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3501312月6日 晴 良 （27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� コースレコード

中央レコード
1：24．5
1：23．1

良
重

510 タガノグロリオーサ 牡2栗 55 石橋 脩八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 458± 01：26．9 7．6�

815 カ ラ ク プ ア 牡2黒鹿55 R．ムーア �ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ
ファーム 482＋ 41：27．11� 3．5�

（英）

714 ヨ シ オ 牡2鹿 55 岩田 康誠仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 464＋ 4 〃 アタマ 7．2�

713 キョウエイラムセス 牡2栗 55 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 青森 野々宮牧場 434－ 21：27．2� 9．4�
47 レッドリッジ 牡2黒鹿55 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 550＋ 21：27．41� 10．9�
（英）

24 ヴ ェ ゼ ー ル 牡2栗 55
54 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 534－ 21：27．5	 17．0	

23 マイネルゴール 牡2鹿 55 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 嶋田牧場 434－ 61：27．82 26．7


12 ヘイハチハピネス 牝2鹿 54 中井 裕二伊藤 貴憲氏 作田 誠二 新ひだか 下屋敷牧場 442＋121：28．12 57．0�
612 シゲルメジロ 牡2黒鹿55 酒井 学森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 漆原 武男 442＋ 6 〃 ハナ 207．8�
816 ラルブルドヴィ 牝2芦 54 中谷 雄太ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 456－ 21：28．31 102．3�
48 マイネルドラグーン 牡2鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 イワミ牧場 458± 01：28．83 206．2�
35 レディーゴー 牝2鹿 54 C．ルメール 髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 472－12 〃 クビ 2．8�
59 テイブルランド 牡2栗 55 村田 一誠平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 418＋ 21：28．9クビ 425．3�
11 ヌ ン ス タ ー 牡2鹿 55 幸 英明ヌンクラブ� 池上 昌和 新冠 赤石 久夫 470＋101：29．53� 304．2�
611 イソノヴィグラス 牡2栗 55 大下 智磯野 俊雄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 450± 01：29．71� 227．6�
36 ゴールデンビーンズ 牡2鹿 55 浜中 俊 ダイヤモンドファーム 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 414－ 21：30．23 64．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，164，200円 複勝： 23，860，600円 枠連： 8，305，300円
馬連： 33，537，400円 馬単： 19，304，200円 ワイド： 20，484，800円
3連複： 50，783，500円 3連単： 66，966，100円 計： 239，406，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 240円 � 150円 � 220円 枠 連（5－8） 1，760円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 440円 �� 980円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 16，000円

票 数

単勝票数 計 161642 的中 � 16863（4番人気）
複勝票数 計 238606 的中 � 22687（6番人気）� 50964（2番人気）� 26323（3番人気）
枠連票数 計 83053 的中 （5－8） 3652（7番人気）
馬連票数 計 335374 的中 �� 16533（7番人気）
馬単票数 計 193042 的中 �� 4654（13番人気）
ワイド票数 計 204848 的中 �� 12308（3番人気）�� 4980（11番人気）�� 13080（2番人気）
3連複票数 計 507835 的中 ��� 12011（8番人気）
3連単票数 計 669661 的中 ��� 3034（39番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．2―12．9―12．7―12．1―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノグロリオーサ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．11．7 京都6着

2013．3．3生 牡2栗 母 アンテヴォルテ 母母 ビワビーナス 3戦1勝 賞金 5，500，000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） 2頭 セイユウスプリング号・ワイルドハーブ号
※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6日 晴 良 （27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 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
1：48．9
1：47．8

重
重

712 ル ア ノ ヴ ァ 牝4鹿 55 石橋 脩�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 416－ 61：54．4 5．7�

58 ガラドリエル 牝3栗 54 岩田 康誠�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 496－ 81：54．72 7．3�
22 マラカイトスター 牝3栗 54 津村 明秀本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド B464－ 41：55．01� 6．1�
45 ラフェットデメール 牝4黒鹿55 M．デムーロ大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B470－ 21：55．1� 2．4�
11 	 ヤ マ ガ ー ル 牝5栗 55 岡田 祥嗣西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 540＋ 21：55．2クビ 37．9�
57 パパラヴズマンボ 牝3青鹿54 黛 弘人	グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 430± 0 〃 ハナ 73．6

610	 サンレイフレンチ 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 416－ 41：55．83� 68．5�
814 デューイハミテージ 牝3鹿 54 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 448＋ 2 〃 クビ 14．4�
46 トウカイエンプレス 牝3黒鹿54 中谷 雄太内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 432＋ 41：56．01� 39．8
33 マダムウルル 牝3黒鹿54 幸 英明	ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 460± 01：56．1� 7．0�
69 ポ リ ア フ 牝3鹿 54 A．アッゼニ 	シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：56．2� 18．9�

（英）

813	 アグリナデシコ 牝4黒鹿55 和田 竜二アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 442± 01：56．94 336．8�
711 グレートエンジェル 牝5鹿 55 酒井 学田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 村下 清志 490－241：57．32 88．3�
34 オンユアマーク 牝3青鹿54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 杵臼斉藤牧場 436－ 81：59．2大差 279．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，935，400円 複勝： 26，505，900円 枠連： 7，716，100円
馬連： 33，688，100円 馬単： 19，920，300円 ワイド： 21，675，800円
3連複： 46，825，600円 3連単： 64，416，400円 計： 238，683，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 220円 � 190円 枠 連（5－7） 1，730円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 670円 �� 680円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，150円 3 連 単 ��� 23，260円

票 数

単勝票数 計 179354 的中 � 24899（2番人気）
複勝票数 計 265059 的中 � 41873（2番人気）� 28439（5番人気）� 35644（3番人気）
枠連票数 計 77161 的中 （5－7） 3441（6番人気）
馬連票数 計 336881 的中 �� 14311（6番人気）
馬単票数 計 199203 的中 �� 4096（14番人気）
ワイド票数 計 216758 的中 �� 8293（6番人気）�� 8152（7番人気）�� 7163（11番人気）
3連複票数 計 468256 的中 ��� 8457（12番人気）
3連単票数 計 644164 的中 ��� 2007（68番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．3―13．5―12．8―12．6―12．8―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．3―50．8―1：03．6―1：16．2―1：29．0―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル ア ノ ヴ ァ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．1．26 京都8着

2011．3．2生 牝4鹿 母 ルアシェイア 母母 ファレノプシス 20戦2勝 賞金 18，300，000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。

第４回 中京競馬 第２日



3501512月6日 晴 良 （27中京4）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10時55分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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
1：10．1
1：08．7

重
重

11 ウォーターショパン 牡4黒鹿57 浜中 俊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 476± 01：11．6 2．5�
816 コロマンデル 牡3黒鹿56 R．ムーア 吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：11．92 3．8�

（英）

714 スウィープアウェイ 牡4芦 57 C．ルメール 藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 466＋121：12．0� 5．7�
47 アイファーサラオー 牡3鹿 56 H．ボウマン 中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 496＋ 81：12．42 14．0�

（豪）

510 スマートダイバー 牡4栗 57 武 豊大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム B492± 01：12．72 19．0�
713 サンビショップ �3栗 56 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 464＋ 2 〃 ハナ 111．5�
35 バ ル ビ ー ナ 牝3鹿 54 幸 英明中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 500－ 21：12．8� 16．9	
48 ミトノゴールド 牡3栗 56 秋山真一郎ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 492＋ 21：13．11� 14．7

612 ハクサンフレンチ 牡3鹿 56 岩田 康誠河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 490＋ 6 〃 アタマ 22．7�
611 カシノトラダマシイ 牡3黒鹿56 村田 一誠柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 464± 0 〃 クビ 302．4�
23 ニシノイナズマ 牡4芦 57 大野 拓弥西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 492＋ 81：13．2� 85．5
12 	 スリーヴェスタ 牡4青鹿57 酒井 学永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 514－ 61：13．94 530．9�
59 デルマダイコク 牡6栗 57 和田 竜二浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 512－101：14．53� 140．4�
815 クインズロンペール 牡3芦 56 松山 弘平 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 508＋ 41：14．81� 293．2�
24 アグネスキング 牡4黒鹿57 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 528＋ 81：15．11� 434．3�
36 オリエンタルダンス 牝3黒鹿54 M．デムーロ �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 41：18．3大差 10．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，159，000円 複勝： 37，222，100円 枠連： 12，453，600円
馬連： 44，611，600円 馬単： 25，015，300円 ワイド： 29，635，800円
3連複： 68，105，800円 3連単： 88，091，800円 計： 329，295，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（1－8） 420円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 210円 �� 360円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 3，940円

票 数

単勝票数 計 241590 的中 � 75660（1番人気）
複勝票数 計 372221 的中 � 87191（2番人気）� 92468（1番人気）� 42692（3番人気）
枠連票数 計 124536 的中 （1－8） 22835（1番人気）
馬連票数 計 446116 的中 �� 70641（1番人気）
馬単票数 計 250153 的中 �� 19871（1番人気）
ワイド票数 計 296358 的中 �� 39947（1番人気）�� 19417（3番人気）�� 20212（2番人気）
3連複票数 計 681058 的中 ��� 47694（1番人気）
3連単票数 計 880918 的中 ��� 16188（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―12．2―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．3―47．5―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 ・（5，14）（1，12）6（7，16）（3，15）8，9，10，13，11（4，2） 4 ・（5，14）（1，12）7，16－（3，6，15）（8，9）（13，10）－（4，11）2

勝馬の
紹 介

ウォーターショパン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2014．2．22 京都2着

2011．3．12生 牡4黒鹿 母 ウォーターエナン 母母 Scrape 16戦2勝 賞金 36，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オリエンタルダンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月6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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルハダカマツリ号
（非抽選馬） 2頭 ウーマン号・ナンヨールーク号
※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。

3501612月6日 曇 良 （27中京4）第2日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時25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
2：02．2
1：59．8

良
良

46 アドマイヤダイオウ 牡2鹿 55 R．ムーア 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：04．1 1．9�
（英）

711 ヴァンキッシュラン 牡2黒鹿55 M．デムーロ島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 490＋ 62：04．31� 4．1�
610 ギ モ ー ヴ 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 456－122：04．51� 4．0�
33 ヨ カ グ ラ 牡2栗 55 武 豊 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 480＋ 62：04．81� 14．5�
57 ピスコサワー 牡2黒鹿55 A．アッゼニ 金子真人ホール

ディングス	 中内田充正 日高 日高大洋牧場 524－ 2 〃 ハナ 19．7

（英）

69 メイショウカクオビ 牡2鹿 55 津村 明秀松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 494＋ 4 〃 クビ 28．0�
813 ノボリクラウン 牡2黒鹿55 浜中 俊原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 454－ 22：04．9クビ 135．0�
58 エーティーサンダー 牡2青鹿55 秋山真一郎荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 506± 02：05．43 17．0
34 ディスピュート 牡2鹿 55 幸 英明畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 434－ 62：05．5� 183．4�
22 シャーマナイト 牡2青鹿55 和田 竜二	ノースヒルズ 北出 成人 日高 下河辺牧場 480－ 4 〃 クビ 201．9�
712 キングジャスパー 牡2青鹿55 石橋 脩	ラ・メール 森田 直行 新ひだか 野坂牧場 490＋ 42：05．92� 396．2�
45 クレッシェレ 牡2黒鹿55 松山 弘平布施 光章氏 本田 優 むかわ 上水牧場 466－ 42：06．75 377．2�
11 メイケイオリオン 牡2青鹿55 酒井 学名古屋競馬	 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 82：06．91� 74．4�
814 コスモライフワーク 牡2鹿 55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム B458－122：09．2大差 260．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，550，400円 複勝： 39，342，500円 枠連： 9，653，500円
馬連： 40，995，300円 馬単： 29，739，500円 ワイド： 25，803，600円
3連複： 62，470，400円 3連単： 108，311，600円 計： 342，866，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（4－7） 360円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 180円 �� 160円 �� 240円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 1，480円

票 数

単勝票数 計 265504 的中 � 107723（1番人気）
複勝票数 計 393425 的中 � 166132（1番人気）� 62112（2番人気）� 54532（3番人気）
枠連票数 計 96535 的中 （4－7） 20340（1番人気）
馬連票数 計 409953 的中 �� 83423（1番人気）
馬単票数 計 297395 的中 �� 35041（2番人気）
ワイド票数 計 258036 的中 �� 37438（2番人気）�� 43766（1番人気）�� 23114（3番人気）
3連複票数 計 624704 的中 ��� 133578（1番人気）
3連単票数 計1083116 的中 ��� 53030（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．7―13．1―13．0―13．0―12．6―12．2―11．4―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―37．6―50．7―1：03．7―1：16．7―1：29．3―1：41．5―1：52．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．8
1
3
14（10，13）8（2，3，9，12）（4，11）（1，6）7，5・（13，12）10（3，9）（14，8，11）（2，6）－（4，1，7）－5

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤダイオウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．22 京都3着

2013．3．9生 牡2鹿 母 アドマイヤマリン 母母 ベルベットローブ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 アドマイヤダイオウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 コスモライフワーク号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

コスモライフワーク号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。



3501712月6日 曇 良 （27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

11 ヒルノマゼラン 牡2黒鹿55 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 496 ―1：23．9 2．6�
813 フォールインラブ 牝2黒鹿54 浜中 俊�田 昌久氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 460 ―1：24．22 6．5�
712 フェザリータッチ 牡2鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 434 ―1：24．41� 5．6�
610 オブリゲーション 牡2鹿 55 津村 明秀�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 458 ― 〃 ハナ 78．8	
814 クィーンアマポーラ 牝2青鹿54 幸 英明 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480 ―1：24．93 4．4

45 ラブカテリーナ 牝2黒鹿54 酒井 学増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 436 ―1：25．11 28．2�
58 レッドジュディス 牝2栗 54 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 414 ― 〃 クビ 25．1�
57 ヒロンスキー 牝2鹿 54 松山 弘平熊澤 浩樹氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 450 ―1：25．2� 43．1
34 イチザアイバー 牝2芦 54

53 ☆岩崎 翼奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 荒谷 輝和 424 ―1：25．3� 258．2�
22 アスタリスク 牡2鹿 55 岩田 康誠石川 達絵氏 松田 博資 新ひだか 山際 智 458 ―1：25．72	 25．1�
33 ファイナルレーサー 牡2青鹿55 和田 竜二市川 義美氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 502 ―1：25．8� 24．9�
46 セデュイール 牝2鹿 54 M．デムーロ落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 492 ―1：25．9� 9．0�
711 オーシャンムーサ 牝2鹿 54 秋山真一郎上田 宗義氏 田所 秀孝 新ひだか 沖田 哲夫 438 ―1：26．0� 151．3�
69 フェアリーバズ 牝2鹿 54 石橋 脩深見 富朗氏 的場 均 日高 鹿戸 武光 448 ―1：28．6大差 288．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，885，500円 複勝： 24，066，800円 枠連： 12，199，500円
馬連： 33，784，300円 馬単： 20，666，600円 ワイド： 19，021，100円
3連複： 46，460，100円 3連単： 65，331，700円 計： 242，415，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 170円 � 170円 枠 連（1－8） 330円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 360円 �� 480円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 208855 的中 � 63402（1番人気）
複勝票数 計 240668 的中 � 53543（1番人気）� 33100（4番人気）� 34925（3番人気）
枠連票数 計 121995 的中 （1－8） 28563（1番人気）
馬連票数 計 337843 的中 �� 29997（2番人気）
馬単票数 計 206666 的中 �� 10895（2番人気）
ワイド票数 計 190211 的中 �� 13895（2番人気）�� 9944（6番人気）�� 9951（5番人気）
3連複票数 計 464601 的中 ��� 17937（5番人気）
3連単票数 計 653317 的中 ��� 7036（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―36．4―49．2―1：01．0―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．7
3 1，5（4，13）6，14（8，7）（11，10）12－2，3－9 4 1，5（4，13）6（8，14）（7，10）12，11－2－3－9

勝馬の
紹 介

ヒルノマゼラン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2013．3．19生 牡2黒鹿 母 イントゥザライト 母母 フラッシュストーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 フェザリータッチ号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）

オブリゲーション号の騎手津村明秀は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※ラブカテリーナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3501812月6日 曇 良 （27中京4）第2日 第6競走 ��1，200�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56�4歳以上57�，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� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

713 アルティマブラッド 牝3青鹿54 C．ルメール �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478＋121：09．1 2．2�
611 ウィズアットレース 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 418－ 61：09．52� 32．6�
715 サチノリーダース 牡5青鹿57 和田 竜二佐藤 勝士氏 服部 利之 新冠 競優牧場 462± 0 〃 クビ 174．3�
11 オートクレール 牝4栗 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 434＋ 21：09．6クビ 10．1�
612 キネオリュウセイ 牡5黒鹿57 R．ムーア 吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 488＋ 8 〃 ハナ 5．7�
（英）

35 マサノハナチャン 牝4鹿 55 杉原 誠人中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 446－ 21：09．91� 69．8	
23 ゼンノイザナギ 牡3栗 56 大野 拓弥大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 484＋ 2 〃 ハナ 15．0

510 リミットブレイク 牡3鹿 56 H．ボウマン �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B516－ 4 〃 クビ 5．7�

（豪）

818 ヴァリアントアロー 牡3鹿 56 幸 英明�ラ・メール 田村 康仁 平取 川向高橋育
成牧場 494＋12 〃 ハナ 82．9

816 ツクバアラモード 牝5栗 55 津村 明秀細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B470± 0 〃 ハナ 110．2�
36 � スリーネルソン 	5黒鹿57 森 一馬永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 480± 01：10．11
 17．6�
24 デンコウウノ 牡4鹿 57 酒井 学田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 476－ 41：10．2� 276．3�
59 ゲンキチハヤブサ 	3栗 56 石橋 脩荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 460＋121：10．3クビ 33．1�
714 トウシンムサシ 牡4栗 57 松山 弘平�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 466＋14 〃 アタマ 23．2�
48 ギンザヴィクトリア 牝3黒鹿54 浜中 俊有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 436＋ 2 〃 クビ 27．5�
47 スーパールミナル 牝3栗 54 岩田 康誠 �グリーンファーム音無 秀孝 浦河 有限会社

吉田ファーム 488＋101：10．51
 33．1�
817 サウンドカール 牡4青鹿57 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 488＋12 〃 ハナ 84．4�
12 ショウナンバクフウ 牝4鹿 55 秋山真一郎国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 454＋ 21：10．6� 184．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，492，500円 複勝： 34，553，400円 枠連： 14，147，700円
馬連： 45，075，000円 馬単： 25，009，900円 ワイド： 31，511，000円
3連複： 68，103，500円 3連単： 90，085，700円 計： 332，978，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 870円 � 3，570円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 4，820円 �� 45，610円

3 連 複 ��� 95，650円 3 連 単 ��� 291，570円

票 数

単勝票数 計 244925 的中 � 87810（1番人気）
複勝票数 計 345534 的中 � 105102（1番人気）� 7781（10番人気）� 1763（17番人気）
枠連票数 計 141477 的中 （6－7） 22805（1番人気）
馬連票数 計 450750 的中 �� 8578（12番人気）
馬単票数 計 250099 的中 �� 3064（18番人気）
ワイド票数 計 315110 的中 �� 4796（17番人気）�� 1680（42番人気）�� 175（131番人気）
3連複票数 計 681035 的中 ��� 534（196番人気）
3連単票数 計 900857 的中 ��� 224（683番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．5―11．5―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．0―45．5―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルティマブラッド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．12．20 阪神5着

2012．4．30生 牝3青鹿 母 アルティマトゥーレ 母母 エアトゥーレ 10戦2勝 賞金 25，650，000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。
（非抽選馬） 1頭 フルールシチー号
※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。



3501912月6日 曇 良 （27中京4）第2日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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
1：48．9
1：47．8

重
重

46 タガノハヤテ 牡4栗 57 武 豊八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 504－ 41：53．5 2．4�
22 バイタルフォルム 牡5黒鹿57 浜中 俊髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 502＋ 81：53．71� 15．2�
711 レイズオブザサン 牡6黒鹿57 藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 450－ 41：54．12� 25．0�
69 トラキアンコード �3芦 56 岩田 康誠原 	子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 494－ 21：54．2� 3．5�
33 ハッピーロード �4栗 57 秋山真一郎豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 496＋ 41：54．52 8．9�
45 キールコネクション 牡3栗 56 Z．パートン水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B470－ 2 〃 アタマ 7．7�

（香港）

813 ジーガールージュ 牝3栗 54 和田 竜二	ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 516＋101：54．71� 184．6

712 パイロキシン 牡3栗 56 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 484＋ 4 〃 ハナ 13．6�
11 ヤマカツライデン 牡3黒鹿56 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 526＋ 81：55．02 22．6�
34 
 スリーマキシマム 牡4鹿 57 H．ボウマン 永井商事 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 484－ 61：55．74 42．0�

（豪）

610 ハギノセゾン 牝4青鹿55 酒井 学安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 470－ 21：56．01� 16．8�
814
 フィリグラーナ 牡4栗 57 津村 明秀畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新冠 村本牧場 444－ 81：56．1� 275．1�
58 ローレルロケッツ 牡3鹿 56 岩部 純二 ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 478－141：56．2クビ 253．1�
57 マルイチウラノス 牡3栗 56 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 494＋ 21：58．2大差 126．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，114，800円 複勝： 28，241，900円 枠連： 13，174，400円
馬連： 40，082，200円 馬単： 23，196，900円 ワイド： 24，977，500円
3連複： 56，086，500円 3連単： 80，914，500円 計： 288，788，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 320円 � 370円 枠 連（2－4） 1，710円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，110円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 9，320円 3 連 単 ��� 32，600円

票 数

単勝票数 計 221148 的中 � 70969（1番人気）
複勝票数 計 282419 的中 � 70120（1番人気）� 19540（7番人気）� 15796（8番人気）
枠連票数 計 131744 的中 （2－4） 5940（7番人気）
馬連票数 計 400822 的中 �� 16759（6番人気）
馬単票数 計 231969 的中 �� 6683（7番人気）
ワイド票数 計 249775 的中 �� 8153（10番人気）�� 5791（13番人気）�� 2406（33番人気）
3連複票数 計 560865 的中 ��� 4513（37番人気）
3連単票数 計 809145 的中 ��� 1799（103番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―13．2―12．9―12．6―12．4―12．5―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．9―49．8―1：02．4―1：14．8―1：27．3―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノハヤテ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2013．6．2 東京6着

2011．4．8生 牡4栗 母 アイチャンルック 母母 トウショウアイ 13戦3勝 賞金 28，572，000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。

3502012月6日 曇 良 （27中京4）第2日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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
1：20．0
1：19．0

良
良

612 ヴェルステルキング 牡3鹿 56 R．ムーア 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B486－ 21：21．9 4．9�
（英）

817 ダノンブライト 牡3青鹿56 A．アッゼニ�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 460＋ 41：22．11� 22．7�
（英）

816 タガノスカイ 牝4鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468－ 81：22．2� 11．2�

510 コスモラパン 牝4黒鹿55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 420＋ 8 〃 クビ 56．7�
818 ビットレート 牝3栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：22．3クビ 8．9	
611 グレイトチャーター 牡3鹿 56 田中 博康�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 81：22．51� 6．3

48 デビュタント 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 452－ 4 〃 クビ 7．7�
47 ポップオーヴァー 牝3鹿 54 M．デムーロ橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 アタマ 6．5�
12 クラウンアイリス 牝4栗 55 秋山真一郎�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 400－ 61：22．6� 11．2
713 マ ー セ ラ ス 牡3黒鹿56 浜中 俊 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：22．7� 11．9�
35 メモリーデシジョン 	3栗 56 荻野 琢真�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 474＋ 6 〃 ハナ 72．4�
59 オースミチャド 牡4鹿 57 幸 英明�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 494＋ 81：22．8� 11．9�
714 ハコダテローズ 牝3鹿 54 中谷 雄太河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 432＋101：23．01� 43．9�
24 タカラジャンヌ 牝4鹿 55 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 430± 01：23．1� 35．0�
36 エイシンアリエル 牝3鹿 54 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 B486＋121：23．31� 73．4�
11 
 トスカニーニ 牡5鹿 57 岡田 祥嗣田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 456± 01：23．51� 235．8�
715 シニョリーナ 牝4青鹿55 松山 弘平髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B458＋12 〃 クビ 186．3�
23 メイショウカイモン 	4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 472＋ 41：23．6� 361．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，950，600円 複勝： 40，133，800円 枠連： 20，756，700円
馬連： 57，576，700円 馬単： 27，075，200円 ワイド： 33，376，800円
3連複： 82，201，400円 3連単： 100，040，500円 計： 388，111，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 540円 � 310円 枠 連（6－8） 540円

馬 連 �� 6，610円 馬 単 �� 10，270円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 1，240円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 20，660円 3 連 単 ��� 114，210円

票 数

単勝票数 計 269506 的中 � 43502（1番人気）
複勝票数 計 401338 的中 � 61329（1番人気）� 16805（10番人気）� 32978（5番人気）
枠連票数 計 207567 的中 （6－8） 29424（1番人気）
馬連票数 計 575767 的中 �� 6746（32番人気）
馬単票数 計 270752 的中 �� 1977（49番人気）
ワイド票数 計 333768 的中 �� 3609（35番人気）�� 7059（11番人気）�� 2860（44番人気）
3連複票数 計 822014 的中 ��� 2984（85番人気）
3連単票数 計1000405 的中 ��� 635（459番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―47．2―58．9―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．7
3 ・（6，10）（8，14）（11，18）9（12，17）（2，16）7（13，15）5（3，4）1 4 ・（6，10）（8，11，14）（9，12，18）17（2，7）16（5，13）（4，15）（3，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴェルステルキング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．8．23 札幌5着

2012．3．9生 牡3鹿 母 サ ル ス エ ラ 母母 ハルーワソング 13戦2勝 賞金 21，148，000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 スズカブレーン号・モンラッシェ号
※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6日 曇 良 （27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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000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

611 ミッキータイガー 牡5鹿 57 Z．パートン野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 490－ 42：00．2 55．1�
（香港）

713 クワトロガッツ 牡4黒鹿57 和田 竜二ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン
ズファーム 454－ 42：00．3� 9．5�

48 フローレスダンサー 牝3鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 クビ 5．1�
715 マイネルプレッジ 牡4鹿 57 A．アッゼニ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 444± 02：00．4クビ 115．0�
（英）

36 サダムロードショー 牡5鹿 57 石橋 脩大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋10 〃 クビ 20．0	

59 ブライトバローズ 牡3鹿 56 R．ムーア 猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492＋14 〃 ハナ 8．6

（英）

714 ロードグリッター 牡3栗 56 武 豊 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 488± 0 〃 ハナ 17．9�
817 アドマイヤキンカク 牡5鹿 57 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 ハナ 4．3�
24 スズカステイボーイ 牡3鹿 56 H．ボウマン 永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B438－ 22：00．5	 26．2

（豪）

510 ナスノセイカン 牡3鹿 56 M．デムーロ�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 462± 02：01．03 7．1�

818 フ ァ シ ー ノ 牡4鹿 57 松山 弘平 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 472± 0 〃 アタマ 6．6�
612 オカホンコー 牡4鹿 57 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 486± 02：01．63	 104．8�
12 リ ノ リ オ 牡4黒鹿57 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 508＋ 2 〃 ハナ 21．6�
47 
 マンディスキュア 牝4黒鹿55 中井 裕二�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 470± 02：01．92 202．9�
23 ムードスウィングス 牝4黒鹿55 長岡 禎仁 �サンデーレーシング 竹内 正洋 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 42：02．21� 169．8�
816 ヤマカツボーイ 牡3黒鹿56 秋山真一郎山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 450－ 22：02．73 85．7�
11 キネオワールド 牡4黒鹿57 大野 拓弥吉田 千津氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 468＋102：03．02 47．5�
35 クローディオ 牡3鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋142：03．21� 22．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，029，400円 複勝： 48，955，900円 枠連： 23，361，800円
馬連： 66，562，900円 馬単： 31，222，000円 ワイド： 39，437，500円
3連複： 95，998，100円 3連単： 115，854，400円 計： 454，422，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，510円 複 勝 � 1，010円 � 300円 � 210円 枠 連（6－7） 7，390円

馬 連 �� 21，420円 馬 単 �� 50，350円

ワ イ ド �� 6，160円 �� 3，570円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 36，560円 3 連 単 ��� 341，440円

票 数

単勝票数 計 330294 的中 � 4790（13番人気）
複勝票数 計 489559 的中 � 10314（12番人気）� 43530（5番人気）� 73684（2番人気）
枠連票数 計 233618 的中 （6－7） 2449（24番人気）
馬連票数 計 665629 的中 �� 2408（67番人気）
馬単票数 計 312220 的中 �� 465（143番人気）
ワイド票数 計 394375 的中 �� 1618（65番人気）�� 2820（40番人気）�� 8522（10番人気）
3連複票数 計 959981 的中 ��� 1969（119番人気）
3連単票数 計1158544 的中 ��� 246（1055番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．2―12．2―11．8―11．6―12．3―12．3―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．8―48．0―59．8―1：11．4―1：23．7―1：36．0―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ミッキータイガー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．18 京都5着

2010．1．24生 牡5鹿 母 アルフォンシーヌ 母母 ラトラヴィアータ 24戦2勝 賞金 26，522，000円
※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 ラッシュアタック号
（非抽選馬） 6頭 ケルンダッシュ号・トウカイララバイ号・ピンクブーケ号・マイネルフレスコ号・メイショウミソラ号・モーグリ号
※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6日 曇 良 （27中京4）第2日 第10競走 ��
��1，200�

はままつ

浜松ステークス
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，26．12．6以降27．11．29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 16，300，000円 6，500，000円 4，100，000円 2，400，000円 1，630，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

59 ローレルベローチェ 牡4栗 54 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 500＋ 21：08．5 11．2�
612 アットウィル 牡5栗 56 R．ムーア 宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 498＋ 21：08．71� 3．1�

（英）

510 ローズミラクル 牡5青鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 544＋10 〃 ハナ 49．3�
35 トーキングドラム 牡5鹿 55 岩田 康誠下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 474－ 61：08．8� 8．4	
11 メイショウブイダン 牡4鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 472± 01：08．9� 7．0

714 ラインスピリット 牡4黒鹿57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 432＋141：09．0	 30．8�
816 プレイズエターナル 牡5黒鹿57 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B496－ 4 〃 アタマ 5．1�
818 ユキノアイオロス 
7鹿 54 武 豊井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 2 〃 クビ 75．9
24 モンマックス 牡5鹿 54 和田 竜二�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 522± 01：09．1クビ 85．4�
713 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 54 秋山真一郎加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 484＋ 4 〃 ハナ 33．2�
36 ローガンサファイア 牝5鹿 52 酒井 学 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 クビ 63．9�
12 サ マ ー ル ナ 牝6鹿 53 古川 吉洋ライオンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 464－ 41：09．2	 46．2�
817 マジックシャトル 牡3栗 54 浜中 俊林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 510＋141：09．52 24．4�
611� エンプレスラブ 牝6黒鹿50 宮崎 北斗 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 520－ 81：10．13	 309．5�
23 レッドキャンティー 牝4栗 52 黛 弘人�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 448－ 41：10．41� 137．9�
48 マルヨバクシン 牝3栗 53 M．デムーロ野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 494＋ 61：10．61	 5．3�
715 テイクファイア 牡5鹿 54 川島 信二加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 484＋ 61：10．7クビ 252．2�

（17頭）
47 ワ ー ル ン ガ 牡5栗 54 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 40，199，700円 複勝： 54，735，000円 枠連： 24，372，200円
馬連： 93，262，600円 馬単： 43，262，500円 ワイド： 46，719，400円
3連複： 125，250，900円 3連単： 176，151，900円 計： 603，954，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 350円 � 160円 � 1，130円 枠 連（5－6） 2，100円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 6，310円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 4，750円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 27，140円 3 連 単 ��� 167，810円

票 数

単勝票数 差引計 401997（返還計 146） 的中 � 28702（6番人気）
複勝票数 差引計 547350（返還計 166） 的中 � 36729（6番人気）� 124917（1番人気）� 9531（12番人気）
枠連票数 差引計 243722（返還計 15） 的中 （5－6） 8957（10番人気）
馬連票数 差引計 932626（返還計 990） 的中 �� 26845（11番人気）
馬単票数 差引計 432625（返還計 369） 的中 �� 5142（24番人気）
ワイド票数 差引計 467194（返還計 504） 的中 �� 11240（11番人気）�� 2481（47番人気）�� 4149（28番人気）
3連複票数 差引計1252509（返還計 2692） 的中 ��� 3460（79番人気）
3連単票数 差引計1761519（返還計 3060） 的中 ��� 761（472番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―11．5―10．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―45．5―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローレルベローチェ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2013．12．22 阪神4着

2011．4．3生 牡4栗 母 ヘイローフジ 母母 ア サ カ フ ジ 15戦5勝 賞金 64，314，000円
〔出走取消〕 ワールンガ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヤマニンプチガトー号・ラヴァーズポイント号
※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。



3502312月6日 曇 良 （27中京4）第2日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，800�第16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 3，444，000円 984，000円 492，000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
［参考記録］

1：48．9
1：47．8
1：51．0
1：48．8

重
重
良
良 （阪神）

24 サ ン ビ ス タ 牝6黒鹿55 M．デムーロ �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 476＋ 31：50．4 66．4�

11 ノンコノユメ 牡3栃栗56 C．ルメール 山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452± 01：50．61� 3．8�
12 サウンドトゥルー 	5栗 57 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472－ 21：50．7クビ 12．6�
816 ロワジャルダン 牡4鹿 57 浜中 俊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 アタマ 27．9�
713 ホッコータルマエ 牡6鹿 57 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム 510＋ 8 〃 ハナ 3．7	
23 ワンダーアキュート 牡9鹿 57 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム 522＋101：50．91 117．6

47 コパノリッキー 牡5栗 57 武 豊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 534＋101：51．22 3．3�
510 グレープブランデー 牡7黒鹿57 R．ムーア �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B536＋ 81：51．3� 46．3�

（英）

36 ナムラビクター 牡6鹿 57 秋山真一郎奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 528＋ 21：51．4� 19．8
815 グランドシチー 牡8鹿 57 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 B490－101：51．5� 294．7�
35 ニホンピロアワーズ 牡8青鹿57 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 544＋101：51．6
 218．9�
48 ダノンリバティ 牡3鹿 56 A．アッゼニ�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：51．7クビ 37．2�

（英）

611 コーリンベリー 牝4栗 55 松山 弘平伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 498－ 21：51．91� 71．9�
59 ローマンレジェンド 牡7黒鹿57 岩田 康誠太田珠々子氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 524＋ 41：52．53� 12．4�
612 クリノスターオー 牡5青 57 H．ボウマン 栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 B536± 01：53．13� 60．2�

（豪）

714� ガ ン ピ ッ ト 	5鹿 57 Z．パートン C．チャン氏 C．ファウンズ 豪 Mr.A
Smeaton B498－ 31：55．5大差 15．4�

（Gun Pit（AUS）） （香港） （香港）

（16頭）

売 得 金
単勝： 528，038，000円 複勝： 518，765，700円 枠連： 398，252，900円
馬連： 1，813，490，500円 馬単： 911，322，100円 ワイド： 682，549，300円
3連複： 2，885，760，200円 3連単： 5，546，564，700円 計： 13，284，743，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，640円 複 勝 � 1，180円 � 200円 � 370円 枠 連（1－2） 4，180円

馬 連 �� 11，040円 馬 単 �� 36，260円

ワ イ ド �� 3，290円 �� 6，620円 �� 930円

3 連 複 ��� 27，320円 3 連 単 ��� 318，430円

票 数

単勝票数 計5280380 的中 � 63537（12番人気）
複勝票数 計5187657 的中 � 94732（12番人気）� 808097（3番人気）� 351971（5番人気）
枠連票数 計3982529 的中 （1－2） 73761（15番人気）
馬連票数 計18134905 的中 �� 127225（31番人気）
馬単票数 計9113221 的中 �� 18847（83番人気）
ワイド票数 計6825493 的中 �� 52624（34番人気）�� 25864（52番人気）�� 196455（9番人気）
3連複票数 計28857602 的中 ��� 79193（74番人気）
3連単票数 計55465647 的中 ��� 12628（677番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．3―12．5―12．2―12．3―12．5―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―35．5―48．0―1：00．2―1：12．5―1：25．0―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

サ ン ビ ス タ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ミ シ ル デビュー 2012．3．31 阪神4着

2009．3．18生 牝6黒鹿 母 ホワイトカーニバル 母母 イエローブルーム 17戦6勝 賞金 191，057，000円
［他本会外：11戦5勝］

※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 イッシンドウタイ号
※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6日 曇 良 （27中京4）第2日 第12競走 ��
��1，400�

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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

12 ラテンロック 牡4鹿 57 A．アッゼニ 金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 506＋ 21：24．9 5．6�

（英）

510 カフジテイク 牡3青鹿56 秋山真一郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 482± 01：25．11� 3．8�
611 メジャーガラメキ 牝3栗 54 浜中 俊髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 480＋10 〃 アタマ 8．4�
36 ディープミタカ 牡4栗 57 津村 明秀深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 21：25．31� 27．4�
612	 ベストサーパス 牡6栗 57 H．ボウマン 小川 勲氏 奥村 豊 米 Iron County

Farms Inc B490－24 〃 アタマ 54．5�
（豪）

815 サンライズウェイ 牡5栗 57 酒井 学松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 アタマ 61．2	
714 コスモピーコック 牝3鹿 54 松山 弘平 
ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 480± 0 〃 ハナ 13．7�
35 グレイスフルデイズ 
5芦 57 荻野 琢真 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 496＋ 61：25．4クビ 81．1�
11 メイショウオオカゼ 牡5黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋10 〃 クビ 3．8
47 � ヒラボクダッシュ 牡6栗 57 岩田 康誠�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 454＋ 4 〃 ハナ 25．6�
48 フミノインパルス 牡3黒鹿56 和田 竜二谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 490＋ 4 〃 アタマ 103．0�
23 ファイトユアソング 牝4鹿 55 黛 弘人
グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434± 01：25．6� 35．9�
713 ディーエスコマンド 牡5鹿 57 村田 一誠秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 492± 01：25．7� 176．1�
59 バ コ パ 牡6栗 57 古川 吉洋畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 486＋ 41：25．8クビ 139．9�
816 ス ザ ク 牡4鹿 57 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 502± 01：26．11� 64．3�
24 ナンヨーマーク 牡4青鹿57 R．ムーア 中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 522＋ 6 〃 クビ 5．8�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，823，400円 複勝： 77，954，600円 枠連： 38，749，100円
馬連： 146，480，900円 馬単： 68，344，400円 ワイド： 73，707，100円
3連複： 191，188，500円 3連単： 299，502，200円 計： 959，750，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 150円 � 240円 枠 連（1－5） 500円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，020円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 18，590円

票 数

単勝票数 計 638234 的中 � 90900（3番人気）
複勝票数 計 779546 的中 � 99837（3番人気）� 165069（1番人気）� 72302（5番人気）
枠連票数 計 387491 的中 （1－5） 59775（1番人気）
馬連票数 計1464809 的中 �� 99520（3番人気）
馬単票数 計 683444 的中 �� 24168（4番人気）
ワイド票数 計 737071 的中 �� 42204（4番人気）�� 17795（10番人気）�� 25017（8番人気）
3連複票数 計1911885 的中 ��� 39386（6番人気）
3連単票数 計2995022 的中 ��� 11680（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．6―47．7―1：00．1―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラテンロック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．5．24 京都2着

2011．2．26生 牡4鹿 母 ギガンティア 母母 ベストブート 10戦4勝 賞金 43，929，000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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キーブランド号・サウススターマン号・サクラテイオー号・サトノアビリティ号・ロードヴォルケーノ号
（非抽選馬） 1頭 オメガスパーキング号
※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



（27中京4）第2日 12月6日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 191頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

352，260，000円
1，060，000円
6，940，000円
6，770，000円
32，730，000円
70，960，500円
5，558，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
844，342，900円
954，338，200円
583，142，800円
2，449，147，500円
1，244，078，900円
1，048，899，700円
3，779，234，500円
6，802，231，500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 17，705，416，000円

総入場人員 33，062名 （有料入場人員 29，850名）
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