
3506112月16日 晴 良 （30中京4）第6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

710� ゼ ル ク 牡2鹿 55 �島 克駿前田 晋二氏 松永 幹夫 米 North Hills
Co. Limited 492－ 41：55．7 17．1�

44 カガストロング 牡2栗 55
54 ☆荻野 極香川 憲次氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 B468＋ 61：56．33	 100．9�

33 シャイニーロック 牡2鹿 55
53 △富田 暁小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 506＋ 61：56．4	 1．3�
11 スターリーパレード 牡2鹿 55 小崎 綾也 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム 484－ 41：56．5	 49．7�
69 スペースコロニー 牡2栗 55 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 440± 01：56．82 25．6�
45 イシュタルゲート 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：57．01	 6．4	
813 グラスプレジャー 牡2鹿 55

54 ☆木幡 初也半沢
 杉浦 宏昭 日高 メイプルファーム 452－ 61：57．2
 192．9�
56 クリノイカズチオー 牡2青鹿 55

52 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 日西牧場 426－ 6 〃 アタマ 59．8�
57 ペイシャジョーダン 牡2青鹿 55

53 △横山 武史北所 直人氏 坂口 正則 平取 二風谷ファーム 458± 01：58．26 24．5
68 メイショウクサブエ 牝2鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466－ 2 〃 ハナ 19．5�
22 モリトイナセ 牡2栗 55

54 ☆藤田菜七子石橋 忠之氏 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 B470－ 2 〃 ハナ 53．5�
711 アイマックス 牡2栗 55

54 ☆加藤 祥太井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 松田牧場 440＋ 21：58．3	 322．0�
812 サンビンガムトン 牡2青鹿55 丸田 恭介 �加藤ステーブル 宗像 義忠 浦河 浦河小林牧場 496＋142：00．4大差 17．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，441，300円 複勝： 85，083，600円 枠連： 7，029，600円
馬連： 31，146，800円 馬単： 23，540，500円 ワイド： 26，123，000円
3連複： 49，883，400円 3連単： 85，938，300円 計： 328，186，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 220円 � 780円 � 100円 枠 連（4－7） 3，160円

馬 連 �� 38，930円 馬 単 �� 88，270円

ワ イ ド �� 5，790円 �� 380円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 11，460円 3 連 単 ��� 242，430円

票 数

単勝票数 計 194413 的中 � 9625（3番人気）
複勝票数 計 850836 的中 � 25208（3番人気）� 5043（10番人気）� 688123（1番人気）
枠連票数 計 70296 的中 （4－7） 1720（9番人気）
馬連票数 計 311468 的中 �� 620（40番人気）
馬単票数 計 235405 的中 �� 200（77番人気）
ワイド票数 計 261230 的中 �� 1069（40番人気）�� 19888（2番人気）�� 3881（15番人気）
3連複票数 計 498834 的中 ��� 3263（34番人気）
3連単票数 計 859383 的中 ��� 257（345番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．1―13．2―12．8―12．9―13．0―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．1―50．3―1：03．1―1：16．0―1：29．0―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ゼ ル ク �
�
父 Awesome Again �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2018．11．10 京都13着

2016．4．1生 牡2鹿 母 Heavenly Romance 母母 First Act 3戦1勝 賞金 5，500，000円
※アイマックス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3506212月16日 晴 良 （30中京4）第6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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

713 アポロユッキー 牝4鹿 55 秋山真一郎アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 渋谷 一郎 528＋ 21：24．5 6．4�
48 リヴァイバル 牝5栗 55

54 ☆荻野 極杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 504＋ 81：24．82 4．1�
47 カーネリアン 牝4鹿 55

54 ☆藤田菜七子林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：25．43� 4．6�
510 ミスティック 牝3黒鹿54 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 468＋ 6 〃 ハナ 10．8�
36 � リ ー ズ ン 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456－ 21：25．5� 21．1�
12 ヴィーナスフローラ 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹大塚 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 500＋ 81：25．6� 10．7	

714 ロジヒューズ 牝3鹿 54 藤岡 康太久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 480＋ 41：26．13 14．5

612� スリーチャーム 牝4鹿 55 菱田 裕二永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 岡田牧場 478－121：26．2� 106．2�
24 ロードナカヤマ 牝4鹿 55

53 △横山 武史�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 492＋181：26．3� 10．2
23 ベルアーシュ 牝3芦 54

53 ☆加藤 祥太矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B480＋241：26．4� 90．1�
11 プロネルクール 牝3鹿 54 松若 風馬�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 498＋161：26．5クビ 5．3�
35 � ホウオウサマンサ 牝3栗 54 嶋田 純次小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 454－ 9 〃 クビ 216．3�
815 オーロスターキス 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也加藤 徹氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 486＋ 61：28．09 52．9�
611 カクカクシカジーカ 牝3芦 54 中井 裕二芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 426＋ 61：28．31� 265．1�
59 フジマサクイーン 牝4鹿 55 柴山 雄一藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B460＋ 21：28．72� 134．5�
816� アイファーチェンジ 牝4青鹿 55

54 ☆義 英真中島 稔氏 田所 秀孝 新ひだか 野表 篤夫 422＋ 8 〃 クビ 794．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，307，900円 複勝： 40，478，300円 枠連： 13，155，700円
馬連： 45，656，500円 馬単： 22，261，500円 ワイド： 36，206，300円
3連複： 70，281，500円 3連単： 75，864，700円 計： 331，212，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 160円 � 200円 枠 連（4－7） 640円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 580円 �� 700円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 16，770円

票 数

単勝票数 計 273079 的中 � 33808（4番人気）
複勝票数 計 404783 的中 � 50781（3番人気）� 69967（2番人気）� 50415（4番人気）
枠連票数 計 131557 的中 （4－7） 15777（2番人気）
馬連票数 計 456565 的中 �� 22257（4番人気）
馬単票数 計 222615 的中 �� 5321（8番人気）
ワイド票数 計 362063 的中 �� 15845（3番人気）�� 12939（6番人気）�� 19944（2番人気）
3連複票数 計 702815 的中 ��� 18777（3番人気）
3連単票数 計 758647 的中 ��� 3279（24番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．2―12．1―12．9―12．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．1―46．2―59．1―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロユッキー �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ワ レ ン ダ ー デビュー 2016．10．23 東京6着

2014．6．11生 牝4鹿 母 ワレンダークイン 母母 マルゼンソロン 11戦3勝 賞金 23，200，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エレスチャル号・サイエン号

第４回 中京競馬 第６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



3506312月16日 晴 良 （30中京4）第6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

713 ツウカイウイング 牡3鹿 56 川須 栄彦木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 456＋ 21：12．1 13．9�
510 ジ ョ ワ イ ユ 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極�ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 462± 0 〃 クビ 22．0�

24 ハッシュタグ 牡4鹿 57 菱田 裕二石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：12．2� 5．7�
611� メイショウアワジ 牡4鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 484＋ 61：12．3クビ 9．2�
48 ダノンメモリー �5鹿 57 秋山真一郎�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 540＋ 81：12．51� 6．2�
23 � ホワイトソニック 牡4芦 57

54 ▲服部 寿希島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 466± 01：12．81	 128．0


35 � オオオヤブン 牡4鹿 57 小牧 太幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 門別 敏朗 478＋ 81：13．22� 29．9�
11 リトルレグルス 牡4鹿 57 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 496＋16 〃 ハナ 102．2�
12 アカツキジョー 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 512＋181：13．51	 2．6
36 ゼ セ ル 牡4鹿 57

56 ☆藤田菜七子杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 490－ 2 〃 ハナ 7．2�
714 トモジャスティス 牡3黒鹿 56

54 △横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 518＋181：13．6� 33．5�

815 ヴォルフスブルク 牡3芦 56 松若 風馬 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム B462＋ 81：13．91	 16．2�
816 タイセイアピール 牝3黒鹿54 丸山 元気田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452－ 21：14．32� 57．1�
47 � イデアドーター 牝3黒鹿54 丸田 恭介益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 440＋ 61：15．04 226．1�
59 アインツェルカンプ 牡3鹿 56 小崎 綾也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 21：15．21� 198．4�
（15頭）

612 ダブルスプリット 牡4栗 57 藤岡 康太�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，832，000円 複勝： 41，097，500円 枠連： 12，811，200円
馬連： 45，004，700円 馬単： 21，880，100円 ワイド： 38，417，300円
3連複： 70，949，100円 3連単： 77，228，400円 計： 336，220，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 350円 � 520円 � 200円 枠 連（5－7） 6，710円

馬 連 �� 16，530円 馬 単 �� 33，150円

ワ イ ド �� 3，840円 �� 1，110円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 21，820円 3 連 単 ��� 163，710円

票 数

単勝票数 差引計 288320（返還計 1974） 的中 � 16573（6番人気）
複勝票数 差引計 410975（返還計 3700） 的中 � 28861（6番人気）� 17739（8番人気）� 66233（2番人気）
枠連票数 差引計 128112（返還計 169） 的中 （5－7） 1478（27番人気）
馬連票数 差引計 450047（返還計 11816） 的中 �� 2110（45番人気）
馬単票数 差引計 218801（返還計 4816） 的中 �� 495（87番人気）
ワイド票数 差引計 384173（返還計 9272） 的中 �� 2507（43番人気）�� 9081（12番人気）�� 6811（17番人気）
3連複票数 差引計 709491（返還計 34345） 的中 ��� 2438（75番人気）
3連単票数 差引計 772284（返還計 37598） 的中 ��� 342（505番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．5―12．4―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．7―47．1―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．4
3 ・（2，6，16）－（9，15，14）（7，8）（5，13，11）（1，4）－10－3 4 ・（2，6）16（15，14）－（8，11）9（7，13，4）（5，1）－10，3

勝馬の
紹 介

ツウカイウイング �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．2．17 京都7着

2015．5．4生 牡3鹿 母 エイコオウイング 母母 ホクトブルーバード 6戦2勝 賞金 13，600，000円
〔出走取消〕 ダブルスプリット号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。

3506412月16日 晴 良 （30中京4）第6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 ヤマニンマンドール 牡6黒鹿60 難波 剛健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462＋123：18．5 3．2�
711 インペリオーソ 牝3青鹿56 山本 康志吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 450－ 63：18．71� 9．4�
33 ラ プ ル ー ズ �5鹿 60 熊沢 重文西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 480－ 23：19．01� 7．0�
34 キールコネクション 牡6栗 60 蓑島 靖典水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B478＋ 43：19．1� 6．2�
58 シゲルシマダイ 牡5鹿 60 石神 深一森中 蕃氏 清水 英克 浦河 高野牧場 532－ 23：19．2� 4．0�
46 コティニャック 牡6青鹿60 江田 勇亮伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 532± 03：19．62	 39．4�
11 キャプテンロブロイ 牡5青鹿60 五十嵐雄祐 	シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 518－ 23：20．02	 8．3

814 カ ム イ 牡5鹿 60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 474＋ 23：20．85 130．9�
610 ライドオンウインド 牡6栗 60 平沢 健治名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 504± 0 〃 アタマ 13．7
69 ユキノマルガリータ 牝8鹿 58 大江原 圭井上 基之氏 竹内 正洋 新ひだか フジワラフアーム 478－103：21．43	 63．6�
45 クリノアンヌ 牝4栃栗58 大庭 和弥栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 23：21．71	 235．2�
57 スズカヴァンガード �7栗 60 草野 太郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 496± 03：22．55 34．8�
813 テイエムボンバー 牡3黒鹿58 佐久間寛志竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 498＋223：27．5大差 110．2�
22 ラングドック 牡3黒鹿58 高野 和馬新木 鈴子氏 加藤 和宏 日高 ナカノファーム 456＋163：30．1大差 236．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，169，600円 複勝： 22，288，100円 枠連： 12，474，800円
馬連： 31，287，300円 馬単： 17，652，200円 ワイド： 23，680，100円
3連複： 52，912，800円 3連単： 66，720，900円 計： 246，185，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 250円 � 210円 枠 連（7－7） 1，430円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 560円 �� 460円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 13，600円

票 数

単勝票数 計 191696 的中 � 46842（1番人気）
複勝票数 計 222881 的中 � 41113（1番人気）� 20010（6番人気）� 26826（4番人気）
枠連票数 計 124748 的中 （7－7） 6755（7番人気）
馬連票数 計 312873 的中 �� 18415（4番人気）
馬単票数 計 176522 的中 �� 5978（5番人気）
ワイド票数 計 236801 的中 �� 10967（4番人気）�� 13629（3番人気）�� 5580（13番人気）
3連複票数 計 529128 的中 ��� 12327（9番人気）
3連単票数 計 667209 的中 ��� 3555（30番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．4－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンマンドール �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．9．14 阪神3着

2012．2．1生 牡6黒鹿 母 ヤマニンエマイユ 母母 ヤマニンザナドゥ 障害：6戦1勝 賞金 14，880，000円
〔その他〕 スズカヴァンガード号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スズカヴァンガード号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年1月16日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アイファーマグオー号・スターオブペルシャ号・ヒダロマン号
（非抽選馬） 2頭 ウインカートゥーン号・ゴードン号



3506512月16日 晴 良 （30中京4）第6日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12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
1：21．5
1：20．3

良
良

59 テーオーアマゾン 牡2青鹿55 �島 克駿小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 480－ 21：22．5 9．3�
47 ショーヒデキラ 牡2鹿 55

53 △横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 478－ 21：22．71� 32．6�
23 クリスタロス 牡2黒鹿 55

54 ☆川又 賢治吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 81：22．91� 10．7�

713 テ ィ レ ニ ア 牝2栗 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 426－ 2 〃 ハナ 4．6�
48 ラッキーバローズ 牡2鹿 55

53 △富田 暁猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 谷口牧場 428－ 21：23．11	 59．5�
714 ゴールデンゾーン 牡2鹿 55

54 ☆藤田菜七子星野 祐介氏 相沢 郁 日高 碧雲牧場 480＋ 4 〃 クビ 2．6	
35 ウインカーマイン 牡2鹿 55 菱田 裕二
ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 41：23．31� 89．6�
24 シックザール 牡2栗 55 柴山 雄一前田 幸治氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 488－ 41：23．51� 10．5�
818 メイショウトーチ 牡2栗 55

52 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 508± 0 〃 ハナ 76．2
12 クラウソラス 牡2鹿 55 丸山 元気谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 476＋141：23．6
 153．6�
11 ヘヴンリーウインド 牝2鹿 54 川須 栄彦 
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 452± 01：23．7
 7．3�
611 ミスアニバーサリー 牝2黒鹿54 秋山真一郎平田 修氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 6 〃 クビ 221．9�
817 アレクサンドレッタ 牝2鹿 54 丸田 恭介根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 472＋ 21：23．8
 66．3�
612� ユ ニ キ ャ ラ 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太岡 浩二氏 中竹 和也 米 Claiborne
Farm 482－ 21：23．9	 31．5�

715 ローレルジェイド 牡2鹿 55 小崎 綾也 
ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 新冠橋本牧場 B492＋ 61：24．0	 114．5�
510 マイネルカゲツ 牡2鹿 55 松若 風馬 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 61：24．42 76．6�
816 コスモスターリング 牡2栗 55

54 ☆木幡 初也 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 厚賀古川牧場 474＋ 81：24．82	 107．1�
36 クールリチャード 牡2芦 55 小牧 太川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 B456± 01：25．43	 393．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，365，800円 複勝： 44，984，100円 枠連： 15，679，500円
馬連： 43，919，200円 馬単： 24，650，600円 ワイド： 40，770，300円
3連複： 73，146，700円 3連単： 90，317，900円 計： 364，834，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 290円 � 730円 � 280円 枠 連（4－5） 5，280円

馬 連 �� 10，830円 馬 単 �� 18，540円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 1，230円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 26，220円 3 連 単 ��� 141，420円

票 数

単勝票数 計 313658 的中 � 28510（4番人気）
複勝票数 計 449841 的中 � 43598（5番人気）� 14059（7番人気）� 44401（4番人気）
枠連票数 計 156795 的中 （4－5） 2300（16番人気）
馬連票数 計 439192 的中 �� 3140（28番人気）
馬単票数 計 246506 的中 �� 997（48番人気）
ワイド票数 計 407703 的中 �� 3722（24番人気）�� 8753（12番人気）�� 3488（26番人気）
3連複票数 計 731467 的中 ��� 2092（74番人気）
3連単票数 計 903179 的中 ��� 463（370番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―12．1―12．3―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．6―46．7―59．0―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーアマゾン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．12．2 中京4着

2016．2．12生 牡2青鹿 母 ミヤコレッドローズ 母母 ミヤコサンライズ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 テーオーアマゾン号の騎手�島克駿は，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70，000円。（被害馬：10

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 ネローネ号

3506612月16日 晴 良 （30中京4）第6日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

710 マンハッタンロック 牡4鹿 57
54 ▲西村 淳也 �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 456－ 21：53．2 2．9�
813 シゲルマツタケ 牝3栗 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 448＋ 41：53．3� 11．7�
33 サージュミノル 牡3黒鹿 56

54 △富田 暁吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476± 01：54．15 10．2�
56 ナイルデルタ 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 492－ 2 〃 ハナ 3．0�
68 テイエムギフテッド 牡3黒鹿 56

55 ☆藤田菜七子竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 464＋ 81：54．2� 8．1�
11 ダブルバインド 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極金子真人ホール
ディングス	 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B448± 01：54．41� 6．9


812 フィールブリーズ 牡5鹿 57 城戸 義政水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 土田農場 516－181：55．14 34．5�
44 ブリーズスズカ 牡5青鹿 57

56 ☆加藤 祥太永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 478± 0 〃 ハナ 52．5�

69 タイセイカレッジ 牡3芦 56
55 ☆井上 敏樹田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 442＋ 81：55．42 55．4

57 ラブユーミー 牝4鹿 55 原田 和真増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 510－ 21：55．61� 254．4�
711� ブラックヘルト �4鹿 57

54 ▲服部 寿希 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 524－ 21：56．23� 170．8�

45 � チョコマウンテン 牡4鹿 57
56 ☆木幡 初也	Basic 小野 次郎 新ひだか 桜井牧場 508± 01：56．3クビ 118．0�

22 ク ロ ー ク ス 牡5栗 57
55 △横山 武史 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B488＋221：57．36 23．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，003，600円 複勝： 37，654，700円 枠連： 9，370，600円
馬連： 43，735，600円 馬単： 23，628，200円 ワイド： 35，178，300円
3連複： 64，338，000円 3連単： 88，660，500円 計： 331，569，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 250円 � 260円 枠 連（7－8） 1，100円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 460円 �� 570円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 12，010円

票 数

単勝票数 計 290036 的中 � 79976（1番人気）
複勝票数 計 376547 的中 � 77568（2番人気）� 34607（5番人気）� 33833（6番人気）
枠連票数 計 93706 的中 （7－8） 6601（4番人気）
馬連票数 計 437356 的中 �� 28815（3番人気）
馬単票数 計 236282 的中 �� 9980（3番人気）
ワイド票数 計 351783 的中 �� 20740（2番人気）�� 16026（7番人気）�� 7120（16番人気）
3連複票数 計 643380 的中 ��� 14773（8番人気）
3連単票数 計 886605 的中 ��� 5349（29番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―13．1―12．9―12．7―12．8―13．1―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．5―49．4―1：02．1―1：14．9―1：28．0―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

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4鹿 母 タイムトラベリング 母母 ジョリーザザ 16戦3勝 賞金 35，420，000円
〔その他〕 シゲルマツタケ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。



3506712月16日 晴 良 （30中京4）第6日 第7競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走13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
1：57．7
1：53．7

良
不良

33 キングブラック 牡3鹿 56 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 514＋ 82：00．7 4．6�
811 ア ヴ ァ ン ト 牡4栗 57

56 ☆川又 賢治佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 10．2�
56 ニシノベイオウルフ 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 490－ 22：00．91� 60．4�
44 プエルタデルソル 牡4栗 57 藤岡 康太前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 22：01．21� 4．1�
11 セレブレイトソング �6栗 57 	島 克駿 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B490－102：01．51� 13．8�
67 
 フッカツノノロシ 牡5黒鹿 57

54 ▲服部 寿希福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 516＋ 22：01．6� 32．9	
68 ライデンバローズ 牡4芦 57 秋山真一郎猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B534＋162：01．7� 6．2

812 ゴールドインゴット 牡5黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 486－ 2 〃 アタマ 18．2�
22 デアリングアイデア 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 476＋242：01．91� 34．8�
710 ラハトケレブ 牡5鹿 57 丸田 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：02．43 42．4
79 グ リ ト ニ ル 牡4鹿 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 444－ 22：02．5クビ 298．5�
55 クアトレフォイル 牡3鹿 56 小崎 綾也大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 有限会社

松田牧場 484－ 42：02．6� 3．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，365，500円 複勝： 31，737，800円 枠連： 10，122，200円
馬連： 39，797，100円 馬単： 21，061，400円 ワイド： 32，181，800円
3連複： 56，581，500円 3連単： 80，436，000円 計： 296，283，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 210円 � 290円 � 940円 枠 連（3－8） 1，530円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 770円 �� 4，350円 �� 5，080円

3 連 複 ��� 24，870円 3 連 単 ��� 88，220円

票 数

単勝票数 計 243655 的中 � 41542（3番人気）
複勝票数 計 317378 的中 � 47075（3番人気）� 29608（5番人気）� 7176（10番人気）
枠連票数 計 101222 的中 （3－8） 5110（8番人気）
馬連票数 計 397971 的中 �� 13561（9番人気）
馬単票数 計 210614 的中 �� 4442（15番人気）
ワイド票数 計 321818 的中 �� 11422（7番人気）�� 1854（38番人気）�� 1585（43番人気）
3連複票数 計 565815 的中 ��� 1706（70番人気）
3連単票数 計 804360 的中 ��� 661（280番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．5―30．3―44．1―57．3―1：09．7―1：22．1―1：35．1―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2017．7．15 中京8着

2015．4．12生 牡3鹿 母 キングシスター 母母 エイティシスター 11戦2勝 賞金 18，220，000円

3506812月16日 曇 良 （30中京4）第6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
1：32．3
1：30．7

良
良

714 ロフティフレーズ 牝3黒鹿54 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 450＋121：34．2 8．8�
611 ビーカーリー 牝4黒鹿55 小崎 綾也馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 468＋ 6 〃 アタマ 4．0�
612 フ ラ ガ リ ア 牝4黒鹿55 丸田 恭介ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416± 0 〃 ハナ 66．8�
59 ジュンヴァリアス 牡4鹿 57 菱田 裕二河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 462＋ 61：34．41� 6．5�
816 ロードマドリード 牡3鹿 56 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 中竹 和也 新ひだか ケイアイファーム B458＋141：34．61� 2．7�
35 アーザムブルー 牡4黒鹿57 中谷 雄太 	シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 462－ 21：34．92 20．9

47 マツリダウメキチ 牡4鹿 57

56 ☆藤田菜七子髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B492＋ 4 〃 ハナ 9．9�
23 ローザフェリーチェ 牝3青鹿54 柴山 雄一 	サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 44．6�
12 � ムーンシュトラール 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極佐々木雄二氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 アタマ 122．4
713� チャーミングポッケ 牝6栗 55

53 △富田 暁橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 468＋ 61：35．0クビ 107．7�
11 コスモグラトナス 牡3青 56

54 △横山 武史 	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 470＋10 〃 ハナ 107．2�
24 � サンライズソウマ 	4青鹿57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 484＋ 21：35．42� 9．6�
36 アンタガシャチョウ 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 日高 下河辺牧場 528＋ 21：35．61� 61．4�
815 アドマイヤプリヴ 	4青鹿57 松若 風馬近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B438＋ 4 〃 クビ 29．0�
48 サツキユニヴァース 牝4栗 55

54 ☆川又 賢治小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 452－ 41：36．13 247．3�
510� ブ ラ ー ゼ ン 牝4鹿 55

54 ☆井上 敏樹杉浦 和也氏 松永 康利 千歳 社台ファーム B424－ 81：36．74 490．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，725，500円 複勝： 41，583，700円 枠連： 13，414，700円
馬連： 52，786，300円 馬単： 25，989，800円 ワイド： 40，145，400円
3連複： 75，524，800円 3連単： 95，199，900円 計： 376，370，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 260円 � 180円 � 800円 枠 連（6－7） 1，950円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 860円 �� 4，370円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 22，150円 3 連 単 ��� 86，810円

票 数

単勝票数 計 317255 的中 � 28553（4番人気）
複勝票数 計 415837 的中 � 40940（4番人気）� 73377（2番人気）� 10710（9番人気）
枠連票数 計 134147 的中 （6－7） 5329（9番人気）
馬連票数 計 527863 的中 �� 18170（8番人気）
馬単票数 計 259898 的中 �� 4288（17番人気）
ワイド票数 計 401454 的中 �� 12574（8番人気）�� 2300（38番人気）�� 4135（24番人気）
3連複票数 計 755248 的中 ��� 2557（66番人気）
3連単票数 計 951999 的中 ��� 795（254番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―11．6―11．9―11．7―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．3―46．9―58．8―1：10．5―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ロフティフレーズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．1．21 中山1着

2015．4．2生 牝3黒鹿 母 モ ン ク ー ル 母母 プレシャスキール 9戦2勝 賞金 21，300，000円
〔制裁〕 サンライズソウマ号の騎手岩崎翼は，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30，000円。（被害馬：7番・8

番・16番）
〔その他〕 サンライズソウマ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アピールバイオ号



3506912月16日 曇 良 （30中京4）第6日 第9競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時15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

816 アンネリース 牝4鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 42：14．2 10．8�

36 タイセイトレイル 牡3黒鹿55 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494－ 22：14．41� 7．9�
817 プルンクザール 牡3栗 55 秋山真一郎水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 460± 02：14．5� 4．3�
12 マイブルーヘブン 牡4鹿 57 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 480± 02：14．71� 44．0�
23 リシュブール 牡3鹿 55

54 ☆荻野 極窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 4．3�
611 ブルースカイハーツ 牡4黒鹿57 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 440－102：14．8クビ 17．2	
48 レッドアルジーヌ 牝3芦 53 松若 風馬 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 450± 0 〃 クビ 38．7

24 タガノヤグラ 牡4栗 57 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 B462± 02：14．9クビ 18．6�
11 � スマートアエロ 牝3青鹿53 国分 優作大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 444－ 6 〃 ハナ 89．4�
612 ワタシヲマッテル 牝3栗 53

51 △横山 武史小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 458－ 22：15．11 213．9
713 ウインプライマリー 牝3鹿 53 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 418－ 4 〃 クビ 69．9�
714 スズカワークシップ 牡3鹿 55

52 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 464＋ 22：15．2クビ 15．1�
818 バリオラージュ 牡4鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム B470＋102：15．3	 3．7�
35 マセラシオン 牝3黒鹿 53

51 △富田 暁 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 440－ 82：15．4� 41．2�
47 � マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55

52 ▲服部 寿希今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 22：15．61� 170．5�
59 サイモンサーマル 
3鹿 55 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 480－242：15．7	 193．1�
510 グランノーブル 牡5鹿 57 中井 裕二三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 496± 02：15．8	 199．7�
715 チャップリン 牡6黒鹿57 藤岡 康太髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 496＋102：15．9	 83．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，139，700円 複勝： 41，206，900円 枠連： 21，140，300円
馬連： 54，452，900円 馬単： 24，870，700円 ワイド： 41，819，100円
3連複： 82，202，200円 3連単： 101，968，200円 計： 394，800，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 270円 � 270円 � 190円 枠 連（3－8） 810円

馬 連 �� 4，390円 馬 単 �� 9，780円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 860円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 8，070円 3 連 単 ��� 58，950円

票 数

単勝票数 計 271397 的中 � 19933（5番人気）
複勝票数 計 412069 的中 � 38068（4番人気）� 36694（5番人気）� 63523（2番人気）
枠連票数 計 211403 的中 （3－8） 20025（4番人気）
馬連票数 計 544529 的中 �� 9596（18番人気）
馬単票数 計 248707 的中 �� 1907（34番人気）
ワイド票数 計 418191 的中 �� 6469（19番人気）�� 12818（6番人気）�� 9705（11番人気）
3連複票数 計 822022 的中 ��� 7632（21番人気）
3連単票数 計1019682 的中 ��� 1254（172番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―13．3―12．9―12．1―12．1―12．3―12．2―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．7―35．6―48．9―1：01．8―1：13．9―1：26．0―1：38．3―1：50．5―2：02．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．9
1
3

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

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

アンネリース �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Linamix デビュー 2016．7．23 福島2着

2014．5．31生 牝4鹿 母 マ ン バ ラ 母母 Do the Mambo 19戦3勝 賞金 38，937，000円
〔制裁〕 グランノーブル号の騎手中井裕二は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アイノカケハシ号・クラウンマグマ号・ショウナンサニー号・スリープレッピー号・ラルムドール号

3507012月16日 曇 良 （30中京4）第6日 第10競走 ��
��1，200�

く わ な

桑 名 特 別
発走14時50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 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

35 ワールドフォーラブ 牝4黒鹿55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 448－ 81：09．0 3．9�
59 シャインサンデー 牝4栗 55 藤田菜七子森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422＋ 61：09．1� 15．2�
818 シセイヒテン 牡3青 56 丸山 元気猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 442± 01：09．2� 5．6�
23 クインズチャパラ 牝3鹿 54 藤岡 康太亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 458－ 2 〃 クビ 3．5�
817 ファイブフォース 牝4鹿 55 丸田 恭介�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484＋ 2 〃 クビ 54．5�
47 	
 ボスキャットグレイ 牡5芦 57 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten B458＋ 21：09．41 148．2	
24 フジマサアクトレス 牝5鹿 55 横山 武史藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 B474－ 2 〃 アタマ 228．9

611 レジーナファースト 牝3鹿 54 秋山真一郎ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 458－ 2 〃 アタマ 7．0�
48 サンライズカナロア 牡3黒鹿56 中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 466＋ 8 〃 アタマ 7．8
11 アリエスムーン 牝7青鹿55 富田 暁橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 458＋ 41：09．5クビ 27．2�
36 
 マキナガラージュ 牡3栗 56 川須 栄彦野田 善己氏 村山 明 新冠 中村 弘昭 406＋ 61：09．71� 99．1�
612 ニシノエアレス 牝4栗 55 �島 克駿西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 464± 0 〃 ハナ 67．3�
713 スノーガーデン 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 468＋ 4 〃 クビ 64．7�
510 メイショウツバキ 牝3黒鹿54 小牧 太松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 460＋ 6 〃 ハナ 18．7�
714 マイネルパッセ 牡5栗 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 476＋181：10．12� 77．1�
715	 マイネルアムニス 牡4芦 57 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 500＋101：10．2� 44．8�

816
 フ リ ッ カ 牝4栗 55 西村 淳也門野 文典氏 柴田 政人 新ひだか フジワラフアーム 424－121：11．05 569．2�
12 アドマイヤムテキ 牡5黒鹿57 荻野 極近藤 利一氏 上原 博之 洞湖 レイクヴィラファーム 490± 0 〃 アタマ 126．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，906，200円 複勝： 56，915，600円 枠連： 26，022，800円
馬連： 95，576，900円 馬単： 41，723，900円 ワイド： 66，552，300円
3連複： 144，111，100円 3連単： 183，017，100円 計： 656，825，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 310円 � 200円 枠 連（3－5） 1，310円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 490円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 29，050円

票 数

単勝票数 計 429062 的中 � 87183（2番人気）
複勝票数 計 569156 的中 � 106112（1番人気）� 39319（6番人気）� 73552（3番人気）
枠連票数 計 260228 的中 （3－5） 15314（4番人気）
馬連票数 計 955769 的中 �� 25439（11番人気）
馬単票数 計 417239 的中 �� 7553（16番人気）
ワイド票数 計 665523 的中 �� 14760（12番人気）�� 37568（3番人気）�� 10467（16番人気）
3連複票数 計1441111 的中 ��� 19634（14番人気）
3連単票数 計1830171 的中 ��� 4567（83番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．2―11．2―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．3―45．5―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワールドフォーラブ �
�
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 2017．1．7 京都1着

2014．5．11生 牝4黒鹿 母 ユニバーサル 母母 エリモエクセル 14戦3勝 賞金 40，917，000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 カトルラポール号・ゲンパチケンシン号

１レース目



3507112月16日 曇 良 （30中京4）第6日 第11競走 ��
��1，400�

み か わ

三河ステークス
発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，29．12．16以降30．12．9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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

711 スマートダンディー 牡4鹿 57 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 502＋ 21：23．8 2．4�
11 メガオパールカフェ 牡7栗 52 加藤 祥太西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 538－ 6 〃 クビ 58．7�
610 メリートーン 牝5鹿 52 �島 克駿水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 478＋ 81：24．33 8．9�
46 ノーモアゲーム 牡5鹿 52 藤田菜七子内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 B482＋ 4 〃 クビ 26．9�
58 スピーディクール 牡4栗 57 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 500± 0 〃 ハナ 6．4�
814 マイネルエスパス 牡6青鹿53 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 526－ 41：24．4クビ 76．0	
712 メイショウバッハ 牡5栗 53 荻野 極松本 好
氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 496＋ 4 〃 アタマ 36．9�
57 タ ガ ノ ア ム 牝3鹿 52 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 2 〃 ハナ 4．6�
813 ブ ル ー ミ ン 牝4黒鹿50 川又 賢治佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 466＋ 21：24．71� 7．2
34 ブラックジョー 	5青鹿54 酒井 学山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 476± 0 〃 アタマ 19．1�
33 クリノリーソクツモ 牝6鹿 51 松若 風馬栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 440± 01：24．8
 94．5�
22 ワンダーピルエット 牝5鹿 51 岩崎 翼山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 492± 01：25．01� 25．4�
45 ストロングトリトン 	6鹿 53 木幡 初也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 480＋ 41：25．1� 74．9�
69 ト シ ザ キ ミ 牝7鹿 51 横山 武史上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 494－ 21：25．2クビ 62．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，825，800円 複勝： 69，085，700円 枠連： 40，465，300円
馬連： 187，589，100円 馬単： 81，092，900円 ワイド： 98，721，000円
3連複： 281，980，300円 3連単： 414，396，400円 計： 1，228，156，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 720円 � 230円 枠 連（1－7） 3，990円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 450円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 8，090円 3 連 単 ��� 43，940円

票 数

単勝票数 計 548258 的中 � 177500（1番人気）
複勝票数 計 690857 的中 � 171311（1番人気）� 17651（10番人気）� 73545（4番人気）
枠連票数 計 404653 的中 （1－7） 7855（13番人気）
馬連票数 計1875891 的中 �� 33897（14番人気）
馬単票数 計 810929 的中 �� 10549（20番人気）
ワイド票数 計 987210 的中 �� 16576（16番人気）�� 61357（4番人気）�� 7215（36番人気）
3連複票数 計2819803 的中 ��� 26112（26番人気）
3連単票数 計4143964 的中 ��� 6837（134番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―11．5―12．0―12．1―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．9―35．4―47．4―59．5―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートダンディー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2017．2．11 京都2着

2014．5．18生 牡4鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 13戦5勝 賞金 81，153，000円

3507212月16日 曇 良 （30中京4）第6日 第12競走 ��
��2，200�

お わ り

尾 張 特 別
発走16時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

78 ギ ャ ラ ッ ド �3鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 474＋ 62：15．4 2．7�
89 スクエアフォールド �5鹿 57 横山 武史 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 アタマ 9．7�
77 シャイニーゲール 牡4鹿 57 菱田 裕二小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 462－ 2 〃 アタマ 4．9�
22 トーホウアルテミス 牝3栗 53 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 482＋102：15．61	 3．6�
66 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 534－ 2 〃 ハナ 50．7	
810 ファスナハト 牡5青鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 550＋ 6 〃 ハナ 8．3

33 ヴ ィ ッ セ ン 牡7鹿 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 42：15．7� 32．4�
44 エトランドル 牡6鹿 57 丸田 恭介 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 528－162：16．01� 12．0�
11 オールドクラシック 牡5青鹿57 黛 弘人�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478± 02：16．21� 100．8
55 ホットファイヤー 牡5鹿 57 柴山 雄一西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 476＋ 22：16．41 21．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，807，600円 複勝： 54，586，200円 枠連： 25，119，400円
馬連： 99，480，200円 馬単： 48，913，500円 ワイド： 66，082，100円
3連複： 135，211，900円 3連単： 240，460，700円 計： 725，661，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 220円 � 160円 枠 連（7－8） 430円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 480円 �� 300円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 7，250円

票 数

単勝票数 計 558076 的中 � 163014（1番人気）
複勝票数 計 545862 的中 � 117811（1番人気）� 53710（5番人気）� 88325（3番人気）
枠連票数 計 251194 的中 （7－8） 45026（2番人気）
馬連票数 計 994802 的中 �� 63722（3番人気）
馬単票数 計 489135 的中 �� 20912（4番人気）
ワイド票数 計 660821 的中 �� 34301（5番人気）�� 60765（2番人気）�� 22408（11番人気）
3連複票数 計1352119 的中 ��� 56232（5番人気）
3連単票数 計2404607 的中 ��� 24015（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．9―13．6―13．4―12．9―12．6―12．1―11．4―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．2―36．1―49．7―1：03．1―1：16．0―1：28．6―1：40．7―1：52．1―2：03．2

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

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

勝馬の
紹 介

ギ ャ ラ ッ ド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene デビュー 2017．10．29 東京3着

2015．4．30生 �3鹿 母 ガ ヴ ィ オ ラ 母母 Forest Key 7戦3勝 賞金 31，924，000円
〔制裁〕 ギャラッド号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

４レース目



（30中京4）第6日 12月16日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

202，650，000円
7，780，000円
13，250，000円
1，460，000円
22，400，000円
73，547，500円
5，416，800円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
391，890，500円
566，702，200円
206，806，100円
770，432，600円
377，265，300円
545，877，000円
1，157，123，300円
1，600，209，000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 5，616，306，000円

総入場人員 16，457名 （有料入場人員 14，127名）



平成30年度 第4回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，080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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，395，060，000円
19，440，000円
93，730，000円
14，730，000円
161，310，000円
6，000，000円
448，065，500円
32，947，000円
10，368，000円

勝馬投票券売得金
3，055，420，600円
4，020，934，400円
1，458，255，500円
6，281，521，100円
3，011，184，500円
4，103，714，400円
9，837，083，500円
15，016，244，700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 46，784，358，700円

総入場延人員 109，106名 （有料入場延人員 95，038名）
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