牡4栗 57
56 ☆義 英真栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 496＋ 4 〃 アタマ 13．8�

712� リュウシンベガス 牡4黒鹿57 長岡 禎仁桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 504± 01：12．6� 169．1�
46 � ラブリースパイス 牝4栗 55

53 △横山 武史前田 幸治氏 北出 成人 新冠 平山牧場 440＋ 21：12．7クビ 13．0�
57 カスタネアエメ 牡3栗 56

54 △富田 暁�三嶋牧場 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 488＋ 61：12．91 75．8	
33 ヘ ー ザ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 436＋ 4 〃 クビ 9．7

69 タイムレスメロディ 牝5鹿 55

54 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B432－ 41：13．11� 28．4�
22 メイショウバイタル 牡3青鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 赤田牧場 506± 01：13．2� 3．5�
58 コスモコレクション 牡5栗 57 原田 和真 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 492－10 〃 ハナ 63．6
11 メイショウアテン 牝4鹿 55

52 ▲服部 寿希松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 472＋ 41：13．51� 141．2�
814 フェルトベルク 牝4鹿 55 城戸 義政加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 B436＋ 41：13．6� 19．9�
711 ナムラストロベリー 牝3鹿 54

53 ☆藤田菜七子奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 458＋ 21：13．91� 24．1�
34 タックボーイ 牡4鹿 57 伴 啓太 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 21：14．0� 296．6�
45 ロンリーハート 牝3青鹿 54

53 ☆井上 敏樹薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 472－ 41：14．1クビ 22．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，028，000円 複勝： 48，492，000円 枠連： 10，881，600円
馬連： 40，116，100円 馬単： 25，237，200円 ワイド： 33，670，700円
3連複： 61，824，900円 3連単： 85，438，000円 計： 332，688，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 390円 � 2，170円 枠 連（6－8） 660円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 490円 �� 4，250円 �� 17，450円

3 連 複 ��� 48，450円 3 連 単 ��� 126，670円

票 数

単勝票数 計 270280 的中 � 108245（1番人気）
複勝票数 計 484920 的中 � 218048（1番人気）� 20553（5番人気）� 3091（13番人気）
枠連票数 計 108816 的中 （6－8） 12650（2番人気）
馬連票数 計 401161 的中 �� 29343（3番人気）
馬単票数 計 252372 的中 �� 11521（4番人気）
ワイド票数 計 336707 的中 �� 19515（3番人気）�� 1946（37番人気）�� 468（71番人気）
3連複票数 計 618249 的中 ��� 957（101番人気）
3連単票数 計 854380 的中 ��� 489（319番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．8―12．4―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．5―47．9―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 ・（3，5，6，13）（8，10，11，14）（2，9）1（7，12）－4 4 3（5，6，13）（8，10）（11，14）（1，2，9）（7，12）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウラケーテ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．12．24 阪神6着

2014．4．6生 牡4黒鹿 母 クィーンロマンス 母母 オグリロマンス 16戦3勝 賞金 50，577，000円
〔制裁〕 メイショウラケーテ号の調教師松永昌博は，馬場入場後に同馬の左頬革の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

メイショウバイタル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戒告。（被害馬：9番）

3505212月15日 晴 良 （30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 7，800，000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

11 ムーンクレスト 牡6鹿 60 平沢 健治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 486＋143：21．7 1．7�

22 リリーシューター 牡5鹿 60 森 一馬土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 506＋ 83：21．8� 3．8�
34 ユキノエルドール 牡4栗 60 大江原 圭井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 43：23．07 45．8�
58 ドラゴンバローズ 牡6栗 60 佐久間寛志猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 508＋163：23．1クビ 10．4�
711 ワンスインアライフ 牡5鹿 60 北沢 伸也前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 482＋143：23．2� 7．3�
69 モルドレッド 牡3鹿 58 草野 太郎村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 502＋183：23．73 162．7	
45 リュクサンブール �7鹿 60 五十嵐雄祐村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474± 03：24．33� 9．0

814	 ヴォルパンテール 牝3黒鹿56 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

468＋ 43：24．93� 86．0�
46 リネンソング 牡5黒鹿60 蓑島 靖典戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 478＋ 83：25．0� 407．5�
813	 ストレイライトラン 牡3黒鹿58 金子 光希 �ローレルレーシング 堀井 雅広 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 488＋ 83：25．21
 128．7
712 ショウナンバリウス 牡3黒鹿58 石神 深一国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 496＋ 83：26．26 49．5�
610 リルインフィニティ 牝3鹿 56 江田 勇亮西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 508－ 63：26．52 361．7�
33 シゲルミズナ 牝3鹿 56 中村 将之森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 506＋ 83：29．0大差 123．8�
57 ニ コ ラ オ ス 牡3鹿 58 原田 和真八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 498＋ 83：30．38 410．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，296，500円 複勝： 19，918，800円 枠連： 8，971，800円
馬連： 26，303，300円 馬単： 18，383，900円 ワイド： 18，983，300円
3連複： 43，605，600円 3連単： 73，038，400円 計： 230，501，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 380円 枠 連（1－2） 330円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 160円 �� 880円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 5，460円

票 数

単勝票数 計 212965 的中 � 96409（1番人気）
複勝票数 計 199188 的中 � 75467（1番人気）� 37646（2番人気）� 6950（6番人気）
枠連票数 計 89718 的中 （1－2） 20507（1番人気）
馬連票数 計 263033 的中 �� 65308（1番人気）
馬単票数 計 183839 的中 �� 28918（1番人気）
ワイド票数 計 189833 的中 �� 41008（1番人気）�� 4519（10番人気）�� 3404（12番人気）
3連複票数 計 436056 的中 ��� 15173（6番人気）
3連単票数 計 730384 的中 ��� 9692（16番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 51．9－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ムーンクレスト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．11．1 京都6着

2012．5．6生 牡6鹿 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian 障害：3戦1勝 賞金 12，900，000円
〔発走状況〕 ヴォルパンテール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ヴォルパンテール号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オースミベリル号・ジョーカーワイルド号・マイネルラック号



3505312月15日 晴 稍重 （30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

812 グトルフォス 牡2鹿 55 柴山 雄一林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 510 ―1：56．5 5．4�
（イフウリンリン）

57 カ イ マ ナ 牡2栗 55
54 ☆義 英真 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 492 ―1：56．6� 15．3�
710 シャドウカンパニー 牡2栗 55 荻野 琢真飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 476 ― 〃 クビ 57．9�
813 エ ナ キ ョ ウ 牡2黒鹿55 津村 明秀宮原 廣伸氏 吉田 直弘 浦河 ヒダカフアーム 512 ―1：56．7クビ 17．0�
11 ワインレッドローズ 牝2黒鹿54 丸山 元気飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 462 ―1：57．12� 26．6�
45 � アポロラスベガス 牡2鹿 55

52 ▲西村 淳也アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

540 ―1：57．2	 3．9	
44 バブリーダンス 牝2栗 54 松山 弘平�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―1：58．810 8．8

69 マンハッタンソング 牝2黒鹿54 
島 克駿岡田 牧雄氏 奥村 豊 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486 ―1：58．9	 52．4�
711 リトミカメンテ 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436 ―1：59．21	 3．5

68 エルマスフエルテ 牡2鹿 55
54 ☆加藤 祥太増山 武志氏 羽月 友彦 浦河 
川 啓一 460 ―1：59．41� 11．7�

56 タガノシャイニー �2栗 55
53 △横山 武史八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484 ―2：00．14 131．4�
33 オートルフィーユ 牝2栗 54 吉田 隼人吉田 晴哉氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450 ―2：03．8大差 62．6�
22 ヒロノアンビシャス 牡2鹿 55 松田 大作サンエイ開発� 北出 成人 浦河 杵臼牧場 450 ―2：05．07 26．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，635，600円 複勝： 26，261，300円 枠連： 9，985，900円
馬連： 30，943，900円 馬単： 15，818，300円 ワイド： 24，780，700円
3連複： 44，652，000円 3連単： 50，693，300円 計： 226，771，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 350円 � 990円 枠 連（5－8） 1，620円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 960円 �� 3，760円 �� 4，760円

3 連 複 ��� 23，660円 3 連 単 ��� 98，260円

票 数

単勝票数 計 236356 的中 � 36688（3番人気）
複勝票数 計 262613 的中 � 40081（3番人気）� 19011（6番人気）� 5739（10番人気）
枠連票数 計 99859 的中 （5－8） 4750（7番人気）
馬連票数 計 309439 的中 �� 9824（7番人気）
馬単票数 計 158183 的中 �� 2856（11番人気）
ワイド票数 計 247807 的中 �� 6939（9番人気）�� 1667（43番人気）�� 1310（48番人気）
3連複票数 計 446520 的中 ��� 1415（82番人気）
3連単票数 計 506933 的中 ��� 374（340番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―36．6―49．8―1：02．9―1：15．8―1：29．5―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．6―3F40．7
1
3
・（5，8）6（3，10）（13，11）－（1，4）－（2，7）9－12
5（8，1）10（3，13，7，11）－（4，12）－6，9，2

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

勝馬の
紹 介

グトルフォス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ウォーエンブレム 初出走

2016．2．23生 牡2鹿 母 リ ン ト ス 母母 コニャックレディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オートルフィーユ号・ヒロノアンビシャス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

1月15日まで平地競走に出走できない。

3505412月15日 晴 良 （30中京4）第5日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時50分 （芝・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
1：34．2
1：32．3

良
良

713 トロイメント 牝2青 54 津村 明秀�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 424－ 61：34．7 5．1�
612 ト ロ ハ 牝2黒鹿54 松山 弘平橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 468－ 21：35．44 6．3�
611 ドナブライドル 牝2芦 54 丸山 元気山田 貢一氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448＋ 21：35．61 65．2�
510 ル ク リ リ 牝2栗 54

52 △横山 武史菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 クビ 17．7�
816 エ ピ ロ ー グ 牝2鹿 54 小崎 綾也藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 454－ 41：35．7� 12．1�
48 プリモプレミオ 牝2黒鹿54 吉田 隼人堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 456± 01：35．91� 3．9	
24 メイショウオトワ 牝2栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 434＋ 81：36．0クビ 50．3

714 ミスビートリックス 牝2青鹿 54

53 ☆川又 賢治 J．ウー氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 18．3�
35 コ ル ネ ッ ト 牝2鹿 54

52 △富田 暁 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 410＋101：36．1クビ 77．5
12 マドンナブルー 牝2鹿 54

53 ☆藤田菜七子�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 430± 01：36．31� 48．5�
47 レディオスカル 牝2黒鹿54 水口 優也冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ディアレスト

クラブ 442－ 4 〃 アタマ 121．7�
815 ハナイロコマチ 牝2鹿 54 中井 裕二岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 松木 加代 428－121：36．61� 3．8�
23 ストレイトスタイル 牝2黒鹿54 菱田 裕二廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 402－ 41：36．7� 116．6�
36 サイモンシャルール 牝2青鹿54 	島 克駿澤田 昭紀氏 笹田 和秀 浦河 秋場牧場 434＋ 21：36．8� 32．0�
11 クイーンブロッサム 牝2栗 54 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 21：37．43� 116．8�
59 グラディート 牝2鹿 54 伴 啓太米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 408＋ 21：38．25 490．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，777，800円 複勝： 39，975，900円 枠連： 11，402，800円
馬連： 39，425，200円 馬単： 18，851，900円 ワイド： 34，000，400円
3連複： 57，259，700円 3連単： 65，321，000円 計： 293，014，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 200円 � 950円 枠 連（6－7） 1，080円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 550円 �� 3，070円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 14，630円 3 連 単 ��� 69，430円

票 数

単勝票数 計 267778 的中 � 43778（3番人気）
複勝票数 計 399759 的中 � 62046（3番人気）� 58898（4番人気）� 8248（10番人気）
枠連票数 計 114028 的中 （6－7） 8173（6番人気）
馬連票数 計 394252 的中 �� 22470（6番人気）
馬単票数 計 188519 的中 �� 4930（12番人気）
ワイド票数 計 340004 的中 �� 17310（6番人気）�� 2738（31番人気）�� 2670（32番人気）
3連複票数 計 572597 的中 ��� 2934（46番人気）
3連単票数 計 653210 的中 ��� 682（215番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8

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

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

トロイメント �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Dansili デビュー 2018．7．1 中京2着

2016．4．4生 牝2青 母 ト ラ ウ ム 母母 Tu Eres Mi Amore 6戦1勝 賞金 11，100，000円



3505512月15日 晴 稍重 （30中京4）第5日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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

816 クリムズンフラッグ 牡3黒鹿56 柴山 雄一加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 524－ 41：25．1 6．9�
48 ディサーニング 牡3鹿 56 西村 太一ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506± 0 〃 クビ 7．8�
611 ゴールドクロス 牡3鹿 56 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 478± 01：25．41� 2．8�
36 アイアムジュピター 牡4鹿 57 津村 明秀堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 502± 01：25．71� 7．6�
23 ロトヴィグラス 牡3栗 56

54 △横山 武史國武 佳博氏 高市 圭二 新ひだか 沖田 哲夫 470＋ 41：25．8� 10．2�
714 キャノンストーム 牡5黒鹿57 �島 克駿前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 2 〃 ハナ 109．5�
510 メンターモード 牡4鹿 57 秋山真一郎青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 504＋121：26．01	 11．4	
713 メイショウナガマサ 牡6鹿 57

54 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B522＋ 41：26．95 19．4

35 セイウンアワード 牡6鹿 57

56 ☆川又 賢治西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 540± 0 〃 アタマ 36．8�
47 ナスレンザン 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太小山田 満氏 鈴木 伸尋 浦河 高松牧場 458± 0 〃 クビ 325．0�
815 ワイルドグラス 
4鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 456－ 61：27．32 223．8
24 クラウンクラシック 牡3芦 56 吉田 隼人矢野 恭裕氏 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 486＋101：27．61� 45．5�
59 � ポーラーブレイズ 牡4鹿 57

56 ☆藤田菜七子�ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 434＋ 41：27．7� 75．7�
11 セトノシャトル 牡3栗 56 松山 弘平難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 518＋ 61：28．55 6．0�
612 サンマルライバル 牡4青鹿57 松田 大作相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B456－101：28．6クビ 130．0�
12 ハートイズハート 牡5栗 57 蛯名 正義北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 470＋121：29．02� 102．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，269，400円 複勝： 35，221，000円 枠連： 10，428，600円
馬連： 38，391，900円 馬単： 17，690，400円 ワイド： 31，823，700円
3連複： 54，617，600円 3連単： 62，597，200円 計： 276，039，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 180円 � 190円 � 140円 枠 連（4－8） 2，620円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 830円 �� 460円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 20，880円

票 数

単勝票数 計 252694 的中 � 29277（3番人気）
複勝票数 計 352210 的中 � 48244（2番人気）� 43424（3番人気）� 74656（1番人気）
枠連票数 計 104286 的中 （4－8） 3079（12番人気）
馬連票数 計 383919 的中 �� 13456（6番人気）
馬単票数 計 176904 的中 �� 2713（15番人気）
ワイド票数 計 318237 的中 �� 9245（10番人気）�� 18340（2番人気）�� 17880（3番人気）
3連複票数 計 546176 的中 ��� 15290（3番人気）
3連単票数 計 625972 的中 ��� 2173（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．2―47．2―59．9―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリムズンフラッグ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．15 新潟2着

2015．4．5生 牡3黒鹿 母 アンリミテッドピサ 母母 ピサノパスティーユ 10戦2勝 賞金 23，700，000円
※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 サンライズフォルテ号・ブレヴェスト号・ベー号

3505612月15日 晴 稍重 （30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）
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

713 スズカフューラー 牡4栗 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 434＋121：53．7 6．5�
35 スマートウェールズ 牡4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 466＋ 4 〃 クビ 46．3�
24 ハクサンペリー 牡3鹿 56 小崎 綾也河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 496＋ 41：53．8	 3．2�
12 シップーコウライ 牡6栗 57 津村 明秀
嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 482－ 41：53．9� 23．7�
510 メイショウワザシ 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 536－ 21：54．43 2．6�
612 キタノユウキ 牡3鹿 56

54 △横山 武史河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 B540± 01：54．93 21．5�
36 ガッツィーソート 牡3栗 56 松山 弘平小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 508＋161：55．0クビ 19．7	
11 エクスパートラン 牡3青鹿 56

55 ☆荻野 極
キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 458－ 4 〃 ハナ 27．8�
816 マースゴールド 牡3栗 56

54 △富田 暁キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 462＋18 〃 クビ 25．7�
59 レンジャックマン 牡4鹿 57 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 458＋ 21：55．21� 229．4
47 ヒドゥンパラメータ 牡4鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 446－ 41：55．41� 23．7�
815 カポラヴォーロ 牡3栗 56 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 496－ 71：55．71� 318．8�

611 ストロボスコープ �4鹿 57 柴山 雄一ゴドルフィン 藤沢 和雄 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

476± 0 〃 アタマ 16．1�
23 ミ ザ イ 牝4芦 55 中井 裕二ニッシンレーシング 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 500＋ 8 〃 ハナ 248．6�
714 ボ ン テ ン 牡3鹿 56

55 ☆藤田菜七子田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ
アーム 450＋ 41：56．23 112．3�

48 スズカマイゲスト 牡4鹿 57 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B494＋ 61：56．41� 18．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，937，400円 複勝： 34，832，900円 枠連： 13，402，600円
馬連： 48，780，700円 馬単： 22，286，500円 ワイド： 37，690，400円
3連複： 67，916，300円 3連単： 83，716，600円 計： 336，563，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 810円 � 150円 枠 連（3－7） 4，680円

馬 連 �� 16，630円 馬 単 �� 23，470円

ワ イ ド �� 3，610円 �� 500円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 15，540円 3 連 単 ��� 148，030円

票 数

単勝票数 計 279374 的中 � 34122（3番人気）
複勝票数 計 348329 的中 � 41768（3番人気）� 7932（12番人気）� 80700（1番人気）
枠連票数 計 134026 的中 （3－7） 2217（18番人気）
馬連票数 計 487807 的中 �� 2272（38番人気）
馬単票数 計 222865 的中 �� 712（56番人気）
ワイド票数 計 376904 的中 �� 2539（37番人気）�� 21232（3番人気）�� 5197（22番人気）
3連複票数 計 679163 的中 ��� 3276（50番人気）
3連単票数 計 837166 的中 ��� 410（432番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―13．3―12．9―12．3―12．7―13．0―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．7―49．6―1：01．9―1：14．6―1：27．6―1：40．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

スズカフューラー �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．7．30 小倉7着

2014．3．15生 牡4栗 母 スズカフローラ 母母 ブリイジースズカ 29戦3勝 賞金 42，164，000円
〔制裁〕 ガッツィーソート号の騎手松山弘平は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔その他〕 メイショウワザシ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウワザシ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年1月15日まで出走できない。



3505712月15日 晴 良 （30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 （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 メモリーコロネット 牝3黒鹿54 蛯名 正義�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 438－ 21：21．4 4．1�
715 アングルティール 牝3黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426＋ 4 〃 クビ 5．8�
714 アプルーヴァル 牡3鹿 56 津村 明秀近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 510－ 21：21．5� 3．4�
48 ピュアコンチェルト 牝5鹿 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 444＋121：21．6� 15．0�
59 フェスタマドンナ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 494＋ 61：21．7� 15．2�

23 リュニヴェール 牝3黒鹿54 田中 健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B456－ 21：21．8� 27．0	
35 スリーケープマンボ 牡3鹿 56 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 502＋ 2 〃 ハナ 10．0

11 ファストライフ 牝3栗 54 丸山 元気石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 444＋ 61：21．9クビ 13．6�
713 ディヴァインハイツ 牝4鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 480＋12 〃 ハナ 42．3
24 	 ソフトポジション 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 474＋ 61：22．21� 20．9�
818 エイシンエレガンス 牝3青鹿 54

53 ☆川又 賢治�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 428± 01：22．3クビ 233．2�
816 クローディオ 
6鹿 57 太宰 啓介 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 クビ 102．3�
612 シンシアズブレス 牝5黒鹿55 秋山真一郎 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 500－ 21：22．4� 62．5�
36 ルーズベルトゲーム 牝4黒鹿55 中井 裕二 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 434－ 41：22．5クビ 78．8�
611 レッドシャーロット 牝3鹿 54

52 △横山 武史 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 ハナ 12．0�
510 リビングマイライフ 牝3鹿 54 菱田 裕二�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 61：22．6� 184．5�
817 アイアムヒメ 牝3栗 54 伴 啓太玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 450－ 21：23．02� 183．9�
12 	 チ ェ キ 牝4栗 55

54 ☆義 英真�イクタ 大根田裕之 新冠 ムラカミファーム 502＋361：23．31� 332．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，395，700円 複勝： 47，283，300円 枠連： 18，292，100円
馬連： 53，102，400円 馬単： 23，781，700円 ワイド： 43，804，300円
3連複： 81，754，900円 3連単： 91，958，400円 計： 392，372，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 190円 � 150円 枠 連（4－7） 430円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 630円 �� 400円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 12，220円

票 数

単勝票数 計 323957 的中 � 62568（2番人気）
複勝票数 計 472833 的中 � 71471（2番人気）� 58385（3番人気）� 90974（1番人気）
枠連票数 計 182921 的中 （4－7） 32494（1番人気）
馬連票数 計 531024 的中 �� 23033（3番人気）
馬単票数 計 237817 的中 �� 5465（6番人気）
ワイド票数 計 438043 的中 �� 17059（3番人気）�� 29023（1番人気）�� 24772（2番人気）
3連複票数 計 817549 的中 ��� 27124（1番人気）
3連単票数 計 919584 的中 ��� 5455（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―34．8―46．2―57．7―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．2
3 ・（5，4）10（7，14）（9，12）（1，8）（3，15，17）（2，13）（6，18）（11，16） 4 ・（5，4）（7，10）－（1，9，14）12（2，8）（3，15）（6，17）（13，18）（11，16）

勝馬の
紹 介

メモリーコロネット �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ノボジャック デビュー 2018．3．10 阪神2着

2015．5．9生 牝3黒鹿 母 メモリーパフィア 母母 メモリーラマン 7戦2勝 賞金 20，050，000円
〔制裁〕 アプルーヴァル号の騎手津村明秀は，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：9番・

1番・4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エールショー号

3505812月15日 晴 稍重 （30中京4）第5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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：24．3
1：23．0

良
重

711 オーヴァルエース 牡2栗 55 蛯名 正義西森 鶴氏 高木 登 浦河 梅田牧場 508＋ 41：25．6 1．5�
68 ケイアイターコイズ 牡2芦 55 長岡 禎仁亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 520＋121：25．81� 5．1�
57 ナランフレグ 牡2栗 55 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 466－ 21：26．11� 30．6�
11 フジノタカネ 牡2芦 55 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 516＋ 81：26．41� 39．7�
22 ガ ン ケ ン 牡2黒鹿55 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 516－ 61：26．71� 17．3�
710 ワイルドトレイダー 牡2栗 55 菱田 裕二吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 496± 0 〃 アタマ 208．6�
56 タガノカルラ 牡2鹿 55 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436＋ 21：26．8	 40．0	
69 ビルジキール 牡2黒鹿55 田中 健玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 478＋ 81：26．9	 178．6

812 スマートモリガン 牝2青鹿54 
島 克駿大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 460－ 61：27．22 89．0�
44 モリノカワセミ 牝2鹿 54 川又 賢治森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 452－ 41：27．52 114．8�
813 ブルスクーロ 牡2鹿 55 津村 明秀 サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 500－ 21：27．71� 7．1�
33 アナスタシオ 牝2青鹿54 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 456＋ 21：28．02 43．7�
45 メ デ ィ ク ス 牡2栗 55 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 458＋ 61：28．21� 22．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 55，393，200円 複勝： 94，061，000円 枠連： 17，335，800円
馬連： 77，165，400円 馬単： 46，190，300円 ワイド： 54，271，300円
3連複： 105，822，600円 3連単： 175，093，300円 計： 625，332，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 290円 枠 連（6－7） 350円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 190円 �� 500円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 4，580円

票 数

単勝票数 計 553932 的中 � 283855（1番人気）
複勝票数 計 940610 的中 � 600562（1番人気）� 77319（2番人気）� 28911（6番人気）
枠連票数 計 173358 的中 （6－7） 37615（1番人気）
馬連票数 計 771654 的中 �� 158980（1番人気）
馬単票数 計 461903 的中 �� 65649（1番人気）
ワイド票数 計 542713 的中 �� 92640（1番人気）�� 25104（5番人気）�� 9421（14番人気）
3連複票数 計1058226 的中 ��� 47628（3番人気）
3連単票数 計1750933 的中 ��� 27694（5番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―12．8―13．3―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．7―47．5―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーヴァルエース �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2018．11．24 東京1着

2016．4．7生 牡2栗 母 ア ブ ラ シ オ 母母 ジュウジホウセキ 2戦2勝 賞金 17，294，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 スマートモリガン号の騎手
島克駿は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・8番）



3505912月15日 晴 良 （30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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

510 グランドボヌール 牡4鹿 57 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 482＋ 61：08．4 4．9�
817 カネトシブレス 牝5鹿 55 川又 賢治兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 444＋ 21：09．03� 64．7�
816 マ リ エ ラ 牡5鹿 57 秋山真一郎栗山 良子氏 	島 一歩 日高 新井 昭二 546＋10 〃 クビ 10．0�
59 スマートシャヒーン 牡4芦 57 	島 克駿大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 474－ 21：09．21
 7．1�
12 ボーンスキルフル 牝3青鹿54 蛯名 正義吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 クビ 5．0�
23 フ ァ ド 牝5栗 55 丸田 恭介 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 498± 0 〃 ハナ 75．1	
713 ブ リ ク ス ト 牡6黒鹿57 荻野 極 
サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム B500＋ 61：09．3� 73．1�
714 アクセラレート 牡6鹿 57 小崎 綾也 
キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 21：09．4� 64．7�
11 アロンザモナ 牝4鹿 55 横山 武史ディアレストクラブ� 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 474＋ 41：09．5� 333．9
35 シュエットヌーベル 牝4栗 55 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B460＋ 6 〃 アタマ 20．8�
47 ミトノアミーゴ 牡3栗 56 義 英真ロイヤルパーク 田所 秀孝 浦河 ディアレスト

クラブ 470＋14 〃 クビ 108．3�
36 ロードラズライト �3青鹿56 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 438± 01：09．6クビ 17．4�
24  シゲルノマオイ 牡6栗 57 太宰 啓介森中 蕃氏 武 英智 浦河 中村 雅明 490－ 2 〃 ハナ 58．7�
715 タイセイソニック 牡3黒鹿56 丸山 元気田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 458－ 4 〃 クビ 9．7�
48 クラウンアゲン 牝5青鹿55 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 450± 0 〃 アタマ 227．9�
611 メイケイダイハード 牡3鹿 56 富田 暁名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 534＋ 81：09．8� 8．1�
612 ピースマインド 牡5鹿 57 藤田菜七子小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 450＋ 21：09．9� 5．5�
818 ジュンドリーム 牝3鹿 54 中谷 雄太河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 484＋16 〃 クビ 149．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 61，282，200円 複勝： 85，966，700円 枠連： 50，554，400円
馬連： 172，224，500円 馬単： 62，353，200円 ワイド： 99，589，200円
3連複： 268，050，100円 3連単： 295，017，900円 計： 1，095，038，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 220円 � 1，130円 � 390円 枠 連（5－8） 1，460円

馬 連 �� 12，180円 馬 単 �� 17，840円

ワ イ ド �� 3，730円 �� 1，200円 �� 5，210円

3 連 複 ��� 38，690円 3 連 単 ��� 192，860円

票 数

単勝票数 計 612822 的中 � 99371（1番人気）
複勝票数 計 859667 的中 � 123892（1番人気）� 16721（12番人気）� 56705（7番人気）
枠連票数 計 505544 的中 （5－8） 26762（8番人気）
馬連票数 計1722245 的中 �� 10957（37番人気）
馬単票数 計 623532 的中 �� 2620（69番人気）
ワイド票数 計 995892 的中 �� 6801（37番人気）�� 22128（13番人気）�� 4837（50番人気）
3連複票数 計2680501 的中 ��� 5196（103番人気）
3連単票数 計2950179 的中 ��� 1109（585番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―11．3―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―45．9―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．8
3 10（9，17）18（2，16）3（1，13）8（6，11，12）（4，7，5）－15－14 4 10（9，17）（2，18，16）（1，3，13）（6，8，11，12）（7，5）（4，15）14

勝馬の
紹 介

グランドボヌール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．19 京都2着

2014．5．24生 牡4鹿 母 クインネージュ 母母 クールネージュ 18戦4勝 賞金 50，118，000円

3506012月15日 晴 良 （30中京4）第5日 第12競走 ��
��2，000�

さかえ

栄 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 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

36 レッドレオン 牡3青鹿56 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 448－ 62：02．1 2．9�
47 プレシャスブルー 牡4鹿 57 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 428－ 8 〃 ハナ 5．9�
12 ウォーターパルフェ 牡3鹿 56 藤田菜七子山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 478－ 4 〃 ハナ 10．8�
611 ジ ャ コ マ ル 牡4鹿 57 横山 武史晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 62：02．31� 7．1�
715 カ ヴ ァ ル 牡3青鹿56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 6 〃 クビ 11．8	
48 サクセステーラー 牡3黒鹿56 太宰 啓介中西 浩一氏 石橋 守 平取 有限会社中

田牧場 460＋102：02．4クビ 100．9

817 ヘブンリーデイズ 牡3鹿 56 丸山 元気 �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 446－ 62：02．5	 11．1�
818 モ ザ イ ク 牡4黒鹿57 川又 賢治吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 464＋ 62：02．6
 27．2�
612 アドマイヤアルパマ 牝4鹿 55 吉田 隼人近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 428± 02：02．7	 35．0
510 エフティアテナ 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 434－ 22：02．91� 39．7�
713 ウインイノベーター 牡3鹿 56 菱田 裕二�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 452＋ 4 〃 ハナ 102．6�
11 イルーシヴグレイス 牝3鹿 54 丸田 恭介 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 406－ 4 〃 クビ 44．6�
24 タニノミステリー 牡3黒鹿56 秋山真一郎谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 454＋ 82：03．0クビ 152．5�
59 ミッキーバード 牡3鹿 56 �島 克駿野田みづき氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 512－ 22：03．1	 19．9�
23 キングフォルテ 牡3鹿 56 小崎 綾也平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 524＋102：03．2
 64．4�
816 アスタービーナス 牝3鹿 54 松山 弘平加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 406＋ 82：03．3	 8．1�
714 ペプチドシャプネス 牡3黒鹿56 松田 大作沼川 一彦氏 木原 一良 日高 木村牧場 492± 02：03．72	 147．3�
35 リンガラポップス 牡3青鹿56 荻野 極吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：03．8	 209．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，784，700円 複勝： 66，738，900円 枠連： 29，990，600円
馬連： 86，097，500円 馬単： 35，367，900円 ワイド： 66，680，800円
3連複： 134，921，200円 3連単： 152，335，400円 計： 621，917，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 220円 � 290円 枠 連（3－4） 1，070円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 440円 �� 890円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 12，300円

票 数

単勝票数 計 497847 的中 � 134175（1番人気）
複勝票数 計 667389 的中 � 129999（1番人気）� 73922（3番人気）� 51741（7番人気）
枠連票数 計 299906 的中 （3－4） 21678（4番人気）
馬連票数 計 860975 的中 �� 57384（1番人気）
馬単票数 計 353679 的中 �� 15779（1番人気）
ワイド票数 計 666808 的中 �� 42087（1番人気）�� 18895（6番人気）�� 11403（18番人気）
3連複票数 計1349212 的中 ��� 27986（3番人気）
3連単票数 計1523354 的中 ��� 8979（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―13．0―12．7―12．7―12．5―12．3―11．6―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．9―49．6―1：02．3―1：14．8―1：27．1―1：38．7―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3

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

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

レッドレオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smart Strike デビュー 2018．1．8 京都1着

2015．1．30生 牡3青鹿 母 レッドエルザ 母母 Belva 4戦2勝 賞金 24，618，000円
※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 サンシロウ号・デルマオギン号・マイネルパンドーロ号



（30中京4）第5日 12月15日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 188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
2，590，000円
15，600，000円
1，780，000円
20，570，000円
78，497，000円
5，702，800円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
397，540，200円
563，814，400円
203，108，800円
689，115，700円
326，971，200円
510，338，400円
1，037，867，600円
1，281，121，200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 5，009，877，500円

総入場人員 14，023名 （有料入場人員 12，133名）
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