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3504912月14日 晴 良 （25中京4）第5日 第1競走 ��1，200�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
1：12．2
1：10．2

良
不良

612 ドリームカイザー 牡2栗 55 幸 英明セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 494＋141：13．0 2．5�
816 ペイシャモンシェリ 牡2鹿 55 国分 恭介北所 直人氏 野村 彰彦 平取 赤石牧場 450＋ 81：13．42� 7．0�
23 サウンドカール 牡2青鹿55 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 456＋ 41：13．72 2．5�
24 ディアデュールマン 牡2黒鹿55 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 490± 0 〃 クビ 9．0�
611 ナスケンリュウジン 牡2栗 55

54 ☆横山 和生那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 450－ 61：13．8クビ 41．4�
35 キョウワメロディー 牝2栗 54 柴山 雄一	協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 468－ 81：14．86 82．0

815 セイユウパワー 牡2青鹿 55

52 ▲原田 和真松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 長浜牧場 462－ 41：15．01� 121．5�
713 カシノリーベ 牝2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 498－141：15．21� 159．6�
714 アサケスピカ 牝2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政大橋 堯氏 野村 彰彦 浦河 谷口牧場 450－ 21：15．3クビ 420．2
12 スキャットソング 牝2栗 54

52 △杉原 誠人 	高木競走馬育成牧場 尾形 和幸 浦河 近藤牧場 422－ 81：15．51� 15．3�
11 エストデスティネ �2栗 55 西田雄一郎橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか フジワラフアーム 484－ 41：15．81� 256．6�
510 テイエムマッチョ 牡2鹿 55

53 △藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 上井農場 496＋ 21：16．43� 340．5�
59 アッパレジャパン 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太西村新一郎氏 伊藤 伸一 新冠 浜口牧場 430± 0 〃 クビ 290．8�
36 ペルフェクトゥス 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼	イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 464＋ 61：16．5� 64．2�
48 フルアヘッド 牡2栗 55 M．バルザローナ 関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 472± 0 〃 ハナ 21．1�

（英）

47 カミノショウグン 牡2鹿 55 西村 太一村上 正喜氏 南田美知雄 青森 マニワファーム 452＋ 21：16．82 315．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，129，400円 複勝： 26，622，000円 枠連： 7，818，000円
馬連： 23，440，800円 馬単： 20，266，000円 ワイド： 13，783，900円
3連複： 38，141，700円 3連単： 63，305，100円 計： 207，506，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連（6－8） 930円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 290円 �� 140円 �� 280円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 3，360円

票 数

単勝票数 計 141294 的中 � 46383（1番人気）
複勝票数 計 266220 的中 � 61653（2番人気）� 29634（3番人気）� 106308（1番人気）
枠連票数 計 78180 的中 （6－8） 6205（4番人気）
馬連票数 計 234408 的中 �� 18937（2番人気）
馬単票数 計 202660 的中 �� 9912（5番人気）
ワイド票数 計 137839 的中 �� 9775（3番人気）�� 33856（1番人気）�� 10143（2番人気）
3連複票数 計 381417 的中 ��� 52918（1番人気）
3連単票数 計 633051 的中 ��� 13926（5番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―12．5―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―34．9―47．4―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームカイザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Affirmed デビュー 2013．6．15 阪神4着

2011．2．14生 牡2栗 母 サルガソシー 母母 Reverie 5戦1勝 賞金 10，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※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 オールオブミー号・カットキタイネン号・ラインシャドー号
※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。

3505012月14日 晴 良 （25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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

24 ロ ゼ ラ ニ 牝3鹿 54
51 ▲岩崎 翼宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 462＋ 21：54．0 3．8�

35 ショウナンバーキン 牝3青 54 福永 祐一国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 458－ 21：54．21� 3．3�
36 ポ レ イ ア 牝4栗 55

54 ☆菱田 裕二﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B510＋181：54．3� 6．0�
612 パーティブロッサム 牝4黒鹿55 池添 謙一飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 482＋101：54．4� 8．2�
714 クリノアマダブラム 牝3栗 54 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 440＋121：55．03� 109．9�
816	 レディメイアン 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太髙樽さゆり氏 本田 優 浦河 宮内牧場 464＋121：55．1� 103．4�
11 イルミナティ 牝3鹿 54

53 ☆横山 和生ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 486－ 21：55．52� 12．5	
611 マイティマックス 牝3鹿 54 藤岡 佑介 
グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 508＋ 41：55．71� 5．6�
23 	 フレームエンゼル 牝3鹿 54 柴山 雄一柴田 洋一氏 高橋 文雅 日高 藤本ファーム 420－151：56．55 253．2�
713	 ユ サ ー ル 牝4芦 55 菅原 隆一 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 浦河 宮内牧場 400－ 21：56．6� 276．1
815 メイショウブリエ 牝3鹿 54 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 428＋ 4 〃 ハナ 29．2�
59 アウレオーラ 牝3黒鹿54 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B518＋161：56．81� 18．8�
47 トーブプリンセス 牝4鹿 55 古川 吉洋武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 478＋ 2 〃 アタマ 282．8�
12 テイエムナデシコ 牝3黒鹿 54

52 △藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 B478＋181：57．33 276．1
48 テイクザサン 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二下河辺隆行氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 442－ 61：58．57 81．0�
510	 スズカルミナリー 牝3鹿 54 国分 恭介永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 B452＋ 21：59．45 79．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，745，700円 複勝： 28，794，600円 枠連： 9，155，700円
馬連： 23，742，200円 馬単： 17，753，300円 ワイド： 14，476，000円
3連複： 38，673，900円 3連単： 58，305，900円 計： 205，647，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 130円 � 180円 枠 連（2－3） 430円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 240円 �� 460円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，550円

票 数

単勝票数 計 147457 的中 � 30697（2番人気）
複勝票数 計 287946 的中 � 66233（1番人気）� 65158（2番人気）� 33669（3番人気）
枠連票数 計 91557 的中 （2－3） 15855（2番人気）
馬連票数 計 237422 的中 �� 30843（1番人気）
馬単票数 計 177533 的中 �� 10784（1番人気）
ワイド票数 計 144760 的中 �� 17639（1番人気）�� 7293（4番人気）�� 6763（5番人気）
3連複票数 計 386739 的中 ��� 26239（2番人気）
3連単票数 計 583059 的中 ��� 9461（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．7―13．0―12．9―13．2―13．0―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．0―50．0―1：02．9―1：16．1―1：29．1―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F37．9
1
3

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

2
4

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

ロ ゼ ラ ニ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．12．2 阪神5着

2010．4．6生 牝3鹿 母 ジ ュ バ リ ー 母母 アクイテイン 13戦2勝 賞金 23，020，000円
〔制裁〕 クリノアマダブラム号の騎手小牧太は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番）

ロゼラニ号の騎手岩崎翼は，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30，000円。（被害馬：5番・12番）
〔その他〕 テイクザサン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカルミナリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月14日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 テイクザサン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年1月14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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トゥザレジェンド号

第４回 中京競馬 第５日



3505112月14日 晴 良 （25中京4）第5日 第3競走 ��1，400�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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

23 サトノアビリティ 牡3栗 56 M．バルザローナ 里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 516＋121：24．8 1．7�
（英）

816 フォースフル 牡4黒鹿 57
54 ▲花田 大昂�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 490＋ 61：25．12 103．8�

510 ヒ シ ョ ウ �5栗 57 大庭 和弥岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 460± 0 〃 アタマ 13．6�
713 キクノブレイン 牡3黒鹿56 吉田 隼人菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 480± 01：25．2クビ 5．0�
24 サイズミックレディ 牝5鹿 55 武 豊細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 B504± 01：25．3� 24．3�
611 ナリタロック 牡3栗 56 川島 信二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 496＋14 〃 ハナ 14．8	
714 ディレットリーチェ 牝3栗 54 丸田 恭介飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B502＋101：25．4クビ 38．3

47 � プレミアムゴールド 牡4栗 57

55 △杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 484± 0 〃 クビ 7．3�

612� アークペガサス 牡4鹿 57
54 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 B516＋121：25．5クビ 398．6�

12 � サクラテイオー 牡4青鹿57 幸 英明谷岡牧場 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 478－ 41：25．6� 83．8�
36 ショウナンアンカー �3栗 56 松田 大作国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 458＋12 〃 クビ 232．6�
48 メテオーラビアンカ 牡3鹿 56

55 ☆横山 和生 社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 510＋ 21：25．7クビ 31．9�
11 ゼンノコリオリ 牡3鹿 56 古川 吉洋大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 472＋121：25．8� 66．1�
35 サイレンスバード 牡3鹿 56 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 498＋ 41：26．12 77．0�
59 ウォーターサウンド 牡6栗 57 丸山 元気山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 486＋121：26．31 268．8�
815 ア ビ ス コ 牡3芦 56 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 488＋181：26．72� 87．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，103，200円 複勝： 37，181，000円 枠連： 9，347，900円
馬連： 29，056，400円 馬単： 24，388，400円 ワイド： 18，849，400円
3連複： 49，083，700円 3連単： 84，055，900円 計： 274，065，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 1，210円 � 240円 枠 連（2－8） 3，140円

馬 連 �� 7，020円 馬 単 �� 9，810円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 410円 �� 6，320円

3 連 複 ��� 15，500円 3 連 単 ��� 63，180円

票 数

単勝票数 計 221032 的中 � 107256（1番人気）
複勝票数 計 371810 的中 � 137724（1番人気）� 4804（12番人気）� 33151（4番人気）
枠連票数 計 93479 的中 （2－8） 2201（12番人気）
馬連票数 計 290564 的中 �� 3059（19番人気）
馬単票数 計 243884 的中 �� 1835（30番人気）
ワイド票数 計 188494 的中 �� 1912（23番人気）�� 12686（3番人気）�� 683（46番人気）
3連複票数 計 490837 的中 ��� 2338（44番人気）
3連単票数 計 840559 的中 ��� 982（179番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．1―47．2―59．4―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノアビリティ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Grand Slam デビュー 2013．2．3 東京1着

2010．3．5生 牡3栗 母 サーキットレディ 母母 Laguna Seca 7戦2勝 賞金 18，931，000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） 2頭 ハギノブシドウ号・ラヴァズアゲイン号
（非抽選馬） 2頭 テイエムオオラジャ号・トウショウタイド号
※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。

3505212月14日 晴 良 （25中京4）第5日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時30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
2：03．4
1：59．9

良
良

23 ハギノハイブリッド 牡2栗 55 藤岡 佑介日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 450－ 42：03．6 4．8�
35 アイスブレイク 牝2青鹿54 横山 典弘安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 470－ 42：04．23� 8．0�
11 ハヤブサゴッド 牡2鹿 55 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 02：04．41� 9．1�
12 ハ イ ク ロ ス 牡2芦 55 松岡 正海 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 446± 0 〃 クビ 197．1�
817 メジャーホープ 牡2栗 55

52 ▲岩崎 翼阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 484＋ 22：04．5� 90．0�
510 クールオープニング 牡2青鹿55 武 豊前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438± 0 〃 ハナ 11．2	
816 ダンディーズムーン 牡2鹿 55 福永 祐一田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 4 〃 ハナ 2．3

818 ロ ゴ マ ー ク 牝2青鹿54 松田 大作市川 義美氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 462－182：04．71� 34．3�
59 ジェイボーイ 牡2黒鹿 55

53 △藤懸 貴志廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 428＋12 〃 アタマ 284．5�
48 マイネボニータ 牝2栗 54

53 ☆中井 裕二 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 402＋ 22：04．8� 9．9�

24 ゴルトエルゼ 牝2黒鹿54 川須 栄彦�下河辺牧場 高野 友和 日高 下河辺牧場 432－18 〃 クビ 54．6�
713 カフジスター 牡2青鹿55 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 460＋ 22：04．9� 42．2�
611 モンサンプロキオン 牡2鹿 55 吉田 豊山下 新一氏 小野 次郎 新冠 飛渡牧場 488± 02：05．0� 121．7�
714 エ ト ラ 牝2鹿 54 三浦 皇成佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 428－122：05．31� 261．4�
47 テイエムボッケモン 牡2栗 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 480－ 2 〃 クビ 267．8�
612 ヒシスカイガイ 牡2栗 55

54 ☆横山 和生阿部 雅英氏 久保田貴士 新冠 飛渡牧場 486＋ 42：05．5� 56．3�
36 ブ リ ー ジ ョ 牡2黒鹿55 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 504－ 22：05．71� 20．4�
715 ベルモントパープル 牡2栗 55 西村 太一 �ベルモントファーム和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 498－122：05．8� 387．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 19，201，100円 複勝： 32，267，200円 枠連： 10，070，500円
馬連： 29，672，000円 馬単： 21，305，300円 ワイド： 18，999，400円
3連複： 45，645，200円 3連単： 72，220，400円 計： 249，381，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 270円 � 220円 枠 連（2－3） 1，170円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 720円 �� 680円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 6，830円 3 連 単 ��� 32，150円

票 数

単勝票数 計 192011 的中 � 31883（2番人気）
複勝票数 計 322672 的中 � 52098（2番人気）� 29365（5番人気）� 38452（3番人気）
枠連票数 計 100705 的中 （2－3） 6367（6番人気）
馬連票数 計 296720 的中 �� 10901（7番人気）
馬単票数 計 213053 的中 �� 3860（13番人気）
ワイド票数 計 189994 的中 �� 6682（8番人気）�� 7062（6番人気）�� 3252（15番人気）
3連複票数 計 456452 的中 ��� 4939（19番人気）
3連単票数 計 722204 的中 ��� 1658（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．1―49．9―1：02．7―1：15．1―1：27．5―1：39．7―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．1
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハギノハイブリッド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．9．15 阪神5着

2011．2．21生 牡2栗 母 ハッピーペインター 母母 サイレントハピネス 4戦1勝 賞金 6，450，000円
〔制裁〕 ハギノハイブリッド号の騎手藤岡佑介は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・6番）



3505312月14日 晴 良 （25中京4）第5日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時00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
1：21．5
1：20．3

良
良

816 シセイカスガ 牡2黒鹿55 北村 友一猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 406 ―1：23．8 7．0�
817 ジェットセッター 牡2青鹿55 勝浦 正樹下河�美智子氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 466 ―1：24．01� 15．8�
612 クラウンアイリス 牝2栗 54 国分 恭介�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 392 ― 〃 クビ 131．7�
11 ミヤセイリュー 牝2鹿 54 松田 大作宮原 廣伸氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 434 ― 〃 ハナ 7．4�
24 キネオアレグロ 牡2栗 55 福永 祐一吉田 千津氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 470 ―1：24．1� 3．1	
35 ラインファング 牝2栗 54 古川 吉洋大澤 繁昌氏 南井 克巳 平取 稲原牧場 444 ―1：24．2� 12．6

714 エ ン ジ ュ 牝2鹿 54 黛 弘人水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 414 ― 〃 アタマ 4．8�
510 ハードバーン 牝2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二飯田 吉哉氏 南井 克巳 新冠 有限会社 大
作ステーブル 434 ―1：24．3	 40．9�

59 マルケットリー 牡2鹿 55 中谷 雄太野村 茂雄氏 的場 均 新冠 須崎牧場 500 ―1：24．4� 106．4
48 ファブラノヴァ 牝2黒鹿54 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486 ―1：24．61� 20．8�
（英）

36 ヤマニンラマージュ 牡2栗 55
52 ▲岩崎 翼土井 薫氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 488 ― 〃 クビ 58．4�

12 ニュープロローグ 牝2鹿 54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 羽月 友彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430 ― 〃 ハナ 27．1�

818 キクノソレイユ 牡2鹿 55 幸 英明菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 442 ―1：25．13 42．7�
713 サトノアスカ 牝2栗 54 武 豊里見 治氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 408 ―1：25．31� 11．1�
715 チャンピオンリング 牡2栗 55 丸田 恭介 �キャロットファーム 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 558 ―1：25．51� 68．7�
611 サンハンプトン 牝2栗 54

53 ☆横山 和生加藤 信之氏 黒岩 陽一 新冠 サンローゼン 438 ―1：25．6� 48．0�
23 ミッドシアター 牝2鹿 54 三浦 皇成深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 500 ―1：26．45 135．5�
47 タガノサムソン 牡2鹿 55 鮫島 良太八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492 ―1：26．72 95．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 15，919，000円 複勝： 23，134，400円 枠連： 12，196，200円
馬連： 23，959，000円 馬単： 17，073，100円 ワイド： 13，935，600円
3連複： 36，750，700円 3連単： 54，091，100円 計： 197，059，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 300円 � 410円 � 2，200円 枠 連（8－8） 3，500円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 8，500円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 6，520円 �� 12，400円

3 連 複 ��� 94，180円 3 連 単 ��� 570，280円

票 数

単勝票数 計 159190 的中 � 18090（3番人気）
複勝票数 計 231344 的中 � 22695（4番人気）� 15287（6番人気）� 2393（16番人気）
枠連票数 計 121962 的中 （8－8） 2576（15番人気）
馬連票数 計 239590 的中 �� 3590（17番人気）
馬単票数 計 170731 的中 �� 1483（31番人気）
ワイド票数 計 139356 的中 �� 2330（16番人気）�� 520（68番人気）�� 272（105番人気）
3連複票数 計 367507 的中 ��� 288（249番人気）
3連単票数 計 540911 的中 ��� 70（1363番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．5―12．1―12．0―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―35．6―47．7―59．7―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．1
3 ・（11，17）5，18（4，10）－（8，13）（3，6）（14，16）（9，12）1－2－（7，15） 4 11（5，17）4（10，18）（8，13）（3，6，14）（9，16）（1，12）－2－（7，15）

勝馬の
紹 介

シセイカスガ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2011．2．28生 牡2黒鹿 母 シセイハルカ 母母 シーヴィーナス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ハードバーン号の騎手菱田裕二は，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：8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。
（非当選馬） 5頭 シゲルリュウキュウ号・ソーラーストーム号・ノリノリハッピー号・プレシャスベガ号・マッシヴロード号
※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。

3505412月14日 晴 良 （25中京4）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

816 トゥヴァビエン 牡3黒鹿 56
53 ▲岩崎 翼玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 526－ 61：53．8 6．0�

713 シルクラングレー 牡4栗 57 川須 栄彦有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム B502＋ 81：54．22� 12．9�
815 ショウナンアズサ 牝3鹿 54 福永 祐一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 518± 0 〃 ハナ 2．5�
612 タニノタキシード 牡3黒鹿56 M．バルザローナ 谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 474＋ 61：54．3� 6．6�

（英）

36 ゴールドゼウス 牡4黒鹿57 丸山 元気スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 498＋ 81：54．4� 5．8�
24 モンプレジール 牡3鹿 56 西田雄一郎平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 456－ 2 〃 アタマ 93．2�
48 ア チ ー ヴ 牡3黒鹿56 北村 友一前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 466＋ 21：54．82� 9．4	
714� マイネルボンド 牡4青鹿57 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム B506－ 51：54．9� 132．7�
611 ビットプレスト 牡5鹿 57 柴山 雄一礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 460－ 21：55．0� 129．6�
12 � ワンダーストラ 牡6栗 57 中谷 雄太山本 信行氏 梅内 忍 浦河 林 孝輝 510－ 81：55．1� 180．6
510 ミッキーエール 牡4栗 57 酒井 学野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 482＋121：55．31 21．6�
59 バロンミノル 牡3黒鹿56 松田 大作吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 490－ 61：55．62 27．1�
11 � マルモグリフィス 牝4鹿 55 岡田 祥嗣まるも組合 藤沢 則雄 日高 山際 辰夫 460－ 81：55．7� 394．4�
23 サウスパシフィック 牡4鹿 57 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 506± 01：56．33� 20．3�
35 � スターポケット 牝3黒鹿54 丸田 恭介西城 公雄氏 高橋 文雅 新ひだか 寺越 政幸 476＋ 41：57．68 165．1�
47 タマモスコーピオン 牡4鹿 57 幸 英明タマモ
 藤沢 則雄 新ひだか 前田牧場 490＋ 61：57．7クビ 206．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，815，500円 複勝： 36，240，200円 枠連： 11，777，400円
馬連： 31，349，600円 馬単： 23，395，200円 ワイド： 19，393，000円
3連複： 51，185，100円 3連単： 79，113，200円 計： 272，269，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 310円 � 130円 枠 連（7－8） 1，080円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 320円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 24，000円

票 数

単勝票数 計 198155 的中 � 26049（3番人気）
複勝票数 計 362402 的中 � 46339（3番人気）� 23211（6番人気）� 100503（1番人気）
枠連票数 計 117774 的中 （7－8） 8101（5番人気）
馬連票数 計 313496 的中 �� 6096（14番人気）
馬単票数 計 233952 的中 �� 2467（25番人気）
ワイド票数 計 193930 的中 �� 4113（13番人気）�� 16858（1番人気）�� 6937（7番人気）
3連複票数 計 511851 的中 ��� 13516（6番人気）
3連単票数 計 791132 的中 ��� 2433（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．7―50．5―1：03．3―1：16．4―1：29．3―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

トゥヴァビエン �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 ステイールハート デビュー 2013．3．17 阪神3着

2010．4．19生 牡3黒鹿 母 オグラテスコ 母母 オグラトウシヨウ 11戦2勝 賞金 23，850，000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。
（非当選馬） 1頭 ガッテンキャンパス号
（非抽選馬） 1頭 ツヨシノブルーム号
※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。



3505512月14日 晴 良 （25中京4）第5日 第7競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

47 モレサンドニ 牝3栗 54
51 ▲花田 大昂密山 根成氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 436－ 41：12．7 12．4�

36 レ デ ィ ー 牝3鹿 54 田中 健浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 424＋ 2 〃 アタマ 18．5�
815 ローレルボルケーノ 牡4鹿 57

55 △藤懸 貴志 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 526－ 4 〃 クビ 6．2�
59 サンライズマーチ 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 470＋ 41：12．91� 1．5�
24 � ニュアージゲラン 牝4鹿 55

52 ▲原田 和真白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 460－ 21：13．0� 86．2�
714 メイショウアキシノ 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 450＋141：13．42� 40．7	
816 メイショウヒメユリ 牝4青鹿55 西村 太一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 432－ 21：13．61� 66．7

48 ハプスブルク 牡3鹿 56 平野 優片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 444＋ 21：13．7� 76．4�
12 ラ ド ゥ ガ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼石川 幸司氏 牧田 和弥 日高 浜本牧場 444－ 41：14．01� 27．9�
611 スワンボート 牡3鹿 56 小野寺祐太田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 460＋ 2 〃 クビ 27．3
713 ノボジュピター 牡7栗 57

56 ☆横山 和生�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 B470＋ 21：14．1クビ 34．5�
510� エステージャ 牝4芦 55

52 ▲山崎 亮誠岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 森 俊雄 422－ 21：14．31� 328．2�
612� アースパイプ 牡4栗 57

55 △杉原 誠人窪田 康志氏 尾形 和幸 新ひだか 千代田牧場 B488＋ 6 〃 ハナ 17．9�
11 ヒヅグータス 牝4鹿 55 菅原 隆一�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 460－20 〃 クビ 201．9�
23 トーセンプリモ 牝4鹿 55

52 ▲原田 敬伍島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム 502－ 21：14．4クビ 58．1�
35 � バクシンクリチャン 牝4鹿 55 大下 智栗本 博晴氏 高市 圭二 平取 コアレススタッド 464－101：15．14 28．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，233，900円 複勝： 37，239，100円 枠連： 10，802，700円
馬連： 32，459，300円 馬単： 28，281，300円 ワイド： 19，603，100円
3連複： 50，334，300円 3連単： 92，590，400円 計： 294，544，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 400円 � 350円 � 230円 枠 連（3－4） 3，550円

馬 連 �� 6，420円 馬 単 �� 12，830円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 930円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 11，190円 3 連 単 ��� 81，840円

票 数

単勝票数 計 232339 的中 � 14773（3番人気）
複勝票数 計 372391 的中 � 23118（5番人気）� 26953（4番人気）� 49692（2番人気）
枠連票数 計 108027 的中 （3－4） 2247（14番人気）
馬連票数 計 324593 的中 �� 3735（20番人気）
馬単票数 計 282813 的中 �� 1627（38番人気）
ワイド票数 計 196031 的中 �� 2925（19番人気）�� 5317（8番人気）�� 4231（12番人気）
3連複票数 計 503343 的中 ��� 3321（40番人気）
3連単票数 計 925904 的中 ��� 835（250番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．2―12．6―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．1―36．3―48．9―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．4
3 6（7，15）4（2，9）16（1，8，14）（3，10）13，5，11，12 4 6（7，15）4（2，9）（1，8，16）（3，14）10，13（5，11）12

勝馬の
紹 介

モレサンドニ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 トワイニング デビュー 2012．10．28 東京4着

2010．3．4生 牝3栗 母 ランペルティーザ 母母 ヤングダリア 8戦2勝 賞金 16，600，000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。
（非当選馬） 3頭 クインスウィーティ号・シルクアポロン号・ナムラケンシロウ号

3505612月14日 晴 良 （25中京4）第5日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

715� テナシティー �4黒鹿57 武 豊 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：14．8 3．4�
713 メイショウグレア 牝3鹿 53

51 △杉原 誠人松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 402－26 〃 クビ 68．9�
612 サトノジュピター 牝4鹿 55 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478± 02：15．01� 3．8�
24 アナンジュパス 牝4鹿 55 M．バルザローナ�G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 458－ 82：15．1クビ 5．1�

（英）

59 シェイクザバーレイ 牡3鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522－122：15．31	 39．5	

714 フェアープライド 牡5黒鹿57 川須 栄彦�下河辺牧場 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 496＋ 6 〃 クビ 11．2

48 グランスエルテ 牡3栗 55 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－122：15．4クビ 32．1�
510 フォントルロイ 牡4鹿 57

56 ☆中井 裕二大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 486－ 22：15．5
 16．9�
818� コンドッティエーレ 牡4栗 57 丸山 元気村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 4 〃 ハナ 28．8
23 インプレショニスト 牝3鹿 53 鮫島 良太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 442＋ 82：15．71� 8．3�
12 ツインテール 牝5栗 55 国分 恭介山本 英俊氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 482－ 42：15．8クビ 51．1�
611� トーセンシーザー �4黒鹿 57

54 ▲花田 大昂島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 482＋102：16．65 223．9�
35 ストーンヘンジ 牡5鹿 57 松田 大作 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 22：16．7
 37．3�
36 サクラビクトワール 牡3鹿 55 吉田 隼人�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 480＋ 4 〃 ハナ 36．3�
11 フォーナインキング 牡3鹿 55 三浦 皇成青山 洋一氏 田村 康仁 日高 下河辺牧場 470＋ 62：17．44 94．3�
816 マキハタテノール 牡4鹿 57 北村 友一�槇本牧場 吉村 圭司 日高 槇本牧場 498± 02：17．72 30．0�
817 ヤマニンミミック 牝5黒鹿 55

54 ☆横山 和生土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 486＋ 42：18．33� 345．5�
47 セクシイスイート 牝5鹿 55

52 ▲原田 敬伍平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 490－142：20．2大差 205．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，132，300円 複勝： 36，281，800円 枠連： 13，061，500円
馬連： 36，391，100円 馬単： 24，074，300円 ワイド： 20，722，600円
3連複： 53，411，400円 3連単： 86，281，000円 計： 291，356，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 1，180円 � 180円 枠 連（7－7） 1，620円

馬 連 �� 8，500円 馬 単 �� 12，810円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 370円 �� 3，670円

3 連 複 ��� 10，460円 3 連 単 ��� 44，560円

票 数

単勝票数 計 211323 的中 � 50290（1番人気）
複勝票数 計 362818 的中 � 66431（2番人気）� 5728（14番人気）� 59560（3番人気）
枠連票数 計 130615 的中 （7－7） 5975（6番人気）
馬連票数 計 363911 的中 �� 3162（29番人気）
馬単票数 計 240743 的中 �� 1387（43番人気）
ワイド票数 計 207226 的中 �� 1807（30番人気）�� 15992（1番人気）�� 1287（44番人気）
3連複票数 計 534114 的中 ��� 3770（30番人気）
3連単票数 計 862810 的中 ��� 1429（114番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．1―12．8―12．6―12．5―12．4―12．8―12．7―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．4―34．5―47．3―59．9―1：12．4―1：24．8―1：37．6―1：50．3―2：02．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．2
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�テナシティー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2009．4．24生 �4黒鹿 母 フサイチハッスル 母母 ダイナシユガー 16戦2勝 賞金 27，092，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 セクシイスイート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月14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。
（非抽選馬） 1頭 ジューヴルエール号
※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。



3505712月14日 晴 良 （25中京4）第5日 第9競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走14時25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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

12 ネオヴェリーブル �6鹿 57 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508＋162：02．1 111．0�

23 サンライズウェイ 牡3栗 56 中舘 英二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：02．31� 5．1�
713 アーサーバローズ 牡4栗 57 M．バルザローナ 猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 476± 0 〃 クビ 1．7�

（英）

24 ソウルファイター 牡3黒鹿56 川須 栄彦平井 裕氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 530＋222：02．51� 19．2�
510 ヴィアレーギア 牡3黒鹿56 吉田 隼人伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン

牧場 536＋ 62：02．6� 12．9�
816 ノアオーカン 牡3黒鹿56 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 490＋ 2 〃 ハナ 10．1�
36 コスモマイギフト 牡4黒鹿57 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B490－ 82：02．7	 23．7

11 メイショウシャイン 牡6鹿 57 武 豊松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 472± 02：02．8クビ 11．7�
611
 ヒカルデザイアー 牡3鹿 56 丸山 元気高橋 光氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 476－ 22：03．01� 182．3�
47 ワンダーバライル 牡6芦 57 水口 優也山本 信行氏 小原伊佐美 浦河 小柳牧場 496＋ 22：03．42	 115．1
612 アズマユニヴァース 牡5栗 57 藤岡 佑介田島 大史氏 武市 康男 浦河 川越ファーム 464－ 42：03．5	 59．7�
59 リネンタキシード 牡6青鹿57 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 B534－ 42：03．6クビ 140．0�
35 ステアトゥヘヴン �4鹿 57

54 ▲原田 和真 	社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 508－ 42：04．02	 29．4�
48 ローレルキングダム 牡5栗 57 柴山 雄一 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 494－ 22：04．74 262．6�
714 エムオータイガー 牡3栗 56

54 △杉原 誠人大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 藤本 直弘 492－ 42：04．8クビ 98．8�
815
 ニホンピロオーロラ 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 444＋ 4 〃 ハナ 72．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，425，900円 複勝： 37，091，000円 枠連： 11，764，600円
馬連： 37，358，600円 馬単： 29，199，700円 ワイド： 20，131，100円
3連複： 53，894，100円 3連単： 107，644，000円 計： 321，509，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，100円 複 勝 � 1，420円 � 180円 � 110円 枠 連（1－2） 1，750円

馬 連 �� 19，590円 馬 単 �� 54，980円

ワ イ ド �� 4，600円 �� 2，540円 �� 270円

3 連 複 ��� 12，960円 3 連 単 ��� 259，620円

票 数

単勝票数 計 244259 的中 � 1735（12番人気）
複勝票数 計 370910 的中 � 3656（12番人気）� 50300（2番人気）� 142684（1番人気）
枠連票数 計 117646 的中 （1－2） 4982（6番人気）
馬連票数 計 373586 的中 �� 1408（42番人気）
馬単票数 計 291997 的中 �� 392（89番人気）
ワイド票数 計 201311 的中 �� 960（43番人気）�� 1764（26番人気）�� 22332（1番人気）
3連複票数 計 538941 的中 ��� 3069（35番人気）
3連単票数 計1076440 的中 ��� 306（556番人気）

ハロンタイム 7．4―11．6―12．0―14．2―13．3―12．7―12．8―13．0―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―19．0―31．0―45．2―58．5―1：11．2―1：24．0―1：37．0―1：49．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ネオヴェリーブル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2009．12．5 中山4着

2007．1．29生 �6鹿 母 オレンジパラダイス 母母 オレンジシェード 18戦2勝 賞金 20，900，000円
〔制裁〕 エムオータイガー号の騎手杉原誠人は，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：13番・5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。
（非抽選馬） 1頭 メジロサンノウ号
※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。

3505812月14日 晴 良 （25中京4）第5日 第10競走 ��
��1，400�つ わ ぶ き 賞

発走15時00分 （芝・左）
牝，2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

711 リアルヴィーナス 牝2鹿 54 福永 祐一山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 446－ 61：22．5 1．8�
814 マイネヴァリエンテ 牝2鹿 54 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 21：22．6� 14．1�
45 イマスグキスミー 牝2黒鹿54 横山 典弘�ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 458＋121：22．7クビ 5．6�
34 フェブノヘア 牝2栗 54 柴山 雄一釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 436＋ 41：22．8� 76．3�
712 タカラジャンヌ 牝2鹿 54 三浦 皇成村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 408－ 21：22．9� 127．0�
22 ケンタッキーミント 牝2青鹿54 武 豊長谷川清英氏 鹿戸 雄一 新ひだか 桜井牧場 470＋ 4 〃 ハナ 8．7	
46 シャイニーガール 牝2鹿 54 幸 英明小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 466＋ 21：23．11� 14．4

813 ウ メ 牝2栗 54 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 442± 0 〃 クビ 71．8�
69 シニョリーナ 牝2青鹿54 吉田 隼人髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 456－ 21：23．2� 43．1�
57 ヴィンテージローズ 牝2栗 54 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 422－161：23．3� 7．3
58 プレシャスムーン 牝2鹿 54 横山 和生鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 438± 01：23．4� 222．1�
11 サ グ レ ス 牝2黒鹿54 池添 謙一 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 440－ 61：23．5� 28．3�
33 マッドアバウトユー 牝2栗 54 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 448－101：23．71	 50．4�
610 ダンツキャンサー 牝2黒鹿54 北村 友一山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 466－ 21：24．33� 57．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，256，900円 複勝： 51，238，500円 枠連： 14，913，100円
馬連： 59，045，700円 馬単： 43，417，200円 ワイド： 27，493，500円
3連複： 75，877，700円 3連単： 160，818，400円 計： 466，061，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 260円 � 160円 枠 連（7－8） 1，050円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 360円 �� 250円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 7，670円

票 数

単勝票数 計 332569 的中 � 146693（1番人気）
複勝票数 計 512385 的中 � 191946（1番人気）� 33808（6番人気）� 74904（2番人気）
枠連票数 計 149131 的中 （7－8） 10566（4番人気）
馬連票数 計 590457 的中 �� 46758（4番人気）
馬単票数 計 434172 的中 �� 23140（4番人気）
ワイド票数 計 274935 的中 �� 19143（4番人気）�� 31701（1番人気）�� 5936（12番人気）
3連複票数 計 758777 的中 ��� 29399（5番人気）
3連単票数 計1608184 的中 ��� 15493（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．4―11．8―12．0―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．2―47．0―59．0―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアルヴィーナス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2013．9．7 阪神1着

2011．3．19生 牝2鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 4戦2勝 賞金 22，059，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 リアルヴィーナス号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）



3505912月14日 晴 良 （25中京4）第5日 第11競走
第51回農林水産省賞典

��
��2，000�愛 知 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
牝，3歳以上，24．12．15以降25．12．8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

農林水産大臣賞・愛知県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 658，000円 188，000円 94，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

35 フーラブライド 牝4鹿 50 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 464－ 42：02．1 43．7�
818 キャトルフィーユ 牝4鹿 51 横山 和生 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 460± 02：02．2� 49．8�
816 コスモネモシン 牝6青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 470－ 42：02．3� 45．3�
36 オールザットジャズ 牝5鹿 56 M．バルザローナ 市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 42：02．4� 21．2�

（英）

714 ウエスタンレベッカ 牝3鹿 50 菱田 裕二西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 430＋ 4 〃 アタマ 32．6	
713 スマートレイアー 牝3芦 55 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 22：02．5� 2．5

611 シャトーブランシュ 牝3鹿 53 北村 友一有限会社シルク清水 出美 安平 ノーザンファーム 472－ 62：02．6� 13．1�
612 マコトブリジャール 牝3鹿 50 荻野 琢真�ディアマント 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 406－102：02．7クビ 91．4�
59 マイネイサベル 牝5鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 476＋ 4 〃 クビ 17．4
23 リラコサージュ 牝3栗 52 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 414± 02：02．8クビ 11．6�
12 トーセンソレイユ 牝3鹿 52 川須 栄彦島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 424－14 〃 クビ 20．6�
11 ア カ ン サ ス 牝5青 53 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 ハナ 225．7�
510 ゴールデンナンバー 牝4栗 54 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504± 02：02．9クビ 6．1�
24 アロマティコ 牝4栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 5．5�
817 コウエイオトメ 牝5鹿 53 池添 謙一西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 484＋ 2 〃 同着 23．2�
47 ノーブルジュピタ 牝3鹿 49 丸田 恭介吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 442＋ 42：03．11	 193．2�
715 セ キ シ ョ ウ 牝3青鹿52 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 492＋ 42：03．31� 28．3�
48 スピードリッパー 牝5栗 53 杉原 誠人吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B472＋ 22：03．61� 389．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 121，209，000円 複勝： 194，016，600円 枠連： 78，707，200円
馬連： 382，956，700円 馬単： 185，094，300円 ワイド： 161，394，100円
3連複： 614，375，600円 3連単： 1，002，433，700円 計： 2，740，187，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，370円 複 勝 � 1，160円 � 1，180円 � 1，050円 枠 連（3－8） 4，930円

馬 連 �� 58，120円 馬 単 �� 128，510円

ワ イ ド �� 12，260円 �� 15，080円 �� 12，360円

3 連 複 ��� 744，520円 3 連 単 ��� 4，712，080円

票 数

単勝票数 計1212090 的中 � 21884（12番人気）
複勝票数 計1940166 的中 � 44229（13番人気）� 43098（14番人気）� 49106（12番人気）
枠連票数 計 787072 的中 （3－8） 11794（19番人気）
馬連票数 計3829567 的中 �� 4863（102番人気）
馬単票数 計1850943 的中 �� 1063（206番人気）
ワイド票数 計1613941 的中 �� 3240（98番人気）�� 2631（105番人気）�� 3215（99番人気）
3連複票数 計6143756 的中 ��� 609（606番人気）
3連単票数 計10024337 的中 ��� 157（3425番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．2―49．6―1：02．0―1：14．4―1：26．8―1：39．1―1：50．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

フーラブライド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．8．21 札幌13着

2009．5．9生 牝4鹿 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 26戦5勝 賞金 87，528，000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 エスカナール号・マイネオーチャード号
※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。

3506012月14日 晴 良 （25中京4）第5日 第12競走 ��
��1，600�中 京 日 経 賞

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56�4歳以上57�，牝馬2�減

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

812 フ ィ エ ロ 牡4青鹿57 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508－ 21：36．8 1．5�

22 スズカアンペール 牡5鹿 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 472－ 41：37．01� 34．8�
710 ウィザーズポケット 牡4鹿 57 松田 大作�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 456－ 21：37．1	 6．0�
57 ポップジェムズ 牡3鹿 56 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 アタマ 8．7�
56 ラインアンジュ 牝5鹿 55 M．バルザローナ 大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 502＋ 4 〃 クビ 16．2	

（英）

69 ロードエフォール 牡5黒鹿57 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 486－ 41：37．2クビ 34．9

711 ディープサウンド 牡5鹿 57 横山 典弘増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 クビ 25．1�
45 スリーカーニバル 牝3鹿 54 小牧 太永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 460＋ 21：37．3
 18．3�
813 ナオミノユメ 牝4鹿 55 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：37．4クビ 22．8
68 ヴァリアシオン 牡4鹿 57 古川 吉洋 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 6 〃 ハナ 39．8�
44 � レディオスソープ 牝5栗 55 勝浦 正樹大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 クビ 82．1�
11 ウインミーティア 牝4栗 55 藤岡 佑介�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：37．5クビ 65．0�
33 パッシフローラ 牝4鹿 55 岡田 祥嗣 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 444＋ 4 〃 アタマ 148．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，332，900円 複勝： 95，561，400円 枠連： 23，274，900円
馬連： 81，211，000円 馬単： 58，550，300円 ワイド： 39，676，900円
3連複： 106，530，600円 3連単： 244，667，900円 計： 693，805，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 370円 � 150円 枠 連（2－8） 2，050円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 580円 �� 190円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 10，790円

票 数

単勝票数 計 443329 的中 � 233535（1番人気）
複勝票数 計 955614 的中 � 527621（1番人気）� 29360（7番人気）� 116576（2番人気）
枠連票数 計 232749 的中 （2－8） 8391（7番人気）
馬連票数 計 812110 的中 �� 33329（7番人気）
馬単票数 計 585503 的中 �� 19250（8番人気）
ワイド票数 計 396769 的中 �� 14974（6番人気）�� 68182（1番人気）�� 5633（16番人気）
3連複票数 計1065306 的中 ��� 34098（4番人気）
3連単票数 計2446679 的中 ��� 16737（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．3―25．8―37．8―50．0―1：02．5―1：14．2―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フ ィ エ ロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー 2012．7．7 中京1着

2009．3．14生 牡4青鹿 母 ル ビ ー 母母 Offshore Boom 6戦3勝 賞金 30，315，000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。



（25中京4）第5日 12月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 195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 手 当

218，050，000円
6，300，000円
1，860，000円
20，140，000円
67，836，000円
5，376，000円
1，872，000円

勝馬投票券売得金
373，504，800円
635，667，800円
212，889，700円
790，642，400円
492，798，400円
388，458，600円
1，213，904，000円
2，105，527，000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 6，213，392，700円

総入場人員 17，535名 （有料入場人員 13，591名）
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