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3502512月13日 晴 良 （26中京4）第3日 第1競走 1，400�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
1：25．0
1：23．1

不良
重

713 リアルプロジェクト 牡2鹿 55 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 504＋101：27．3 4．8�
12 ダイメイコンドル 牡2黒鹿 55

53 △小崎 綾也宮本 孝一氏 浜田多実雄 新ひだか 今 牧場 512－ 41：27．4� 2．2�
35 オランジュバトー 牝2芦 54 川須 栄彦井手 慶祐氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 444－ 21：28．25 40．0�
714 カ ツ カ モ 牡2黒鹿 55

54 ☆中井 裕二北側 雅勝氏 森 秀行 新冠 富本 茂喜 444＋ 41：28．3クビ 6．1�
815 ゼ ト ス 牡2青鹿55 勝浦 正樹杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 464＋ 2 〃 ハナ 5．2�
612 ハードアスリート 牡2鹿 55 西田雄一郎齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 484＋ 6 〃 クビ 103．7�
23 クレアーフォンテン 牝2黒鹿54 津村 明秀吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 460＋ 21：28．61� 231．4	
48 パ ル ミ エ 牝2黒鹿54 杉原 誠人井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 444＋ 21：28．7� 33．6

36 シゲルエイサー 牡2栗 55 �島 良太森中 蕃氏 武田 博 日高 中前牧場 470＋141：28．8� 19．9�
47 スカイルピナス 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 432－ 21：29．01� 61．3�
816 ビップフライト 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁山上 和良氏 新開 幸一 浦河 江渡 繁治 506－ 41：29．2� 100．4
611 アイファーハート 牝2黒鹿54 松田 大作中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 416＋ 61：29．51� 190．2�
24 パイレーツナイト 牡2芦 55 黛 弘人 �スピードファーム和田正一郎 新ひだか 岡田 猛 B474－ 21：29．92� 74．8�
510 セイカフォルテシモ 牡2鹿 55 太宰 啓介久米 大氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム 470＋181：30．11� 15．7�
59 クリノタンヤオ 牝2栗 54 森 一馬栗本 博晴氏 田中 章博 日高 日西牧場 438－ 61：30．2クビ 157．1�
11 スリーキーノート 牝2黒鹿54 村田 一誠永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 三石ファーム 420－ 21：31．26 211．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，574，600円 複勝： 25，885，000円 枠連： 8，703，800円
馬連： 29，565，200円 馬単： 18，036，700円 ワイド： 16，844，000円
3連複： 37，945，500円 3連単： 53，645，600円 計： 207，200，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 120円 � 500円 枠 連（1－7） 330円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 380円 �� 3，180円 �� 830円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 31，310円

票 数

単勝票数 計 165746 的中 � 27242（2番人気）
複勝票数 計 258850 的中 � 35737（3番人気）� 84874（1番人気）� 8234（8番人気）
枠連票数 計 87038 的中 （1－7） 20000（1番人気）
馬連票数 計 295652 的中 �� 31411（3番人気）
馬単票数 計 180367 的中 �� 7229（6番人気）
ワイド票数 計 168440 的中 �� 12542（2番人気）�� 1244（28番人気）�� 5074（8番人気）
3連複票数 計 379455 的中 ��� 4062（19番人気）
3連単票数 計 536456 的中 ��� 1242（78番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．3―12．9―13．3―12．3―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアルプロジェクト �
�
父 カリズマティック �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．10．19 京都6着

2012．4．14生 牡2鹿 母 トレンドエッセンス 母母 ウインブルドンⅡ 3戦1勝 賞金 5，000，000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 オーサムレディ号・カンタベリーヒメ号・ジャイアントアイ号・フォレスタレガーロ号
（非抽選馬） 1頭 ブライアンキング号

3502612月13日 晴 良 （26中京4）第3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
1：48．9
1：47．8

重
重

55 デルマハンニャ 牝4鹿 55 松山 弘平浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 444－ 81：56．5 6．0�
68 ヴェルメンティーノ 牝3栗 54

52 △松若 風馬吉川 朋宏氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B436＋ 21：56．71� 15．0�
22 ブロンクスシルバー 牝3芦 54

51 ▲城戸 義政 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 490＋ 21：57．12� 2．3�
33 アルマミーア 牝3黒鹿 54

52 △小崎 綾也前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466－16 〃 ハナ 7．5�

67 ワンダーテルヌーラ 牝4鹿 55 川須 栄彦山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 460＋121：57．42 96．6�
811 クラリティーエス 牝4青鹿 55

52 ▲長岡 禎仁吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 496＋ 41：57．71� 4．5	
710 アラドヴァル 牝5青 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 486＋ 61：58．02 7．0

56 バトルヴェルデ 牝3鹿 54 吉田 隼人宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 454－ 41：58．1� 35．3�
812 チャードリー 牝5青鹿55 村田 一誠�G1レーシング 和田 雄二 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426± 01：58．2クビ 68．8
44 ダ ニ カ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520± 01：58．3� 33．5�
11 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 442＋ 4 〃 アタマ 151．9�
79 キクノブランカ 牝3鹿 54 藤岡 康太菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 福田牧場 414± 01：59．910 79．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，823，700円 複勝： 22，165，100円 枠連： 6，210，500円
馬連： 26，457，200円 馬単： 16，183，400円 ワイド： 15，018，400円
3連複： 34，347，800円 3連単： 52，800，100円 計： 190，006，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 300円 � 130円 枠 連（5－6） 2，410円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 920円 �� 270円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 18，480円

票 数

単勝票数 計 168237 的中 � 22163（3番人気）
複勝票数 計 221651 的中 � 36384（3番人気）� 13842（6番人気）� 55704（1番人気）
枠連票数 計 62105 的中 （5－6） 1994（12番人気）
馬連票数 計 264572 的中 �� 6755（12番人気）
馬単票数 計 161834 的中 �� 2899（20番人気）
ワイド票数 計 150184 的中 �� 3769（12番人気）�� 16572（1番人気）�� 5720（10番人気）
3連複票数 計 343478 的中 ��� 9532（9番人気）
3連単票数 計 528001 的中 ��� 2071（63番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―13．9―13．7―13．2―12．5―12．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．6―39．5―53．2―1：06．4―1：18．9―1：31．4―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デルマハンニャ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．24 中山15着

2010．3．8生 牝4鹿 母 ワ イ メ ア 母母 シアトルデライター 22戦2勝 賞金 18，600，000円

第４回 中京競馬 第３日



3502712月13日 晴 良 （26中京4）第3日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走11時00分 （ダート・左）

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

59 マウントフジ 牝6鹿 55
53 △小崎 綾也 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 444± 01：13．6 14．7�
11 サーストンデンバー 牡5鹿 57

54 ▲木幡 初也齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B524－ 2 〃 クビ 8．9�
23 ケイリンボス 牡3栗 56

54 △松若 風馬山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 528＋ 4 〃 ハナ 2．8�
24 マ チ ル ダ 牝3栗 54 森 一馬萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 470＋ 61：14．13 15．6�
510� スリーエスペラント 牡4栗 57 水口 優也永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 506＋ 21：14．2� 13．7�
47 ディープミタカ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 21：14．3� 3．3	
35 レッドジョーカー 牡6黒鹿57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 B536＋ 8 〃 アタマ 54．3

36 オリエンタルエジル 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 494＋ 21：14．5� 217．3�
612 ウエスタンニンジャ 牡3栗 56 藤懸 貴志西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 468－ 2 〃 クビ 19．4�
48 マハーシュリー 牝3黒鹿54 嶋田 純次高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 446＋ 2 〃 ハナ 141．4
12 ハルズハッピー 牡4芦 57

54 ▲伴 啓太田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 B504＋ 41：14．6� 37．4�
713 ミシックトウショウ 牝6鹿 55 西村 太一トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 446－ 61：14．7� 73．2�
611 サーシスリーフ 牡4鹿 57

55 △岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 B504＋ 8 〃 アタマ 7．7�

815 ホワイトクリスマス 牡3芦 56 小野寺祐太岡 浩二氏 中川 公成 新冠 赤石 久夫 494－ 8 〃 アタマ 113．9�
714 マカゼコイカゼ 牝4鹿 55 花田 大昂國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 428＋ 21：15．12� 272．7�
816 イ ロ リ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 460＋ 21：16．710 45．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，299，300円 複勝： 26，123，000円 枠連： 8，730，300円
馬連： 29，667，600円 馬単： 17，630，500円 ワイド： 18，895，500円
3連複： 41，442，500円 3連単： 57，286，800円 計： 216，075，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 310円 � 230円 � 150円 枠 連（1－5） 2，660円

馬 連 �� 6，170円 馬 単 �� 10，680円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 650円 �� 440円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 46，250円

票 数

単勝票数 計 162993 的中 � 8827（6番人気）
複勝票数 計 261230 的中 � 17663（5番人気）� 27403（4番人気）� 57904（2番人気）
枠連票数 計 87303 的中 （1－5） 2537（11番人気）
馬連票数 計 296676 的中 �� 3726（18番人気）
馬単票数 計 176305 的中 �� 1238（34番人気）
ワイド票数 計 188955 的中 �� 2747（17番人気）�� 7425（6番人気）�� 11690（2番人気）
3連複票数 計 414425 的中 ��� 6613（12番人気）
3連単票数 計 572868 的中 ��� 898（137番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―11．7―12．3―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―23．6―35．3―47．6―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マウントフジ �
�
父 Orientate �

�
母父 Most Welcome デビュー 2011．1．22 小倉14着

2008．2．23生 牝6鹿 母 カ ク テ ル 母母 Cockatrice 42戦2勝 賞金 49，650，000円
［他本会外：1戦1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。
（非抽選馬） 2頭 サンマルヴィグラス号・メイショウボンロク号

3502812月13日 晴 良 （26中京4）第3日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

33 タマモプラネット 牡4芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 486＋ 63：17．9 1．7�
34 ヒラボクインパクト 牡6鹿 60 五十嵐雄祐�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 488± 03：18．96 5．5�
11 リッシュレーヴ 牡4鹿 60 金子 光希山田 裕仁氏 伊藤 大士 新ひだか 畠山牧場 480± 03：19．21� 13．0�
711 ウメジマダイオー 牡5鹿 60 石神 深一村田 滋氏 畠山 重則 平取 高橋 啓 504－ 63：19．51� 6．9�
610 キープトライン 牡4鹿 60 横山 義行岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B494－ 63：20．56 13．5�
712 ワンダーバライル 牡7芦 60 黒岩 悠山本 信行氏 日吉 正和 浦河 小柳牧場 514＋123：20．81� 53．9	
58 クリノキングムーン 牡3黒鹿58 平沢 健治栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 438－ 23：21．12 112．9

69 シゲルシモウサ 牡3鹿 58 高野 和馬森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462± 03：21．63 66．1�
46 � プレミアムカード �6鹿 60 草野 太郎青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 23：23．7大差 65．2�
813 ダイワズーム 牝5栗 58 浜野谷憲尚大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470－ 43：27．4大差 13．8
57 ロードメビウス 牡3鹿 58 中村 将之 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 83：30．4大差 40．7�
45 � ウォーターメジャー 牡6黒鹿60 田村 太雅山岡 良一氏 	島 一歩 浦河 畔高牧場 472－ 23：30．93 265．9�
814 クラバウターマン 牡3栗 58 小野寺祐太内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 478－ 43：36．5大差 214．0�
22 � ホウザンドラゴン �8青鹿60 山本 康志加藤 豊三氏 南田美知雄 むかわ 清水ファーム 496－12 （競走中止） 44．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，831，800円 複勝： 36，284，400円 枠連： 9，252，500円
馬連： 21，797，200円 馬単： 17，529，200円 ワイド： 13，818，400円
3連複： 34，278，500円 3連単： 60，359，300円 計： 207，151，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 180円 枠 連（3－3） 700円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 220円 �� 350円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 4，120円

票 数

単勝票数 計 138318 的中 � 65039（1番人気）
複勝票数 計 362844 的中 � 238336（1番人気）� 22147（3番人気）� 21324（4番人気）
枠連票数 計 92525 的中 （3－3） 10103（3番人気）
馬連票数 計 217972 的中 �� 28035（2番人気）
馬単票数 計 175292 的中 �� 15644（2番人気）
ワイド票数 計 138184 的中 �� 18252（1番人気）�� 10012（4番人気）�� 3831（9番人気）
3連複票数 計 342785 的中 ��� 16060（4番人気）
3連単票数 計 603593 的中 ��� 10609（7番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 53．4－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモプラネット �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．12．1 阪神1着

2010．4．22生 牡4芦 母 チャームスター 母母 ハッピースター 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 ホウザンドラゴン号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目6号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ホウザンドラゴン号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目6号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再

審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トゥルーフレンド号



3502912月13日 晴 良 （26中京4）第3日 第5競走 ��3，300�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時20分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：37．8重

46 � エーシンジーライン 牡9黒鹿62 北沢 伸也�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-
ter Farm 502＋143：39．1 2．1�

34 リアルブラック �5青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 504± 03：39．41� 62．3�
712� レッドグルーヴァー 牡5芦 60 小坂 忠士 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm 474－ 63：39．61 12．3�
711 エイブルブラッド 牡6鹿 62 五十嵐雄祐吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 506－ 4 〃 クビ 10．1�
57 タイセイジーニアス 牡6黒鹿60 石神 深一田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 480＋ 83：39．7� 72．4�
22 スリーマーゴーン 牡4芦 60 白浜 雄造永井商事� 中内田充正 浦河 辻 牧場 456－ 63：40．12	 25．0	
33 ラッキーバニラ 牡7青鹿60 浜野谷憲尚吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B500－ 2 〃 ハナ 8．7

69 ニライジンク 牡5栗 62 熊沢 重文�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 512－ 83：40．41� 21．6�
814 グリッターウイング 牡7栗 60 西谷 誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516± 03：41．14 3．5
610 ビコーピリラニ 牡4栗 60 田村 太雅�レジェンド 田所 秀孝 日高 高柳 隆男 492＋123：41．84 42．0�
813 プレミアムウォーズ �5栗 60 草野 太郎中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 476－ 23：42．75 91．4�
11 
 アマクサハイヤ 牡5青鹿60 難波 剛健奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 502＋143：45．1大差 197．2�
45 シゲルヒタチ 牡3栗 58 平沢 健治森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 490＋ 43：45．2クビ 19．6�
58 シゲルヘビザ 牡4黒鹿60 黒岩 悠森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 492± 03：47．3大差 72．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，783，600円 複勝： 18，297，400円 枠連： 9，536，900円
馬連： 23，510，500円 馬単： 16，339，800円 ワイド： 14，277，100円
3連複： 37，347，200円 3連単： 56，068，500円 計： 189，161，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 150円 � 800円 � 290円 枠 連（3－4） 990円

馬 連 �� 6，470円 馬 単 �� 8，750円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 590円 �� 7，030円

3 連 複 ��� 19，800円 3 連 単 ��� 91，340円

票 数

単勝票数 計 137836 的中 � 50463（1番人気）
複勝票数 計 182974 的中 � 44423（1番人気）� 4395（9番人気）� 15013（5番人気）
枠連票数 計 95369 的中 （3－4） 7425（4番人気）
馬連票数 計 235105 的中 �� 2816（20番人気）
馬単票数 計 163398 的中 �� 1399（29番人気）
ワイド票数 計 142771 的中 �� 1599（21番人気）�� 6730（4番人気）�� 497（55番人気）
3連複票数 計 373472 的中 ��� 1414（56番人気）
3連単票数 計 560685 的中 ��� 445（251番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 52．9－3F 40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンジーライン �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Danzig デビュー 2007．8．5 小倉6着

2005．4．16生 牡9黒鹿 母 Lady Danz 母母 Classic Crown 障害：14戦3勝 賞金 56，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 チョイワルグランパ号・ティアップワイルド号
（非抽選馬） 9頭 アップトゥデイト号・アドマイヤサイモン号・ウォンテッド号・エリタージュ号・クリノテンペスタ号・

ショウナンカミング号・テイエムセイリュウ号・トーセンプラチナ号・ハクサン号

3503012月13日 晴 良 （26中京4）第3日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時55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

713 ロ ー デ ッ ド 牝2鹿 54 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 450－ 62：02．2レコード 11．4�
12 スピリッツミノル 牡2栗 55 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482－ 22：02．3� 17．3�
24 ラウレアブルーム 牡2鹿 55 松山 弘平横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 494± 02：02．4� 2．0�
612 ヴァーサトル 牡2黒鹿55 藤岡 康太水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 470－ 42：03．14 5．4�
35 ココスタイル 牡2芦 55

53 △小崎 綾也林 正道氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 508＋ 42：03．2� 3．5�
714 ハーブガーデン 牝2鹿 54 津村 明秀岡田 繁幸氏 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム 402± 0 〃 クビ 49．8�
48 ロードプレステージ 牡2黒鹿55 松田 大作 	ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 448± 02：03．62� 23．9

817 ウイングアクティブ 牡2鹿 55 吉田 隼人池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 464＋ 42：04．34 88．2�
59 アルトサックス 牡2鹿 55 勝浦 正樹手嶋 康雄氏 松永 康利 新ひだか 佐竹 学 482－ 2 〃 クビ 45．8�
510� エイシンアシュラ 牡2黒鹿55 太宰 啓介	栄進堂 中尾 秀正 米 Charles

Fipke 476－182：04．4クビ 80．8
47 ラインキュート 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 410－122：04．5� 93．9�
611 ライブリファースト 牡2鹿 55

52 ▲城戸 義政加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 494－ 62：05．24 419．7�
815 デルマフウライマツ 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 526＋ 22：05．52 383．7�
23 トミケンブレスク 牡2鹿 55 村田 一誠冨樫 賢二氏 土田 稔 浦河 福岡 光夫 468－ 62：05．71	 261．9�
36 クリノチーホー 牝2栗 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 横井 哲 390－122：05．91 139．9�
816 タイムトゥシャイン 牡2栗 55 川須 栄彦古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 賀張三浦牧場 454＋ 42：07．07 175．0�

（16頭）
11 ロングフェニックス 牡2鹿 55

52 ▲義 英真中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，248，700円 複勝： 31，145，600円 枠連： 9，585，300円
馬連： 32，046，800円 馬単： 21，906，600円 ワイド： 20，270，000円
3連複： 44，378，300円 3連単： 78，535，100円 計： 259，116，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 240円 � 290円 � 110円 枠 連（1－7） 9，680円

馬 連 �� 8，480円 馬 単 �� 18，270円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 500円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 53，210円

票 数

単勝票数 計 212487 的中 � 14825（4番人気）
複勝票数 計 311456 的中 � 23448（4番人気）� 18111（5番人気）� 121252（1番人気）
枠連票数 計 95853 的中 （1－7） 767（23番人気）
馬連票数 計 320468 的中 �� 2928（22番人気）
馬単票数 計 219066 的中 �� 899（38番人気）
ワイド票数 計 202700 的中 �� 2449（19番人気）�� 10807（4番人気）�� 9967（5番人気）
3連複票数 計 443783 的中 ��� 8488（12番人気）
3連単票数 計 785351 的中 ��� 1070（138番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．2―36．2―48．2―59．8―1：11．6―1：23．9―1：36．4―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．3
1
3
2，17－5（16，13）（4，14）6（3，8，11）7（12，15）－（9，10）・（2，17）＝5，13－（4，16，14）8，6，12－3，15（7，11）10，9

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

勝馬の
紹 介

ロ ー デ ッ ド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2014．11．16 京都6着

2012．4．13生 牝2鹿 母 ホッコーオウカ 母母 ランズプロント 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ロングフェニックス号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。



3503112月13日 晴 良 （26中京4）第3日 第7競走 1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13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� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

47 ゼンノコリオリ 牡4鹿 57 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 478＋ 21：25．3 6．6�
12 スズカチャンプ 牡5鹿 57

55 △松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492＋ 21：25．4� 8．8�
612 キングズウェザー 牡4栗 57 川島 信二松本 好雄氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 510＋14 〃 クビ 4．6�
35 ドレッシースタイル 牡4青鹿 57

54 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 484－ 21：26．03� 2．8�

36 サ マ ー ラ ヴ 牡3黒鹿 56
53 ▲長岡 禎仁�Basic 田村 康仁 新ひだか カタオカフアーム 450－ 41：26．42� 200．5�

24 ビバハイタッチ 牡3栗 56
53 ▲義 英真池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 480＋ 6 〃 ハナ 18．8	

815 ブルーフラッシュ 牡3芦 56
54 △岩崎 翼桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 448－ 61：26．5クビ 6．4


713� セルリアンラビット 牡5鹿 57 古川 吉洋�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B460± 01：26．6� 22．1�
23 � スペシャルリッチ 牡4青鹿57 太宰 啓介宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B510－ 4 〃 アタマ 107．3
714 レッドジャイヴ 牡4青鹿57 松田 大作 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム B456－101：26．81� 81．7�
816 タカラジャンヌ 牝3鹿 54 黛 弘人村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 420＋ 21：26．9クビ 82．6�
510 トシファイブスター 牡4黒鹿57 酒井 学田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 450± 0 〃 クビ 42．2�
48 � シゲルアボカド 牡5鹿 57 川須 栄彦森中 蕃氏 服部 利之 新冠 土井牧場 490－ 41：27．21� 32．9�
11 ジェイケイホーム 牡4栃栗57 村田 一誠小谷野次郎氏 本間 忍 新ひだか 池田牧場 480＋ 8 〃 ハナ 85．8�
611� ムーンドロップ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 448－ 21：27．3クビ 228．9�
59 ブレイクアウト 牡3青鹿56 津村 明秀安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 482＋ 8 〃 アタマ 16．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，202，200円 複勝： 27，435，500円 枠連： 8，860，200円
馬連： 34，473，800円 馬単： 19，409，500円 ワイド： 20，167，400円
3連複： 46，557，300円 3連単： 66，179，100円 計： 241，285，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 290円 � 180円 枠 連（1－4） 2，190円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 500円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 30，210円

票 数

単勝票数 計 182022 的中 � 21984（4番人気）
複勝票数 計 274355 的中 � 38160（3番人気）� 21233（5番人気）� 42953（2番人気）
枠連票数 計 88602 的中 （1－4） 3135（10番人気）
馬連票数 計 344738 的中 �� 8741（12番人気）
馬単票数 計 194095 的中 �� 2675（19番人気）
ワイド票数 計 201674 的中 �� 4648（12番人気）�� 10924（4番人気）�� 5277（9番人気）
3連複票数 計 465573 的中 ��� 7254（13番人気）
3連単票数 計 661791 的中 ��� 1588（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．1―47．5―1：00．3―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノコリオリ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．6．10 函館3着

2010．3．13生 牡4鹿 母 ヒシアイドル 母母 ヒシモナーク 24戦3勝 賞金 32，170，000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 コアレスキング号・タマモユウトウセイ号・ルミナススカイ号

3503212月13日 晴 良 （26中京4）第3日 第8競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （芝・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
1：58．8
1：56．1

良
良

36 ティックルゴールド 牝3鹿 54
52 △岩崎 翼 �シルクレーシング 田島 俊明 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 42：03．2 13．2�
818 マイネボニータ 牝3栗 54 津村 明秀 �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 398－ 42：03．3� 81．1�
612 リボントリコロール 牝4芦 55 勝浦 正樹 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 438± 02：03．4� 5．5�
715 メイショウグレア 牝4鹿 55

52 ▲義 英真松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 416－ 42：03．5クビ 111．3�
47 ピサノベッテル 牝5黒鹿55 松田 大作市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 444－14 〃 クビ 21．0	
817 ノースパストラル 牝4鹿 55 太宰 啓介�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 498＋222：03．6� 174．0

510 トウカイセンス 牝3鹿 54

52 △松若 風馬内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 426－ 42：03．7� 9．6�
714 リヴィエール 牝3芦 54 酒井 学杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 466＋ 2 〃 クビ 4．9�
816 ベストセラーアスク 牝3鹿 54

52 △小崎 綾也廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 428＋ 42：03．8� 32．3
611 ニシノチャステティ 牝3栗 54 村田 一誠西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 454＋122：04．01� 27．8�
24 イタリアンフェッテ 牝3鹿 54 西田雄一郎芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 406± 02：04．1� 96．8�
35 シードオブハピネス 牝3黒鹿54 川須 栄彦�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 アタマ 48．7�
59 � チャペルプリンセス 牝5栗 55 吉田 隼人 �シルクレーシング 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 02：04．2� 26．5�
713 アディシオン 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 クビ 231．9�
23 ベッラレジーナ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 428＋10 〃 ハナ 2．8�
12 ヤマニンシェリル 牝4栗 55 武 幸四郎土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 470＋ 22：04．3� 35．3�
48 ドリームティアラ 牝3栗 54 古川 吉洋吉田 和子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 520± 02：04．4� 12．9�
11 マイネマレフィカ 牝3栗 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 442＋102：04．5� 50．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，467，300円 複勝： 32，009，000円 枠連： 12，672，200円
馬連： 39，911，100円 馬単： 21，631，500円 ワイド： 24，548，900円
3連複： 55，589，200円 3連単： 75，900，600円 計： 282，729，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 450円 � 1，650円 � 190円 枠 連（3－8） 6，400円

馬 連 �� 34，440円 馬 単 �� 55，560円

ワ イ ド �� 10，690円 �� 1，940円 �� 5，830円

3 連 複 ��� 74，050円 3 連 単 ��� 555，830円

票 数

単勝票数 計 204673 的中 � 12359（6番人気）
複勝票数 計 320090 的中 � 17262（5番人気）� 4080（15番人気）� 57299（1番人気）
枠連票数 計 126722 的中 （3－8） 1534（26番人気）
馬連票数 計 399111 的中 �� 898（79番人気）
馬単票数 計 216315 的中 �� 292（142番人気）
ワイド票数 計 245489 的中 �� 585（93番人気）�� 3331（18番人気）�� 1079（57番人気）
3連複票数 計 555892 的中 ��� 563（214番人気）
3連単票数 計 759006 的中 ��� 99（1415番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．9―49．6―1：02．5―1：14．8―1：27．2―1：39．5―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0
1
3
2－3，1，5，6（4，18）（9，16）（7，14，17）（10，15）12（8，11）13
2（3，5）（1，6）（4，18）（9，17）（16，15）（7，14）（12，10）（11，13）－8

2
4

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

勝馬の
紹 介

ティックルゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．10．19 東京3着

2011．4．5生 牝3鹿 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 9戦2勝 賞金 16，200，000円
※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 イメージガール号



3503312月13日 晴 良 （26中京4）第3日 第9競走 ��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

68 グランドサッシュ 牡3黒鹿56 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 61：55．8 4．0�

22 ナリタムーンライト 牡6栗 57 古川 吉洋�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 532－ 21：55．9� 4．6�
33 アサクサニッポン �5青 57 松田 大作田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474－ 21：56．11� 8．6�
57 シルクフラッシュ 牡6芦 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 金成 貴史 新冠 中村農場 468－ 61：56．2	 11．8�
56 ネオヴァリアント 牡3鹿 56 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 482－ 41：56．3� 4．9	
812 マルイチワンダー 牡4栗 57

54 ▲義 英真小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 444± 01：56．5� 8．2

45 キネオフライト 牡3栗 56 川須 栄彦吉田 千津氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 41：56．6	 26．1�
813
 シングンカイロス 牡5鹿 57

54 ▲長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 468－ 61：56．7� 11．6�
711 クラウンシュバルツ 牡4栗 57 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 青森 一山育成牧場 480－ 21：56．9� 32．1
69 ディアイッセイ 牡3鹿 56 黛 弘人ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 502＋ 21：57．32	 22．6�
44 � アイルビーホーム 牡3鹿 56 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 米 SF Blood-
stock LLC 498＋ 21：57．51	 113．3�

710 パープルパルピナ 牡3鹿 56 酒井 学中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 492＋ 21：57．81� 19．7�
11 
 アマクサタカラジマ 牡4栃栗57 岡田 祥嗣奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 安田 豊重 504＋ 21：58．11� 122．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，098，500円 複勝： 25，410，700円 枠連： 12，004，400円
馬連： 37，277，400円 馬単： 20，572，500円 ワイド： 19，516，200円
3連複： 47，599，400円 3連単： 76，561，200円 計： 257，040，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 150円 � 210円 枠 連（2－6） 930円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 380円 �� 700円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 8，770円

票 数

単勝票数 計 180985 的中 � 35657（1番人気）
複勝票数 計 254107 的中 � 55223（1番人気）� 43987（2番人気）� 25458（4番人気）
枠連票数 計 120044 的中 （2－6） 9906（4番人気）
馬連票数 計 372774 的中 �� 26999（2番人気）
馬単票数 計 205725 的中 �� 8270（1番人気）
ワイド票数 計 195162 的中 �� 13833（1番人気）�� 6772（7番人気）�� 9276（3番人気）
3連複票数 計 475994 的中 ��� 16087（2番人気）
3連単票数 計 765612 的中 ��� 6324（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．4―13．1―12．4―12．2―13．1―13．3―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．9―51．0―1：03．4―1：15．6―1：28．7―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F40．2
1
3
12，13－10－（3，4）2（8，11）－6，7－9－（1，5）・（12，13）6，2（3，10，4）（8，11）7（9，5）＝1

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

勝馬の
紹 介

グランドサッシュ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2013．8．10 函館1着

2011．2．27生 牡3黒鹿 母 レイサッシュ 母母 ゴールデンサッシュ 11戦2勝 賞金 19，230，000円

3503412月13日 晴 良 （26中京4）第3日 第10競走 ��2，200�
な が ら が わ

長 良 川 特 別
発走15時00分 （芝・左）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

816� エイシンアロンジー 牡3鹿 55 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 愛
Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

476＋ 62：14．1 2．1�
611 カムイミンタラ 牡4鹿 57 勝浦 正樹 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 504＋ 62：14．2� 5．6�
715 サイモンラムセス 牡4鹿 57 藤岡 康太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 448＋ 22：14．41 6．6�
818 フロリダパンサー 牡3青鹿55 太宰 啓介吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B480－ 22：14．82� 10．7�
510 マイネルクレイズ 牡4黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 490＋ 22：14．9� 35．3	
35 ウインリバティ 牝3黒鹿53 中井 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 442－ 22：15．21� 15．1

713 ウインステージ 牝3栗 53 黛 弘人�ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 382－ 2 〃 クビ 82．8�
59 エリンジューム 牝4黒鹿55 小崎 綾也 �シルクレーシング 高木 登 新ひだか 神垣 道弘 472± 02：15．62� 62．4�
23 マイネルアクロス 牡5黒鹿57 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 460－12 〃 ハナ 27．5
817	 ヒルノデイバロー 牡3黒鹿55 
島 良太�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット 524＋ 82：15．7� 7．2�
11 	 セーノークイン 牝4鹿 55 松若 風馬國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 484± 02：16．01� 299．8�
48 ナンヨーユナ 牝4芦 55 藤懸 貴志中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 464－ 42：16．1クビ 37．5�
714 サウンドバスター 牡6鹿 57 酒井 学増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 500－ 22：16．31� 250．6�
12 ノアオーカン 牡4黒鹿57 義 英真杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 482＋142：16．4� 174．4�
36 ヴァンクウィッシュ 牡3青鹿55 川島 信二前田 幸治氏 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 2 〃 アタマ 68．6�
47 セレナビアンカ 牝3鹿 53 木幡 初也島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438－ 62：16．61� 201．1�
24 クラウンアトラス �4黒鹿57 西田雄一郎�クラウン 田島 俊明 新冠 カミイスタット B472＋ 22：17．13 146．1�
612	 セルリアンディンゴ 牡6黒鹿57 古川 吉洋�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 502＋142：18．16 81．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，841，500円 複勝： 43，963，700円 枠連： 21，460，800円
馬連： 66，466，000円 馬単： 36，999，600円 ワイド： 34，334，100円
3連複： 83，715，800円 3連単： 132，344，200円 計： 453，125，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 150円 � 160円 枠 連（6－8） 470円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 230円 �� 290円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 3，730円

票 数

単勝票数 計 338415 的中 � 123261（1番人気）
複勝票数 計 439637 的中 � 125055（1番人気）� 67252（2番人気）� 61108（3番人気）
枠連票数 計 214608 的中 （6－8） 34802（2番人気）
馬連票数 計 664660 的中 �� 70882（1番人気）
馬単票数 計 369996 的中 �� 26886（1番人気）
ワイド票数 計 343341 的中 �� 40940（1番人気）�� 30118（2番人気）�� 17198（3番人気）
3連複票数 計 837158 的中 ��� 55815（1番人気）
3連単票数 計1323442 的中 ��� 25689（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．6―13．0―12．2―12．1―12．1―12．8―12．3―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．1―35．7―48．7―1：00．9―1：13．0―1：25．1―1：37．9―1：50．2―2：02．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�エイシンアロンジー �
�
父 Sea The Stars �

�
母父 Awesome Again デビュー 2013．10．13 京都1着

2011．1．30生 牡3鹿 母 Ice Mint 母母 Icelips 5戦2勝 賞金 25，185，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 ヴェルフェン号・オンワードデューク号・キンコバン号・スマートルピナス号・チェイスザゴールド号・

テンカイチ号・ハナズドリーム号・ペンタトニック号・マイネルフレスコ号



3503512月13日 晴 良 （26中京4）第3日 第11競走 ��1，800�
は ま ま つ

浜 松 特 別
発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，25．12．7以降26．12．7まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

47 バーディーイーグル 牡4鹿 55 杉原 誠人里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 488＋ 61：53．8 4．0�
815 サーランスロット 牡6鹿 54 藤懸 貴志山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 496＋181：54．01� 56．3�
510 タガノプリンス 牡6鹿 55 岩崎 翼八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460± 0 〃 クビ 6．8�
59 メモリーシャルマン 牝5鹿 53 古川 吉洋橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 516＋161：54．1クビ 17．7�
23 ヴ ィ ッ セ ン 牡3鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋101：54．2� 5．7�
12 ゴ ダ ー ル 牡4黒鹿55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス	 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490± 01：54．41� 7．2

24 � エルフショット �4青鹿54 松若 風馬 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 476＋161：54．5クビ 11．6�
611 クリノアマダブラム 牝4栗 52 小崎 綾也栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 442－ 4 〃 ハナ 25．1�
11 スリータイタン �5黒鹿54 酒井 学永井商事	 村山 明 新ひだか グランド牧場 464－ 21：54．71� 5．1
612 エーペックス 牡5青鹿53 嘉藤 貴行	Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 506＋ 41：54．8� 127．2�
48 タイセイローマン 牡5鹿 55 川島 信二田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 504± 01：55．33 70．1�
36 	 アースコネクター 牡3栗 54 松田 大作 	グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

488－ 41：56．15 22．3�
816	 サウンドビガレス 牡5栗 53 藤岡 康太増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 494＋ 81：56．31
 35．2�
714 カネコメオスター 牡3栗 53 津村 明秀髙岡 義雄氏 矢野 英一 新ひだか 藤沢牧場 B486－ 41：56．61� 43．5�
35 スターライラック 牝5鹿 52 伊藤 工真庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 466± 01：56．92 37．9�
713 タニノシュヴァリエ 牡5青 55 太宰 啓介谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 470－121：58．28 107．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，078，200円 複勝： 55，366，900円 枠連： 34，291，900円
馬連： 131，785，600円 馬単： 59，006，900円 ワイド： 55，255，200円
3連複： 176，916，200円 3連単： 261，906，400円 計： 808，607，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 1，080円 � 200円 枠 連（4－8） 3，550円

馬 連 �� 13，180円 馬 単 �� 20，260円

ワ イ ド �� 3，670円 �� 450円 �� 5，060円

3 連 複 ��� 20，400円 3 連 単 ��� 140，860円

票 数

単勝票数 計 340782 的中 � 66986（1番人気）
複勝票数 計 553669 的中 � 106152（1番人気）� 9582（13番人気）� 76162（2番人気）
枠連票数 計 342919 的中 （4－8） 7472（15番人気）
馬連票数 計1317856 的中 �� 7747（41番人気）
馬単票数 計 590069 的中 �� 2184（70番人気）
ワイド票数 計 552552 的中 �� 3669（41番人気）�� 35351（2番人気）�� 2644（52番人気）
3連複票数 計1769162 的中 ��� 6504（64番人気）
3連単票数 計2619064 的中 ��� 1348（415番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．4―12．7―12．4―12．5―12．5―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．6―50．3―1：02．7―1：15．2―1：27．7―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バーディーイーグル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．10．28 東京3着

2010．5．10生 牡4鹿 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place 18戦4勝 賞金 56，857，000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。
（非抽選馬） 5頭 アルセーヌシチー号・エンドレストライ号・ケツァルコアトル号・バイオレットアロー号・マキノクィーン号

3503612月13日 晴 良 （26中京4）第3日 第12競走 1，600�
と よ か わ

豊 川 特 別
発走16時10分 （芝・左）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

59 ダイシンサンダー 牡3鹿 56 酒井 学大八木信行氏 松田 博資 新ひだか グランド牧場 480－ 41：35．9 3．9�
816 コ ウ セ ン 牡4鹿 57 津村 明秀西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 488＋ 41：36．11� 6．6�
714 ノーヒッター 牡4黒鹿57 松田 大作島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 472－101：36．41� 19．8�
12 シングンジョーカー 牡3黒鹿56 古川 吉洋伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 468± 01：36．5� 4．6�
611 マイネプレセア 牝3青鹿54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 61：36．71� 27．4�
48 キリシマホーマ 牡3鹿 56 川須 栄彦土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 522＋27 〃 クビ 111．3	
815 アキノクリンチ 牝3芦 54 太宰 啓介穐吉 正孝氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 448－ 8 〃 アタマ 21．6

47 ディライトフル 牡3鹿 56 川島 信二�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：36．8クビ 8．5�
11 グリーンラヴ 牡4栗 57 勝浦 正樹 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 486＋18 〃 クビ 7．3
36 リオグランデ 牝4鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 61：36．9� 22．6�
510 グインネヴィア 牝5栗 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 01：37．0� 66．8�
713 メイショウラバンド 牝3鹿 54 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 440－ 61：37．21� 37．6�
35 � キネオソレイユ 牝3鹿 54 杉原 誠人岡田 壮史氏 栗田 博憲 日高 下河辺牧場 444－121：37．41� 132．9�
24 � デルマコナキジジ 	4栗 57 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 486－11 〃 クビ 132．4�
23 ミューラルクラウン 牝3黒鹿54 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 474＋ 21：37．5クビ 22．0�
612 クールオープニング 牡3青鹿56 小崎 綾也前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋10 〃 クビ 11．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，995，600円 複勝： 52，754，100円 枠連： 24，422，900円
馬連： 85，566，700円 馬単： 40，646，800円 ワイド： 42，856，100円
3連複： 110，473，700円 3連単： 174，553，200円 計： 566，269，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 230円 � 390円 枠 連（5－8） 1，210円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，530円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 27，170円

票 数

単勝票数 計 349956 的中 � 70980（1番人気）
複勝票数 計 527541 的中 � 83636（2番人気）� 60728（3番人気）� 29924（7番人気）
枠連票数 計 244229 的中 （5－8） 15554（4番人気）
馬連票数 計 855667 的中 �� 40077（2番人気）
馬単票数 計 406468 的中 �� 12959（2番人気）
ワイド票数 計 428561 的中 �� 18139（4番人気）�� 7030（15番人気）�� 7625（13番人気）
3連複票数 計1104737 的中 ��� 11055（17番人気）
3連単票数 計1745532 的中 ��� 4657（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．5―48．8―1：01．3―1：12．9―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイシンサンダー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．2．8 京都1着

2011．3．17生 牡3鹿 母 イチゴイチエ 母母 アイチェックユー 5戦2勝 賞金 20，540，000円
〔騎手変更〕 メイショウラバンド号の騎手武幸四郎は，病気のため岩崎翼に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チョコレートバイン号
（非抽選馬） 6頭 スズトラッド号・ダイナミックウオー号・トーセンゴージャス号・ベルゲンクライ号・ヤマニンアルゴシー号・

ヤマニンエルフィン号



（26中京4）第3日 12月13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 185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

177，000，000円
4，320，000円
2，330，000円
16，260，000円
65，057，500円
6，439，600円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
258，245，000円
396，840，400円
165，731，700円
558，525，100円
305，893，000円
295，801，300円
750，591，400円
1，146，140，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，877，768，000円

総入場人員 12，208名 （有料入場人員 10，691名）
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