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3501312月7日 晴 良 （26中京4）第2日 第1競走 ��
��1，400�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� 基準タイム

中央レコード
1：25．0
1：23．1

不良
重

59 ニホンピロサンダー 牡2黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 464＋ 41：26．4 4．9�
36 サンウィノナ 牝2鹿 54 幸 英明加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 B442＋ 21：26．5� 95．8�
510 マルカメテオ 牡2栗 55 松山 弘平河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 470± 01：26．92� 6．0�
714 リリーウイナー 牡2鹿 55 秋山真一郎土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 514－16 〃 クビ 6．5�
48 パイナワレア 牝2栗 54

51 ▲原田 和真山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 466－161：27．0� 25．7�

713	 セプティエーム 牡2芦 55
53 △小崎 綾也吉田 和美氏 村山 明 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

B488－ 21：27．31� 14．5	
23 ツ オ イ ガ ナ 牡2栗 55 R．ムーア 三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新ひだか グランド牧場 498＋ 41：27．83 2．1


（英）

47 ヴェスペルティリオ 牡2鹿 55 岩田 康誠�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 468＋ 21：27．9� 30．9�

611 フクノドービル 牡2鹿 55 古川 吉洋福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 482－ 61：28．11 244．3�
815 カポスクオーラ 牡2黒鹿55 北村 宏司�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 2 〃 クビ 25．2
12 シャインワンハート 牝2芦 54

51 ▲伴 啓太皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 456－ 21：28．95 209．1�
35 タケルワールド 牡2栗 55 戸崎 圭太森 保彦氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452＋101：29．21� 57．4�
24 ネ オ キ セ キ 牡2鹿 55 蛯名 正義西田 俊二氏 田村 康仁 新冠 ラツキー牧場 446± 0 〃 クビ 27．1�
612 セイカヒカワザカ 牡2芦 55

52 ▲井上 敏樹久米 誠氏 小野 次郎 日高 藤本 友則 420＋101：29．83� 524．3�
816 カンタベリーマミー 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 414－ 21：30．12 468．5�
11 サンドメサージュ 牝2黒鹿54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 438－ 81：31．710 132．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，270，800円 複勝： 31，104，000円 枠連： 9，960，100円
馬連： 33，905，100円 馬単： 21，086，200円 ワイド： 19，461，200円
3連複： 50，038，900円 3連単： 70，577，500円 計： 255，403，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 240円 � 2，040円 � 240円 枠 連（3－5） 3，990円

馬 連 �� 22，450円 馬 単 �� 38，470円

ワ イ ド �� 5，340円 �� 430円 �� 5，740円

3 連 複 ��� 26，330円 3 連 単 ��� 191，640円

票 数

単勝票数 計 192708 的中 � 30947（2番人気）
複勝票数 計 311040 的中 � 38353（3番人気）� 3154（11番人気）� 37151（4番人気）
枠連票数 計 99601 的中 （3－5） 1931（12番人気）
馬連票数 計 339051 的中 �� 1170（37番人気）
馬単票数 計 210862 的中 �� 411（70番人気）
ワイド票数 計 194612 的中 �� 883（37番人気）�� 12939（4番人気）�� 820（39番人気）
3連複票数 計 500389 的中 ��� 1425（59番人気）
3連単票数 計 705775 的中 ��� 267（385番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―11．7―12．6―12．8―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．7―35．4―48．0―1：00．8―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロサンダー �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2014．7．19 中京2着

2012．5．26生 牡2黒鹿 母 ニホンピロエミリー 母母 ニホンピロポリーナ 6戦1勝 賞金 10，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンドメサージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月7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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クレアーフォンテン号・パイレーツナイト号・ハードアスリート号
（非抽選馬） 1頭 ソルティコメント号
※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。

3501412月7日 晴 良 （26中京4）第2日 第2競走 ��1，800�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 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
1：48．9
1：47．8

重
重

11 ショウナンアズサ 牝4鹿 55 R．ムーア 国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 524＋ 41：55．0 2．8�
（英）

713 ソロデビュー 牝5黒鹿 55
53 △小崎 綾也�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 508＋ 61：55．21 116．3�

714 テイエムライオネス 牝4青鹿55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 476＋ 21：55．3� 20．3�
12 ディオーサシチー 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 472－ 61：55．4� 14．7�
59 � アルティメイトラブ 牝5黒鹿 55

52 ▲伴 啓太 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 484＋ 6 〃 アタマ 9．3	
510 クロカミノオトメ 牝4青 55 松田 大作 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 41：55．71� 10．5

47 エヴォリューション 牝3鹿 54 岩田 康誠岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 478＋ 21：55．8� 6．8�
612 ティボリハーモニー 牝4栗 55 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 512＋161：56．01� 113．2�
23 トーセンミルキー 牝3芦 54 田辺 裕信島川 哉氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 アタマ 22．0�
24 スズカシャーマン 牝3芦 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 452＋ 4 〃 クビ 8．5�
48 マッサローザ 牝3青鹿54 	島 良太赤沼 秀典氏 藤沢 則雄 様似 富田 恭司 438＋281：56．21
 276．9�
611 サンレイフローラ 牝4鹿 55 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 456－ 61：56．3� 46．7�
816� ウインマルゲリータ 牝4黒鹿55 幸 英明�ウイン 中村 均 浦河 岡本 昌市 434＋ 21：56．4� 197．2�
815 エンドレスラヴ 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁山上 和良氏 中川 公成 日高 細川牧場 478－ 61：56．61
 73．2�
35 メイショウブーケ 牝3栗 54 武 豊松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B458－ 41：56．91� 6．2�
36 スエヒロフィオーレ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�みどり住宅 金成 貴史 浦河 三枝牧場 450＋ 21：57．53� 20．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，761，800円 複勝： 27，599，100円 枠連： 11，225，100円
馬連： 32，833，100円 馬単： 18，902，300円 ワイド： 20，810，500円
3連複： 47，898，500円 3連単： 62，116，100円 計： 240，146，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 2，450円 � 450円 枠 連（1－7） 1，780円

馬 連 �� 17，950円 馬 単 �� 20，970円

ワ イ ド �� 6，160円 �� 1，430円 �� 13，250円

3 連 複 ��� 89，580円 3 連 単 ��� 454，890円

票 数

単勝票数 計 187618 的中 � 52934（1番人気）
複勝票数 計 275991 的中 � 61563（1番人気）� 2228（14番人気）� 14082（8番人気）
枠連票数 計 112251 的中 （1－7） 4863（9番人気）
馬連票数 計 328331 的中 �� 1417（57番人気）
馬単票数 計 189023 的中 �� 676（80番人気）
ワイド票数 計 208105 的中 �� 862（61番人気）�� 3863（16番人気）�� 398（82番人気）
3連複票数 計 478985 的中 ��� 401（214番人気）
3連単票数 計 621161 的中 ��� 99（1169番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．1―13．3―12．8―12．5―12．5―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．3―50．6―1：03．4―1：15．9―1：28．4―1：41．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアズサ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cozzene デビュー 2012．10．1 阪神7着

2010．1．31生 牝4鹿 母 スイートチャーム 母母 Sunbaked 13戦2勝 賞金 26，160，000円
〔その他〕 テイエムライオネス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テイエムライオネス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年1月7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 ダニカ号
※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。

第４回 中京競馬 第２日



3501512月7日 晴 良 （26中京4）第2日 第3競走 ��1，900�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 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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

58 ディアブルーダー 牡3鹿 56 幸 英明髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 522＋ 62：00．5 6．8�
610� ビーチブレイブ 牡4芦 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B502＋ 62：00．82 14．4�
34 エノラブエナ 牡3鹿 56 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 558＋ 42：01．01� 1．5�
813 マドリードカフェ 牡3黒鹿56 R．ムーア Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム 508－ 22：01．31� 16．5�
（英）

22 ロンギングエース 牡4鹿 57 戸崎 圭太坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 508－ 82：01．61� 6．4�
712 パッシングブリーズ 牡3鹿 56 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 ハナ 15．3	
57 スティルレーベン 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 474－ 42：01．91� 280．9


45 デンコウエポック 	3鹿 56 大野 拓弥田中 康弘氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 464＋10 〃 ハナ 116．5�
711 タイセイボルト 牡4青鹿57 北村 宏司田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B480＋ 22：02．64 44．9�
11 ダイナミックウオー 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 526± 02：02．81� 35．6
814 フェアープライド 牡6黒鹿 57

55 △小崎 綾也�下河辺牧場 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 496± 02：03．01� 49．4�
69 チュウワストライク 牡5鹿 57 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 510± 0 〃 クビ 44．5�
33 メイショウミハタ 牡3黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 550－ 42：03．1クビ 148．8�
46 サ チ ゴ ロ ウ 牡4栗 57 田辺 裕信小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 B498± 02：03．41� 106．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，603，800円 複勝： 63，844，200円 枠連： 10，672，600円
馬連： 46，800，500円 馬単： 30，437，400円 ワイド： 24，957，600円
3連複： 56，721，000円 3連単： 113，756，100円 計： 370，793，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 140円 � 300円 � 110円 枠 連（5－6） 3，860円

馬 連 �� 7，530円 馬 単 �� 15，290円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 180円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 36，520円

票 数

単勝票数 計 236038 的中 � 27442（3番人気）
複勝票数 計 638442 的中 � 60043（2番人気）� 18121（6番人気）� 405455（1番人気）
枠連票数 計 106726 的中 （5－6） 2140（12番人気）
馬連票数 計 468005 的中 �� 4816（17番人気）
馬単票数 計 304374 的中 �� 1493（35番人気）
ワイド票数 計 249576 的中 �� 4155（14番人気）�� 44314（1番人気）�� 11663（5番人気）
3連複票数 計 567210 的中 ��� 21155（6番人気）
3連単票数 計1137561 的中 ��� 2258（108番人気）

ハロンタイム 6．9―11．8―12．4―13．6―13．2―12．5―12．7―12．8―11．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．7―31．1―44．7―57．9―1：10．4―1：23．1―1：35．9―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディアブルーダー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．5．3 京都6着

2011．5．2生 牡3鹿 母 サクセスウイッチ 母母 アワーミスレッグス 6戦2勝 賞金 18，200，000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。

3501612月7日 晴 良 （26中京4）第2日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時25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
1：35．8
1：32．3

良
良

714 グレイスミノル 牝2青鹿54 武 豊吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 462－ 21：36．4 6．7�
11 フェアラフィネ 牝2芦 54 松山 弘平髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 438－ 4 〃 クビ 12．4�
23 レーヌドブリエ 牝2栗 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 418－16 〃 ハナ 9．0�
713 メローハーモニー 牝2鹿 54 戸崎 圭太青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 442－12 〃 ハナ 15．9�
510 レッドベルダ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 安田 隆行 えりも エクセルマネジメント 426－ 41：36．61� 2．1	
24 フクノグローリア 牝2黒鹿54 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 438－ 8 〃 クビ 46．5

611 シーオブラブ 牝2鹿 54 岩田 康誠三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 414－ 41：36．7� 3．9�
36 アラビアンローズ 牝2黒鹿54 西田雄一郎吉田 勝利氏 尾形 和幸 新ひだか 坂本牧場 448－ 21：36．91� 233．6�
59 ショウナンカサロ 牝2青鹿54 松田 大作国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 446－161：37．0� 86．1
47 ノアズアーク 牝2栗 54 幸 英明早野 誠氏 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 426－ 81：37．1クビ 37．9�
12 スナッチアキス 牝2鹿 54 酒井 学西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 434＋ 21：37．42 94．3�
48 ウインメーヴェ 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真�ウイン 清水 英克 新ひだか 曾我 博 464－ 21：37．5クビ 380．1�
815 シャイニーパンサー 牝2青鹿54 高倉 稜小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 460－ 41：37．71� 321．9�
612 トウカイストラーダ 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 450－ 41：38．02 200．5�
35 ラブミラーボード 牝2芦 54

51 ▲伴 啓太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 414－ 6 〃 クビ 522．1�
816 ダイヤモンドハート 牝2鹿 54 小牧 太村田 哲朗氏 牧田 和弥 平取 二風谷ファーム 470－ 81：38．21 30．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，651，300円 複勝： 38，493，000円 枠連： 12，221，000円
馬連： 44，416，400円 馬単： 28，889，100円 ワイド： 25，868，400円
3連複： 56，590，100円 3連単： 98，502，000円 計： 333，631，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 260円 � 270円 枠 連（1－7） 2，310円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 7，280円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，020円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 8，060円 3 連 単 ��� 49，830円

票 数

単勝票数 計 286513 的中 � 34013（3番人気）
複勝票数 計 384930 的中 � 52984（3番人気）� 37122（4番人気）� 35842（5番人気）
枠連票数 計 122210 的中 （1－7） 4094（8番人気）
馬連票数 計 444164 的中 �� 9965（12番人気）
馬単票数 計 288891 的中 �� 2976（25番人気）
ワイド票数 計 258684 的中 �� 7009（9番人気）�� 6540（11番人気）�� 5625（13番人気）
3連複票数 計 565901 的中 ��� 5264（24番人気）
3連単票数 計 985020 的中 ��� 1433（148番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．4―48．7―1：01．2―1：13．0―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレイスミノル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2014．9．28 阪神7着

2012．3．24生 牝2青鹿 母 シャンハイレディ 母母 アンドレディー 4戦1勝 賞金 6，800，000円
※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） 4頭 アースライズ号・ウインメアリー号・カリテスグレース号・メイショウヒルガオ号
（非抽選馬） 1頭 アズマクィーン号



3501712月7日 晴 良 （26中京4）第2日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

68 � ジェルブドール 牡2栗 55 R．ムーア 山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Woodford
Thoroughbreds 488 ―1：25．8 3．8�

（英）

813 マーシフルハート 牝2鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 384 ―1：25．9� 11．3�
710 ジニアスミノル 牝2鹿 54 武 豊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 416 ― 〃 クビ 4．0�
44 ダノンシーザー 牡2鹿 55 小牧 太�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 478 ―1：26．11	 4．8�
56 ガ ロ フ ァ ノ 牝2栗 54 W．ビュイック 前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448 ―1：26．2クビ 14．4�
（英）

57 デストリアー 牝2鹿 54 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446 ― 〃 アタマ 28．3	

22 エイシンパサート 牡2栗 55 田辺 裕信平井 淑郎氏 坂口 正則 浦河 高野牧場 470 ―1：26．52 64．9

69 ラ ム レ イ 牝2鹿 54 北村 宏司山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 458 ―1：26．6クビ 28．2�
812 ローガンカズマ 牡2栗 55 幸 英明�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 酒井牧場 444 ―1：26．91� 6．9
33 キングカーティス 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 440 ―1：27．11	 8．2�
45 スリーミスゲイ 牝2栗 54 酒井 学永井商事� 小野 幸治 日高 白井牧場 456 ― 〃 ハナ 103．0�
711 ワーリーバード 牝2黒鹿54 松山 弘平山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 丸幸小林牧場 420 ― 〃 ハナ 98．3�
11 セルリアンレーク 牡2栗 55 田中 博康�イクタ 田所 秀孝 新冠 つつみ牧場 458 ―1：28．16 117．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，220，900円 複勝： 24，624，100円 枠連： 9，858，700円
馬連： 34，706，000円 馬単： 19，885，200円 ワイド： 17，468，000円
3連複： 40，414，100円 3連単： 61，269，900円 計： 227，446，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 340円 � 170円 枠 連（6－8） 730円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 890円 �� 360円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 15，490円

票 数

単勝票数 計 192209 的中 � 40102（1番人気）
複勝票数 計 246241 的中 � 52770（1番人気）� 13794（7番人気）� 40087（3番人気）
枠連票数 計 98587 的中 （6－8） 10407（2番人気）
馬連票数 計 347060 的中 �� 11555（10番人気）
馬単票数 計 198852 的中 �� 4071（14番人気）
ワイド票数 計 174680 的中 �� 4803（13番人気）�� 13604（1番人気）�� 4919（12番人気）
3連複票数 計 404141 的中 ��� 12365（4番人気）
3連単票数 計 612699 的中 ��� 2867（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．1―25．5―38．0―51．0―1：03．2―1：14．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F34．8
3 10，8，9（3，7）（4，13）（2，11）（5，6，12）－1 4 10，8（3，7，9）（4，13）2（5，11）（6，12）－1

勝馬の
紹 介

�ジェルブドール �
�
父 Congrats �

�
母父 Elusive Quality 初出走

2012．2．17生 牡2栗 母 G City Gal 母母 Credenza 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3501812月7日 晴 良 （26中京4）第2日 第6競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

36 アンプラグド 牡3芦 55 R．ムーア 諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 504－ 42：15．0 4．5�
（英）

816 フ ァ シ ー ノ 牡3鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 472＋ 42：15．1� 2．9�
35 � クリールハヤテ 牡5栗 57 蛯名 正義横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488± 0 〃 クビ 15．2�
23 � モンテエクリプス 牡5鹿 57 戸崎 圭太毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 464＋102：15．2� 12．1�
817 テイコフトウショウ 牝4栗 55 幸 英明トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488－ 22：15．3クビ 10．6	
612 プロレタリアト 牝3鹿 53

50 ▲長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 418－ 2 〃 クビ 35．1

715 アドマイヤキンカク 牡4鹿 57 W．ビュイック 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452＋182：15．51� 8．9�

（英）

11 クリノダイコクテン 牡3栃栗55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 478＋122：15．7	 81．9�
24 � ジェットソング 牡4黒鹿57 田辺 裕信橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 追分ファーム 448－ 6 〃 ハナ 55．4
510� モ シ モ シ 牝4黒鹿55 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 416＋ 8 〃 アタマ 11．6�
714 パリソワール 牡5栗 57

55 △小崎 綾也丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 432＋ 2 〃 クビ 33．7�
713 レ ジ ー ナ 牝4栗 55 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 428＋ 22：15．91 31．0�
59 ハギノウィッシュ 牝5鹿 55 岡田 祥嗣日隈 良江氏 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 488± 02：16．11� 177．2�
47 コスモナーダム 牡3栗 55 中谷 雄太岡田 繁幸氏 池上 昌弘 新ひだか 出羽牧場 476－ 4 〃 クビ 150．2�
818 ピースメーカー 牡3鹿 55 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋142：16．2	 27．4�
611 ワクワクカンヲ 牡3鹿 55 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 472＋162：16．62� 20．7�
12 アグネスミニッツ 牡3栗 55 松山 弘平渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 506＋102：16．91	 35．5�
48 タイセイポラリス 牡4栗 57 大野 拓弥田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 460－162：17．22 132．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，998，700円 複勝： 29，137，500円 枠連： 14，326，600円
馬連： 40，043，100円 馬単： 20，264，800円 ワイド： 24，535，700円
3連複： 59，120，900円 3連単： 72，709，600円 計： 281，136，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 140円 � 280円 枠 連（3－8） 450円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，020円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 15，370円

票 数

単勝票数 計 209987 的中 � 37230（2番人気）
複勝票数 計 291375 的中 � 54796（2番人気）� 61132（1番人気）� 19809（6番人気）
枠連票数 計 143266 的中 （3－8） 24572（1番人気）
馬連票数 計 400431 的中 �� 36456（1番人気）
馬単票数 計 202648 的中 �� 7955（2番人気）
ワイド票数 計 245357 的中 �� 22468（1番人気）�� 5715（8番人気）�� 7228（6番人気）
3連複票数 計 591209 的中 ��� 12777（4番人気）
3連単票数 計 727096 的中 ��� 3428（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．7―35．7―48．9―1：01．9―1：14．7―1：27．1―1：39．6―1：51．3―2：02．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アンプラグド �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．12．22 中山3着

2011．3．16生 牡3芦 母 ホワイトペッパー 母母 レッドチリペッパー 8戦2勝 賞金 17，900，000円
〔発走状況〕 アグネスミニッツ号は，馬場入場後に左前肢落鉄。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 プロレタリアト号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クラウンアトラス号・セーノークイン号
（非抽選馬） 2頭 ノアオーカン号・メイショウミヤジマ号
※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。追 加 記 事（第 4回中京競馬第 1日第 12 競走）

〔その他〕　　アンチュラス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　アンチュラス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年 1

月6日まで出走できない。



3501912月7日 晴 良 （26中京4）第2日 第7競走 ��1，400�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 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

11 ダイワスパンキー 牡5栗 57 田辺 裕信大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 512＋181：25．7 11．3�
12 スマートエクリプス 牡3栗 56

54 △小崎 綾也大川 徹氏 中内田充正 浦河 山口 義彦 B482＋ 21：25．91� 52．6�
510 オニノシタブル 牡3栗 56 北村 宏司青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B466－ 81：26．11� 8．1�
23 � ミニョネット 牝4栗 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 ハナ 7．8�
47 ケイリンボス 牡3栗 56 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 524＋ 61：26．2クビ 5．9�
612 コートリーラッシュ 牝3黒鹿54 松田 大作広尾レース	 国枝 栄 新ひだか 下屋敷牧場 442± 01：26．52 61．0

59 ジョーウォルター 牡3鹿 56 W．ビュイック 上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 464－ 21：26．6クビ 4．3�

（英）

35 ミ ス ネ バ ー 牝5栗 55 高倉 稜澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 478－ 2 〃 アタマ 180．0�
36 ナムライッポン 牡4黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 454－ 21：26．81� 48．0
816 メイショウカノン 牡3青鹿56 武 豊松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 466－ 6 〃 ハナ 6．4�
714 ダークファンタジー 牡3栗 56 K．デザーモ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 548－ 2 〃 クビ 5．0�

（米）

48 � パトロクロス 牡4栗 57 岩田 康誠村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 470＋141：26．9クビ 23．0�
611� アイディンビュー 牝4鹿 55 古川 吉洋米井 勝氏 的場 均 新ひだか 三木田牧場 474－ 6 〃 クビ 165．4�
24 アポロオオジャ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 448＋ 21：27．21	 26．5�
815 ダイヤハート 牝3青鹿54 西田雄一郎大野 數芳氏 柄崎 孝 平取 北島牧場 438＋ 61：28．69 224．5�
713 ピーエムヘクター 牡6鹿 57

54 ▲伴 啓太松山 毅氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 496＋ 41：30．09 183．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，430，200円 複勝： 28，849，200円 枠連： 12，737，500円
馬連： 40，332，900円 馬単： 22，631，500円 ワイド： 22，410，300円
3連複： 53，264，600円 3連単： 73，142，300円 計： 273，798，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 450円 � 1，110円 � 230円 枠 連（1－1） 34，630円

馬 連 �� 27，180円 馬 単 �� 40，220円

ワ イ ド �� 7，210円 �� 1，400円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 69，830円 3 連 単 ��� 404，790円

票 数

単勝票数 計 204302 的中 � 14460（7番人気）
複勝票数 計 288492 的中 � 16247（7番人気）� 5849（11番人気）� 38952（3番人気）
枠連票数 計 127375 的中 （1－1） 285（33番人気）
馬連票数 計 403329 的中 �� 1150（54番人気）
馬単票数 計 226315 的中 �� 422（93番人気）
ワイド票数 計 224103 的中 �� 788（56番人気）�� 4245（17番人気）�� 1368（41番人気）
3連複票数 計 532646 的中 ��� 572（143番人気）
3連単票数 計 731423 的中 ��� 131（860番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．3―47．7―1：00．1―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．0
3 2，5（3，12）14，7（1，9，16）15（11，10）（8，4）＝6，13 4 2，5（3，12）（1，9，14，7）16（11，15，10）（8，4）－6－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワスパンキー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．10．23 東京6着

2009．4．12生 牡5栗 母 スレンダーガール 母母 ビクトリアクラウン 9戦3勝 賞金 25，000，000円
〔制裁〕 ダイワスパンキー号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過

怠金30，000円。（被害馬：12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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サマーラヴ号・シゲルアボカド号
（非抽選馬） 2頭 イイチョ号・ボールドジャパン号
※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。

3502012月7日 晴 良 （26中京4）第2日 第8競走 ��1，200�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 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
1：08．0
1：06．5

良
良

818 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 54 武 豊布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 440＋ 81：10．0 15．3�
713 ダノンルージュ 牝4鹿 55 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 3．0�
510 サクラヴィオーラ 牝3栗 54 秋山真一郎�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 468－ 21：10．1クビ 28．8�
714 ダンツキャノン 牡3栗 56 R．ムーア 山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 518＋ 2 〃 クビ 5．9�

（英）

47 サフランスカイ 牡3鹿 56 酒井 学海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 460－ 21：10．2クビ 10．3�
23 スピリットレイク 牝4鹿 55 W．ビュイック H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 81：10．3� 37．8	
（英）

24 アイファーマシェリ 牝3黒鹿54 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 448＋ 2 〃 ハナ 7．4

817 トップルビー 牝6黒鹿 55

53 △小崎 綾也�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 458＋ 81：10．4� 18．0�
12 フラワーハート 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹花垣 テル氏 本間 忍 新冠 松浦牧場 458＋12 〃 ハナ 88．1
35 ハプスブルク 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 454－ 2 〃 クビ 22．6�
612 ホオポノポノ 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ
ナル牧場 428－10 〃 アタマ 71．6�

11 シ ー ロ ア 牝3栗 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 474－ 21：10．5クビ 12．6�
715 ツクバアラモード 牝4栗 55 戸崎 圭太細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B454－ 41：10．6� 7．9�
816 ナムラアッパー 牡3鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 432＋ 61：10．7� 25．9�
59 � クリノツネチャン 牝3栗 54 	島 良太栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 422－111：10．8� 175．8�
611� ケージーサクランボ 牝4黒鹿55 岡田 祥嗣岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 432－12 〃 クビ 280．4�
48 ダイワラスター 牝3黒鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 422＋ 41：11．12 76．7�
36 シシャモオージ 牡3黒鹿56 古川 吉洋大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 470＋ 61：11．41� 125．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，800，200円 複勝： 36，281，900円 枠連： 22，954，400円
馬連： 46，421，400円 馬単： 24，498，600円 ワイド： 27，982，200円
3連複： 66，065，100円 3連単： 94，760，500円 計： 342，764，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 420円 � 170円 � 740円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 980円 �� 6，060円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 28，040円 3 連 単 ��� 173，480円

票 数

単勝票数 計 238002 的中 � 12424（7番人気）
複勝票数 計 362819 的中 � 19769（8番人気）� 75721（1番人気）� 10252（11番人気）
枠連票数 計 229544 的中 （7－8） 38859（2番人気）
馬連票数 計 464214 的中 �� 14618（5番人気）
馬単票数 計 244986 的中 �� 2989（20番人気）
ワイド票数 計 279822 的中 �� 7621（7番人気）�� 1157（60番人気）�� 2865（30番人気）
3連複票数 計 660651 的中 ��� 1767（93番人気）
3連単票数 計 947605 的中 ��� 396（571番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．9―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．7―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイヤモンドハイ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．10．5 京都2着

2011．4．16生 牝3鹿 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 18戦2勝 賞金 28，150，000円
〔制裁〕 ホオポノポノ号の騎手伴啓太は，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：9番・8番・15

番）
トップルビー号の騎手小崎綾也は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カシノワルツ号・コウエイダイオウ号・スイートガーデン号
※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。



3502112月7日 晴 良 （26中京4）第2日 第9競走 ��
��2，000�

さかえ

栄 特 別
発走14時15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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

24 ゲットアテープ 牡3鹿 56 R．ムーア 金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 516＋ 42：01．9 2．9�

（英）

612 ビオラフォーエバー 牡3栗 56 秋山真一郎熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 2 〃 クビ 17．1�
23 オカホンコー 牡3鹿 56 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 484± 02：02．11� 54．8�
11 ビップレボルシオン 牡3鹿 56 武 豊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞	湖 レイクヴィラファーム 514± 02：02．2クビ 7．9�
59 ビキニスタイル 牝3黒鹿54 田辺 裕信石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋10 〃 クビ 17．9�
510 ストロベリーキング 牡3黒鹿56 酒井 学田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 474＋ 22：02．41� 7．1	
715 カッパドキア 牡4黒鹿57 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 466－ 6 〃 ハナ 28．8

12 トーホウスマート 牡4栗 57 岩田 康誠東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 472＋ 8 〃 クビ 5．7�
36 ジョウノムサシ 牡3鹿 56 大野 拓弥小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 490＋ 62：02．5
 114．5�
47 カレンヴィットリア 牡3黒鹿56 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 498＋12 〃 アタマ 55．3
713� ベネフィットユー 牡5黒鹿57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 456＋102：02．6
 44．7�
611 エスターブレ 牝4栗 55 小牧 太草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 466＋ 42：02．7クビ 107．8�
35 � テイエムレオネッサ 牝4栗 55 藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 490＋ 82：02．8
 278．4�
714 マルクナッテ 牝3栗 54 北村 宏司小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 412＋ 82：03．01� 12．1�
818 ホッコータフネス 牡3鹿 56 W．ビュイック 矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456－102：03．21� 66．9�

（英）

817 タガノコルコバード 牡3鹿 56 古川 吉洋八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 438＋ 4 〃 クビ 172．4�
816 ト ル ス ト イ 牡4鹿 57 戸崎 圭太近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：03．41� 8．9�
48 ウイントゥモロー 牡3黒鹿56 小崎 綾也�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 496－ 22：03．5
 29．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，688，200円 複勝： 43，826，800円 枠連： 19，647，400円
馬連： 60，319，000円 馬単： 32，368，600円 ワイド： 32，881，300円
3連複： 82，614，000円 3連単： 120，849，800円 計： 422，195，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 560円 � 800円 枠 連（2－6） 4，430円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 7，800円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 2，500円 �� 13，610円

3 連 複 ��� 55，170円 3 連 単 ��� 241，360円

票 数

単勝票数 計 296882 的中 � 79359（1番人気）
複勝票数 計 438268 的中 � 95211（1番人気）� 17400（8番人気）� 11551（11番人気）
枠連票数 計 196474 的中 （2－6） 3434（14番人気）
馬連票数 計 603190 的中 �� 10009（18番人気）
馬単票数 計 323686 的中 �� 3109（25番人気）
ワイド票数 計 328813 的中 �� 5033（16番人気）�� 3404（23番人気）�� 610（92番人気）
3連複票数 計 826140 的中 ��� 1123（149番人気）
3連単票数 計1208498 的中 ��� 363（673番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．5―49．1―1：01．4―1：13．6―1：26．0―1：38．1―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ゲットアテープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2013．10．26 東京1着

2011．3．26生 牡3鹿 母 オイスターチケット 母母 ナムラピアリス 7戦2勝 賞金 27，053，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 アラドヴァル号・エリンジューム号・オンワードデューク号・スノーストーム号・ダンツクロノス号・

ダークサイド号・テンカイチ号・ドリームリヴァール号・ハナズドリーム号・マイネルイルミナル号・
マイネルフレスコ号・ヤマニンエルフィン号

※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。

3502212月7日 晴 良 （26中京4）第2日 第10競走
白い衝撃

��
��1，200�クロフネカップ

発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，25．11．30以降26．11．30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 15，900，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，590，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

11 ベステゲシェンク 牡4鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：08．9 3．2�
611 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿55 松山 弘平渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 504－ 2 〃 クビ 13．1�
612 スピークソフトリー 牝5鹿 52 �島 良太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 61：09．11� 15．1�
24 メイショウツガル 牡6鹿 55 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 478－ 21：09．31� 20．0�
510 テイエムタイホー 牡5栗 56 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 490＋ 2 〃 ハナ 15．4�
47 ルベーゼドランジェ 牝4鹿 53 岩田 康誠 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 ハナ 5．4	
713 ニコールバローズ 牝5黒鹿52 秋山真一郎猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 454－ 21：09．51	 89．1

36 フェブノヘア 牝3栗 51 小崎 綾也釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 452＋ 81：09．7
 20．0�
714 ダノンウィスラー 牡6鹿 54 蛯名 正義�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 460＋ 61：09．8
 54．8
23 ヒ ー ラ 牝5鹿 53 中井 裕二平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 428＋ 21：09．9	 20．4�
818 ゴーハンティング 牡6黒鹿56 R．ムーア �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 516＋ 21：10．0	 4．1�

（英）

816 ラフレーズカフェ 牝5青鹿53 岡田 祥嗣西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 127．0�
48 � エンプレスラブ 牝5黒鹿52 酒井 学 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 522＋101：10．1	 99．4�
12 ラヴェルソナタ �6鹿 55 K．デザーモ �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B520± 0 〃 クビ 19．7�

（米）

59 オレニホレルナヨ 牡5栗 53 古川 吉洋 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 510＋ 21：10．2クビ 34．8�
715 シルクオフィサー 牡6鹿 54 高倉 稜 �シルクレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 8 〃 アタマ 63．5�
817 サニーヘイロー 牝6栗 51 井上 敏樹宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 460－ 61：10．41	 119．9�
35 ダイメイザクラ 牝7鹿 52 西田雄一郎宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 444± 0 （競走中止） 86．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，674，400円 複勝： 51，694，600円 枠連： 27，873，500円
馬連： 97，531，300円 馬単： 47，279，700円 ワイド： 46，987，700円
3連複： 124，456，300円 3連単： 186，597，500円 計： 616，095，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 310円 � 330円 枠 連（1－6） 1，100円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 940円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 9，410円 3 連 単 ��� 38，590円

票 数

単勝票数 計 336744 的中 � 82317（1番人気）
複勝票数 計 516946 的中 � 102824（1番人気）� 39253（4番人気）� 35906（5番人気）
枠連票数 計 278735 的中 （1－6） 19615（3番人気）
馬連票数 計 975313 的中 �� 27905（7番人気）
馬単票数 計 472797 的中 �� 10129（7番人気）
ワイド票数 計 469877 的中 �� 11324（8番人気）�� 13080（4番人気）�� 5748（24番人気）
3連複票数 計1244563 的中 ��� 9912（23番人気）
3連単票数 計1865975 的中 ��� 3505（90番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．3―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベステゲシェンク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2012．11．11 東京1着

2010．4．23生 牡4鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 14戦5勝 賞金 78，133，000円
〔競走中止〕 ダイメイザクラ号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エターナルムーン号・キョウエイバサラ号・シゲルアセロラ号・ヤマニンプチガトー号
※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。



3502312月7日 晴 良 （26中京4）第2日 第11競走
JRA60周年記念 ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，800�第15回チャンピオンズカップ（ＧⅠ）

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�
減

名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞・日本地方競馬馬主振興協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 94，000，000円 38，000，000円 24，000，000円 14，000，000円 9，400，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：48．9
1：47．8
1：48．8

重
重
良

48 ホッコータルマエ 牡5鹿 57 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム 508＋ 21：51．0 5．9�
24 ナムラビクター 牡5鹿 57 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 528＋ 61：51．1� 20．7�
612 ローマンレジェンド 牡6黒鹿57 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 510± 01：51．2	 7．1�
47 サ ン ビ ス タ 牝5黒鹿55 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 478＋ 41：51．41
 67．4�
611 ワンダーアキュート 牡8鹿 57 武 豊山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム 522＋131：51．5	 10．9�
35 ワイドバッハ 牡5鹿 57 蛯名 正義幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 486＋ 8 〃 ハナ 26．6	
713 カ ゼ ノ コ 牡3鹿 56 秋山真一郎�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 458＋ 31：51．6� 66．0

59 クリノスターオー 牡4青 57 R．ムーア 栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 532± 01：51．7クビ 19．2�

（英）

36 グレープブランデー 牡6黒鹿57 北村 宏司 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B536＋12 〃 ハナ 47．3
815 インカンテーション 牡4鹿 57 大野 拓弥�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 486－ 21：51．8	 8．0�
12 � ベストウォーリア 牡4栗 57 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc 506－ 71：52．01� 21．2�
714 コパノリッキー 牡4栗 57 田辺 裕信小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 536＋ 11：52．21
 3．0�
510 ニホンピロアワーズ 牡7青鹿57 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 538－ 21：52．41
 33．3�
23 クリソライト 牡4鹿 57 W．ビュイック �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B498＋ 51：52．93 12．1�

（英）

11  インペラティヴ �4鹿 57 K．デザーモ KMレーシングエン
タープライズ G．パパプロドロモー 米 Glencrest Farm

LLC & Darley B506 1：53．11
 26．9�
（Imperative（USA）） （米） （米）

816 ダノンカモン 牡8黒鹿57 松山 弘平�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 530＋ 41：53．31� 185．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 488，405，600円 複勝： 551，462，300円 枠連： 414，944，900円
馬連： 1，970，802，100円 馬単： 822，352，300円 ワイド： 667，414，900円
3連複： 2，648，388，300円 3連単： 4，809，427，300円 計： 12，373，197，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 440円 � 270円 枠 連（2－4） 1，900円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 9，020円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 720円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 11，730円 3 連 単 ��� 70，890円

票 数

単勝票数 計4884056 的中 � 661610（2番人気）
複勝票数 計5514623 的中 � 881792（2番人気）� 276485（7番人気）� 526728（3番人気）
枠連票数 計4149449 的中 （2－4） 169212（7番人気）
馬連票数 計19708021 的中 �� 296742（18番人気）
馬単票数 計8223523 的中 �� 68312（32番人気）
ワイド票数 計6674149 的中 �� 115034（14番人気）�� 248555（6番人気）�� 69318（27番人気）
3連複票数 計26483883 的中 ��� 169310（35番人気）
3連単票数 計48094273 的中 ��� 49183（209番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．2―12．9―11．9―12．2―12．4―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．5―50．4―1：02．3―1：14．5―1：26．9―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホッコータルマエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2012．1．14 京都11着

2009．5．26生 牡5鹿 母 マダムチェロキー 母母 アンフォイルド 16戦6勝 賞金 341，656，000円
［他本会外：11戦7勝］

〔発走状況〕 ナムラビクター号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ホッコータルマエ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エアハリファ号・グランドシチー号・ロイヤルクレスト号
※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。

3502412月7日 晴 良 （26中京4）第2日 第12競走 ��
��1，200�

な る み

鳴 海 特 別
発走16時10分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

815 レッドファルクス 牡3芦 56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 458－ 21：11．9 4．1�
611 ルミナスウイング 牡4鹿 57 R．ムーア �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 クビ 2．9�

（英）

510 メイショウユメゴゼ 牝5栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 468－ 21：12．32� 8．1�
35 	 ヒラボクダッシュ 牡5栗 57 戸崎 圭太�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 454－ 2 〃 ハナ 10．9�
713 イ キ 
4栗 57 蛯名 正義前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 21：12．4� 16．1	
47 プ リ ュ ム 牝5栗 55 小崎 綾也 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B450－ 41：12．5� 40．8

24 ハニードント 牝3栗 54 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 448± 01：12．6クビ 25．7�
12 メイショウゲンブ 牡5鹿 57 大野 拓弥松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 482－ 2 〃 アタマ 61．9�
23 キングソング 牡4鹿 57 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 434＋ 4 〃 ハナ 13．6
48 スターマイン 牡5青 57 北村 宏司�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 492＋24 〃 同着 57．0�
36 マジッククレスト 牝5青鹿55 酒井 学 �キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 81：12．81� 65．1�
59 レゼトワール 牝4鹿 55 松山 弘平髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 480－ 51：13．01 39．5�
714	 フランキンセンス 牡7鹿 57 西田雄一郎加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム 534＋10 〃 ハナ 234．5�
11 サンセルマン 牡5黒鹿57 古川 吉洋井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 470＋ 61：13．32 102．3�
612	 キクノラフィカ 牡5青鹿57 岩田 康誠菊池 五郎氏 中内田充正 新ひだか フクダファーム B486－141：13．4� 7．0�
816 マウンテンファスト 牡5鹿 57 松田 大作山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 466－ 2 〃 クビ 46．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，705，300円 複勝： 79，882，800円 枠連： 39，843，700円
馬連： 140，777，400円 馬単： 68，542，900円 ワイド： 68，946，600円
3連複： 188，209，400円 3連単： 305，161，200円 計： 949，069，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 130円 � 220円 枠 連（6－8） 540円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 340円 �� 650円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 8，350円

票 数

単勝票数 計 577053 的中 � 111402（2番人気）
複勝票数 計 798828 的中 � 130520（2番人気）� 201119（1番人気）� 73482（4番人気）
枠連票数 計 398437 的中 （6－8） 56759（1番人気）
馬連票数 計1407774 的中 �� 138486（1番人気）
馬単票数 計 685429 的中 �� 32157（2番人気）
ワイド票数 計 689466 的中 �� 53978（1番人気）�� 25284（5番人気）�� 42597（3番人気）
3連複票数 計1882094 的中 ��� 77943（1番人気）
3連単票数 計3051612 的中 ��� 26481（5番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．7―12．1―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―35．6―47．7―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 ・（4，7）（12，15）（3，8）13，10（9，11，14，16）（2，6）5，1 4 ・（4，7）（12，15）（3，8）13（9，10）（11，14，16）（2，6）5－1

勝馬の
紹 介

レッドファルクス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京2着

2011．4．12生 牡3芦 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス 8戦3勝 賞金 32，390，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時15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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ウィットウォーター号・ジャマイカジョー号・ジョージジョージ号・ボーンレジェンド号・ヤマニンメンヒル号・

リアルモード号
（非抽選馬） 2頭 ボンジュールノゾミ号・ローレルボルケーノ号
※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。

４レース目



（26中京4）第2日 12月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 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

347，210，000円
5，580，000円
6，810，000円
32，290，000円
69，939，500円
5，662，000円
1，872，000円

勝馬投票券売得金
784，211，200円
1，006，799，500円
606，265，500円
2，588，888，300円
1，157，138，600円
999，724，400円
3，473，781，200円
6，068，869，800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 16，685，678，500円

総入場人員 44，461名 （有料入場人員 40，786名）
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