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3503712月13日 曇 重 （27中京4）第4日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
1：55．5
1：50．9

重
不良

11 ダノンスパーク 牡2鹿 55 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 528－ 21：54．8レコード 1．4�
611 イーストオブザサン 牡2黒鹿 55

53 △�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468－ 41：55．12 14．2�
24 トウカイエクレール 牡2鹿 55 柴田 未崎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 464－ 21：55．84 102．5�
35 テイエムハートダン 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 494－ 21：56．43� 156．1�

36 ジャーマンアイリス 牝2芦 54 丸山 元気金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 454± 01：56．5	 24．5�

12 
 ゴールドエーカー 牡2鹿 55 北村 友一前田 幸治氏 和田 正道 米
Cheval Invest,
Hubert Honore &
Crispin de Moubray

500＋ 21：56．6� 23．3	
47 スズカマサル 牡2鹿 55 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 442－ 81：57．13 9．3

59 エスプリベルテ 牡2栗 55 高倉 稜渡邊 久憲氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 512－ 4 〃 クビ 211．0�
48 シゲルシーラカンス 牡2黒鹿55 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 �川 啓一 478＋ 61：57．3	 5．7�
612 ミスターウインディ 牡2黒鹿55 松田 大作阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 496＋ 21：57．83 123．9
816 パ イ ロ ッ ト 牡2黒鹿 55

52 ▲伴 啓太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 474－ 6 〃 ハナ 87．1�
23 タケノヒゴノオー 牡2黒鹿55 熊沢 重文竹原 孝昭氏 作田 誠二 新ひだか 山田牧場 494－ 61：58．01� 370．0�
713 ビップエスペシアル 牡2芦 55

53 △城戸 義政鈴木 邦英氏 中竹 和也 浦河 梅田牧場 506＋16 〃 クビ 64．7�
510 コンフィアンサ 牡2青鹿55 荻野 琢真吉田 勝己氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B524＋ 61：58．95 25．2�
714 ジスイズザゼネラル 牡2黒鹿55 丸田 恭介山本 茂氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 B456－ 81：59．11� 173．8�
815 ロ グ ラ イ ン 牝2鹿 54 杉原 誠人�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 21：59．63 281．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，040，900円 複勝： 79，869，800円 枠連： 9，581，000円
馬連： 36，037，100円 馬単： 24，744，500円 ワイド： 20，548，800円
3連複： 49，434，400円 3連単： 86，173，700円 計： 324，430，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 280円 � 1，020円 枠 連（1－6） 1，100円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，730円 �� 7，880円

3 連 複 ��� 19，340円 3 連 単 ��� 52，150円

票 数

単勝票数 計 180409 的中 � 102152（1番人気）
複勝票数 計 798698 的中 � 651280（1番人気）� 16444（4番人気）� 3579（10番人気）
枠連票数 計 95810 的中 （1－6） 6703（2番人気）
馬連票数 計 360371 的中 �� 25022（4番人気）
馬単票数 計 247445 的中 �� 12016（6番人気）
ワイド票数 計 205488 的中 �� 13134（3番人気）�� 2944（17番人気）�� 625（50番人気）
3連複票数 計 494344 的中 ��� 1917（47番人気）
3連単票数 計 861737 的中 ��� 1198（138番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．7―13．7―12．5―13．1―13．0―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．6―51．3―1：03．8―1：16．9―1：29．9―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．9
1
3
・（1，5）（4，11）（2，13，14）（3，7）8，10，9－（12，15）16－6・（1，5）（4，11，14）2（3，13，8）7，9，10（16，6）12－15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンスパーク �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．10．31 京都2着

2013．4．5生 牡2鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 2戦1勝 賞金 7，800，000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） 5頭 コスモラピッド号・シゲルシロアマダイ号・マイネルカラット号・マジックダイオウ号・マジメ号

3503812月13日 曇 重 （27中京4）第4日 第2競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走10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 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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

48 コンセギール 牡3黒鹿56 和田 竜二前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 512＋ 22：00．2 3．7�

611� スリーヴェローチェ 牡6鹿 57
54 ▲加藤 祥太永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 474＋102：00．41� 6．5�

12 モ ー グ リ 牡3栗 56
53 ▲木幡 初也大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム B548＋182：00．5	 117．3�

815 ピンクブーケ 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 482± 02：00．82 3．5�
510 オリハルコン 牡4黒鹿57 松田 大作�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 534＋ 2 〃 クビ 5．9	
23 シームストレス 牝3鹿 54 高倉 稜 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 12：00．9クビ 48．7

35 キングカヌヌ 牡3芦 56 幸 英明 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B502＋ 22：01．0	 5．4�
59 ヘ イ ム ダ ル 牡3黒鹿 56

54 △城戸 義政岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 484± 02：01．74 48．1�
47 オアフライダー 牡5鹿 57

55 △
島 克駿 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム 486＋ 2 〃 アタマ 24．9
36 トーセンアスリート 牡3鹿 56 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 82：01．8	 221．6�
11 ビクトリーミノル 牡3栗 56 国分 優作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 492＋ 8 〃 アタマ 83．6�
612 サンディークス 牡3黒鹿56 松若 風馬 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B462＋202：01．9� 33．8�
714 パルパルパピヨン 牝3鹿 54 横山 和生堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 B482＋ 42：02．0クビ 82．0�
713 サトノマジカル 牝3青鹿54 北村 友一里見 治氏 村山 明 日高 モリナガファーム 418＋ 22：02．1	 45．7�
24 サトノバセロン �4青鹿57 丸田 恭介里見 治氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 502－122：05．1大差 36．5�
816� クラウンビュレット 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太矢野まり子氏 天間 昭一 新ひだか 松田牧場 472－ 4 （競走中止） 310．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，783，700円 複勝： 26，831，400円 枠連： 9，351，800円
馬連： 36，356，400円 馬単： 20，141，600円 ワイド： 22，986，500円
3連複： 53，444，500円 3連単： 66，088，400円 計： 252，984，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 200円 � 1，730円 枠 連（4－6） 770円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 470円 �� 4，310円 �� 5，180円

3 連 複 ��� 22，330円 3 連 単 ��� 77，150円

票 数

単勝票数 計 177837 的中 � 37515（2番人気）
複勝票数 計 268314 的中 � 43867（2番人気）� 37907（5番人気）� 2958（14番人気）
枠連票数 計 93518 的中 （4－6） 9403（1番人気）
馬連票数 計 363564 的中 �� 28276（2番人気）
馬単票数 計 201416 的中 �� 8253（1番人気）
ワイド票数 計 229865 的中 �� 13840（3番人気）�� 1302（41番人気）�� 1081（50番人気）
3連複票数 計 534445 的中 ��� 1795（73番人気）
3連単票数 計 660884 的中 ��� 621（221番人気）

ハロンタイム 7．3―10．8―11．7―12．7―13．0―12．8―12．8―13．1―13．0―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．1―29．8―42．5―55．5―1：08．3―1：21．1―1：34．2―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コンセギール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．6．22 阪神8着

2012．2．18生 牡3黒鹿 母 サウスオブスカイ 母母 ファーストアクト 9戦2勝 賞金 16，900，000円
〔発走状況〕 クラウンビュレット号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 クラウンビュレット号は，発走合図直後にくぐり，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 クラウンビュレット号は，発走調教再審査。
※パルパルパピヨン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第４回 中京競馬 第４日



3503912月13日 曇 重 （27中京4）第4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）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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

713 レ デ ィ ー 牝5鹿 55
53 △�島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 440－ 61：12．6 6．2�

59 リュクサンブール 牡4鹿 57 森 一馬村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466± 01：12．7� 67．5�
35 ア ン ミ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 458－121：12．8� 8．0�
58 フィンデルムンド 牡7鹿 57

54 ▲伴 啓太 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム B494＋ 4 〃 アタマ 7．2�
610 エ グ ゼ ビ ア �5黒鹿57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 512－ 41：13．11� 6．8�
712 コパノチャールズ 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 488－ 2 〃 アタマ 8．1	
23 ディスティンダリア 牝3鹿 54 横山 和生 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド B462± 0 〃 ハナ 3．3�
11 レモンイエロー 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼青芝商事
 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 432－ 8 〃 ハナ 28．9�
47 マ チ ル ダ 牝4栗 55 中井 裕二萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 460－101：13．2� 19．2
815� ワイルドジーク 牡4栗 57 原田 和真ディアレスト 松永 康利 新冠 ハクツ牧場 464－ 21：13．41	 84．6�
46 � ビコーミハイル 牡6鹿 57

55 △城戸 義政�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 474－121：13．61	 29．1�
611 ムラングシャンティ 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 岡田牧場 484＋ 41：14．13 10．4�
22 ペイシャピュア 牡3栗 56 小野寺祐太北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 478－ 21：14．52� 70．1�
814� ウ ー マ ン 牝3青鹿54 平野 優栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 加藤牧場 464＋ 41：15．99 242．4�
34 カシノヒカル 牡4鹿 57 花田 大昂柏木 務氏 高橋 康之 浦河 荻伏三好フ

アーム 486＋ 8 （競走中止） 197．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，669，400円 複勝： 24，314，800円 枠連： 10，481，700円
馬連： 34，507，400円 馬単： 19，386，700円 ワイド： 21，920，900円
3連複： 50，563，800円 3連単： 64，848，900円 計： 242，693，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 260円 � 1，280円 � 270円 枠 連（5－7） 940円

馬 連 �� 21，810円 馬 単 �� 30，350円

ワ イ ド �� 6，220円 �� 1，010円 �� 8，580円

3 連 複 ��� 50，220円 3 連 単 ��� 408，830円

票 数

単勝票数 計 166694 的中 � 21186（2番人気）
複勝票数 計 243148 的中 � 26778（3番人気）� 4127（12番人気）� 25471（4番人気）
枠連票数 計 104817 的中 （5－7） 8582（3番人気）
馬連票数 計 345074 的中 �� 1226（50番人気）
馬単票数 計 193867 的中 �� 479（85番人気）
ワイド票数 計 219209 的中 �� 890（53番人気）�� 5848（10番人気）�� 643（59番人気）
3連複票数 計 505638 的中 ��� 755（136番人気）
3連単票数 計 648489 的中 ��� 115（913番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．6―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．6―47．1―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．0
3 11－（5，7）（6，14）1，13，15（2，3，9，10）（8，12） 4 11，5，7，6（1，14）13（2，15，10）9（8，3，12）

勝馬の
紹 介

レ デ ィ ー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2012．6．30 函館1着

2010．5．8生 牝5鹿 母 イブキピンクレディ 母母 ア ト ラ ク ト 43戦2勝 賞金 55，088，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 カシノヒカル号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

3504012月13日 曇 稍重 （27中京4）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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

711 リヴゴーシュ �3栗 58 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 528－ 43：22．6 3．0�

69 シップウハヤト 牡4鹿 60 小坂 忠士平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 464＋103：22．91� 4．2�
45 クリノイザナミ 牝4青 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 442＋ 43：23．22 43．3�
813 ヴィクトリースター 牡7鹿 60 白浜 雄造 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 480＋123：23．3クビ 5．1�
68 � ジュールドトネール 牡5青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 498＋ 83：23．4� 5．6	
710 シゲルナマハゲ 牡3鹿 58 草野 太郎森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 444－103：24．25 20．3

57 アルテミシア 牝5鹿 58 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 482－103：25．810 68．2�
56 アンゲネーム �7鹿 60 金子 光希�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 476＋103：26．01 30．8�
11 エスティレジェンド 牝4黒鹿58 五十嵐雄祐島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 434－103：27．17 11．8�
22 インスタントリー 牡3黒鹿58 山本 康志岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 474± 03：27．31	 31．2�
44 ワンダーアベニール 牡5鹿 60 西谷 誠山本 信行氏 小崎 憲 浦河 荻伏三好フ

アーム 504＋243：28．04 17．0�
33 サウンドアラムシャ 牡3青鹿58 高野 和馬増田 雄一氏 和田正一郎 新ひだか 中田 英樹 442＋103：30．3大差 95．4�
812 ペルフェクトゥス 牝4鹿 58 難波 剛健�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 480＋163：35．7大差 104．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，318，900円 複勝： 15，764，100円 枠連： 10，858，200円
馬連： 27，151，900円 馬単： 17，414，600円 ワイド： 15，973，600円
3連複： 44，420，100円 3連単： 64，406，700円 計： 211，308，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 160円 � 760円 枠 連（6－7） 340円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，900円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 8，840円 3 連 単 ��� 32，990円

票 数

単勝票数 計 153189 的中 � 40125（1番人気）
複勝票数 計 157641 的中 � 37170（1番人気）� 26927（2番人気）� 3519（10番人気）
枠連票数 計 108582 的中 （6－7） 24559（1番人気）
馬連票数 計 271519 的中 �� 32170（1番人気）
馬単票数 計 174146 的中 �� 11528（1番人気）
ワイド票数 計 159736 的中 �� 14190（1番人気）�� 1307（35番人気）�� 1419（30番人気）
3連複票数 計 444201 的中 ��� 3765（28番人気）
3連単票数 計 644067 的中 ��� 1415（98番人気）
上り 1マイル 1：48．2 4F 52．3－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リヴゴーシュ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．8．24 新潟1着

2012．4．13生 �3栗 母 ラ イ ヴ 母母 Bint Pasha 障害：2戦1勝 賞金 8，800，000円
※出走取消馬 シゲルワッショイ号（疾病〔寛跛行〕のため）
※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 イエスイットイズ号・ウインイルソーレ号・クリノキングムーン号・シゲルアオイマツリ号・セイクリッドロード号・

タカミル号・テイエムナデューラ号・メイショウカンベエ号・ユニコーンスター号



3504112月13日 曇 稍重 （27中京4）第4日 第5競走 ��
��2，000�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
2：02．2
1：59．8

良
良

811 ウルトラバロック 牡2鹿 55
53 △�島 克駿�G1レーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 486 ―2：07．3 4．9�

11 テイエムナナヒカリ 牡2青鹿55 幸 英明竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 498 ―2：07．4� 7．0�
22 ショウナンアストル 牡2栗 55 松田 大作�湘南 吉村 圭司 新ひだか 乾 皆雄 460 ― 〃 クビ 17．7�
56 ユークリッド 牡2栗 55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 500 ―2：07．61 6．7�
710 コークスクリュー 牡2鹿 55 丸山 元気�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472 ―2：07．92 25．5	
55 ホッコーバロネス 牝2鹿 54 国分 優作矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 450 ―2：08．11	 20．0

33 メイショウケンプウ 牝2黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 440 ―2：08．2� 28．2�
812 トーホウリーガル 牡2青鹿55 北村 友一東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 522 ― 〃 アタマ 4．0�
79 ハクユウスターダム 牡2鹿 55 高倉 稜 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 浦河 福田牧場 468 ―2：08．83� 53．4
44 ヒロノタイヘイ 牡2栗 55 和田 竜二高原 将浩氏 今野 貞一 日高 坂田牧場 502 ―2：09．33 4．2�
67 スマートリディア 牝2鹿 54 高田 潤大川 徹氏 木原 一良 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 460 ―2：09．94 98．3�

68 
 ファントムジオペラ 牡2鹿 55 松若 風馬大塚 亮一氏 友道 康夫 英 Dr S.
Eversfield 546 ―2：10．21� 15．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，247，900円 複勝： 20，976，000円 枠連： 10，068，900円
馬連： 29，151，600円 馬単： 18，235，200円 ワイド： 17，500，600円
3連複： 40，054，700円 3連単： 57，760，200円 計： 209，995，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 190円 � 360円 枠 連（1－8） 860円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，440円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 7，420円 3 連 単 ��� 33，200円

票 数

単勝票数 計 162479 的中 � 26519（3番人気）
複勝票数 計 209760 的中 � 30253（3番人気）� 31641（2番人気）� 12673（6番人気）
枠連票数 計 100689 的中 （1－8） 9007（4番人気）
馬連票数 計 291516 的中 �� 12370（7番人気）
馬単票数 計 182352 的中 �� 3984（13番人気）
ワイド票数 計 175006 的中 �� 7391（6番人気）�� 3055（18番人気）�� 3245（17番人気）
3連複票数 計 400547 的中 ��� 4048（26番人気）
3連単票数 計 577602 的中 ��� 1261（105番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―13．7―14．2―13．5―13．1―13．0―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．8―38．5―52．7―1：06．2―1：19．3―1：32．3―1：44．1―1：55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．0
1
3
11，7（2，12）（3，10）（4，6）－9，5－8－1
11，7（2，12）（9，3，4，10）（5，6，8）－1

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

勝馬の
紹 介

ウルトラバロック �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Bob Back 初出走

2013．2．12生 牡2鹿 母 レ ン Ⅱ 母母 In The Rigging 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3504212月13日 曇 重 （27中京4）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

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

35 ヒ ム カ 牝4栗 55 幸 英明�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 512± 01：53．7 14．9�
36 スマートノエル 牝3鹿 54

52 △�島 克駿大川 徹氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 474± 01：54．23 2．8�
59 ノーブルガイア 牝6黒鹿55 丸田 恭介菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 448＋ 61：54．3クビ 262．0�
816 アグネスアーニャ 牝3鹿 54 和田 竜二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 468－ 6 〃 クビ 4．4�
48 エヴォリューション 牝4鹿 55

53 △城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 480＋ 21：54．4クビ 40．6�
713 デストリアー 牝3鹿 54 杉原 誠人 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 B444－ 2 〃 ハナ 10．3	
24 アンジェラスベル 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B480± 01：54．82� 28．1

815 スズカマドンナ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 444± 01：55．01� 62．4�
11 プリメラアスール 牝3黒鹿54 国分 優作青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 490＋ 21：55．1� 6．6�
23 ユアザイオン 牝3黒鹿54 松若 風馬ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B498＋ 81：55．2クビ 15．3
47 カナラズカナラズ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 B450± 01：55．41� 45．7�
12 ヴァレンティーア 牝5栗 55 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 490＋381：55．93 55．4�
510 スエヒロフィオーレ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也�みどり住宅 金成 貴史 浦河 三枝牧場 444－ 4 〃 クビ 179．3�
714 アンジュデュバン 牝4黒鹿55 高倉 稜後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 444－ 81：56．64 70．9�
611 パラダイスリッジ 牝3鹿 54 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454－ 21：57．45 7．3�
612 ディリジェンテ 牝3栗 54 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B464－ 82：00．3大差 53．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，671，800円 複勝： 28，568，300円 枠連： 12，000，500円
馬連： 38，518，100円 馬単： 21，137，200円 ワイド： 26，095，500円
3連複： 58，730，000円 3連単： 74，925，900円 計： 280，647，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 310円 � 160円 � 3，760円 枠 連（3－3） 2，480円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 880円 �� 23，000円 �� 11，540円

3 連 複 ��� 130，310円 3 連 単 ��� 876，140円

票 数

単勝票数 計 206718 的中 � 11077（6番人気）
複勝票数 計 285683 的中 � 22945（6番人気）� 63154（1番人気）� 1435（16番人気）
枠連票数 計 120005 的中 （3－3） 3739（11番人気）
馬連票数 計 385181 的中 �� 12438（8番人気）
馬単票数 計 211372 的中 �� 2803（22番人気）
ワイド票数 計 260955 的中 �� 8055（8番人気）�� 284（98番人気）�� 568（75番人気）
3連複票数 計 587300 的中 ��� 338（257番人気）
3連単票数 計 749259 的中 ��� 62（1503番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．3―12．7―12．3―12．6―12．9―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．4―50．1―1：02．4―1：15．0―1：27．9―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒ ム カ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．7．28 新潟15着

2011．5．14生 牝4栗 母 ハートサムデイ 母母 メイクアウイッシュ 24戦2勝 賞金 31，220，000円
〔制裁〕 ユアザイオン号の騎手松若風馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディリジェンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月13日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 パルパルパピヨン号



3504312月13日 曇 稍重 （27中京4）第4日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走13時15分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：02．2
1：59．8

良
良

33 ピースマインド 牡2鹿 55 幸 英明小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 436± 02：02．9 1．7�
22 レンベルガー 牡2青鹿55 国分 優作 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 420－ 42：03．96 17．0�
57 トーホウデサント 牡2鹿 55 丸田 恭介東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 470－ 62：04．0� 8．8�
45 ジャングルベリー 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 照哉氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 クビ 21．9�
712 ワンスインアライフ 牡2鹿 55 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 464＋102：04．1� 9．0	
58 ディスグラース 牝2黒鹿54 松田 大作 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 480－ 22：04．31� 27．9

711 クラウンドリーム 牡2芦 55 杉原 誠人�クラウン 金成 貴史 新冠 ヒカル牧場 458－ 62：04．51� 161．3�
69 ディープロワイヤル 牡2鹿 55 松若 風馬深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476－ 62：04．82 87．8�
814 ワークショップ 牡2鹿 55 和田 竜二小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 512－ 22：05．22 117．4
813	 モ ズ ジ ョ イ 牡2栗 55 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

528＋ 42：05．3� 3．6�
11 ニシノジェニー 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也西村 亮二氏 武井 亮 平取 有限会社中
田牧場 424－ 62：05．4
 153．6�

46 イネディットタイド 牡2黒鹿55 田中 博康田島 政光氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 426－ 62：05．93 85．9�
34 サ ノ ル ア 牝2黒鹿 54

52 △城戸 義政ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 446＋ 42：06．21
 230．2�
610 アイファーエバー 牝2栗 54

51 ▲加藤 祥太中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 信田牧場 396－ 42：07．15 347．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，696，900円 複勝： 70，587，200円 枠連： 9，687，600円
馬連： 35，879，200円 馬単： 27，069，600円 ワイド： 21，969，100円
3連複： 50，376，000円 3連単： 100，096，400円 計： 337，362，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 290円 � 190円 枠 連（2－3） 880円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 430円 �� 320円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 7，020円

票 数

単勝票数 計 216969 的中 � 97074（1番人気）
複勝票数 計 705872 的中 � 524178（1番人気）� 16777（6番人気）� 30146（4番人気）
枠連票数 計 96876 的中 （2－3） 8441（4番人気）
馬連票数 計 358792 的中 �� 25411（4番人気）
馬単票数 計 270696 的中 �� 13226（5番人気）
ワイド票数 計 219691 的中 �� 13122（4番人気）�� 19359（3番人気）�� 4132（14番人気）
3連複票数 計 503760 的中 ��� 16806（7番人気）
3連単票数 計1000964 的中 ��� 10331（20番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．9―13．1―12．0―11．9―12．5―12．1―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．6―36．5―49．6―1：01．6―1：13．5―1：26．0―1：38．1―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．9
1
3
3－13，1，6（4，8）（2，5）11（7，9，12）14－10
3－13－1，6－（4，8）－5－2（7，11，12）9，14＝10

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

勝馬の
紹 介

ピースマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．11．22 京都2着

2013．2．26生 牡2鹿 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア 2戦1勝 賞金 7，800，000円

3504412月13日 晴 稍重 （27中京4）第4日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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
1：32．8
1：30．7

良
良

35 サーサルヴァトーレ 牡3黒鹿56 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－ 41：36．1 13．5�
713 フォルシャー 牡4栗 57 国分 優作 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 480＋ 41：36．41� 11．1�
12 ホクラニミサ 牝4黒鹿55 幸 英明嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 454－10 〃 ハナ 5．3�
11 ニシノオタケビ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 486＋ 41：36．5� 14．5�
714 ダイワプロパー 牝3栗 54 松田 大作大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 480－ 21：36．6� 6．0�
24 ナムラマサシゲ 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 508－ 1 〃 クビ 18．1	
612 エスペランサルル 牝3栗 54 中井 裕二江上 幸
氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 420＋141：36．7� 64．8�
611 ムーンマジェスティ 牡3栗 56 丸田 恭介伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 428＋ 41：36．8� 4．0�
47 ラガーギアチェンジ 牡4青鹿 57

54 ▲加藤 祥太奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 474－ 21：36．9� 7．0
59 ステラレガーロ 牝3黒鹿54 和田 竜二村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 434－ 21：37．0クビ 39．4�
816 リオグランデ 牝5鹿 55 中谷 雄太 �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 444－ 2 〃 アタマ 15．5�
48 ウインスラッガー 牡6栗 57 丸山 元気�ウイン 畠山 吉宏 浦河 バンダム牧場 514－ 81：37．1� 26．3�
36 ブライトボイス 牡3栗 56

54 △�島 克駿宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 500＋20 〃 アタマ 36．9�
23 プレミアステイタス 牝4黒鹿55 北村 友一 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 466－16 〃 ハナ 85．5�
510 ハイレベルバイオ 牝3黒鹿54 横山 和生バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 504± 01：37．41� 29．9�
815 ブルーヴァルキリー 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太 �ブルーマネジメント黒岩 陽一 浦河 大島牧場 454－ 81：37．82� 195．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，428，600円 複勝： 38，204，000円 枠連： 13，658，600円
馬連： 49，854，400円 馬単： 25，172，100円 ワイド： 31，265，800円
3連複： 68，262，000円 3連単： 87，533，900円 計： 337，379，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 490円 � 360円 � 210円 枠 連（3－7） 2，250円

馬 連 �� 8，470円 馬 単 �� 18，950円

ワ イ ド �� 3，240円 �� 1，750円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 16，980円 3 連 単 ��� 133，040円

票 数

単勝票数 計 234286 的中 � 13882（6番人気）
複勝票数 計 382040 的中 � 18188（9番人気）� 26432（6番人気）� 54829（2番人気）
枠連票数 計 136586 的中 （3－7） 4692（10番人気）
馬連票数 計 498544 的中 �� 4559（34番人気）
馬単票数 計 251721 的中 �� 996（80番人気）
ワイド票数 計 312658 的中 �� 2452（41番人気）�� 4641（19番人気）�� 4534（20番人気）
3連複票数 計 682620 的中 ��� 3014（56番人気）
3連単票数 計 875339 的中 ��� 477（471番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．7―12．0―12．2―11．9―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．1―48．1―1：00．3―1：12．2―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

サーサルヴァトーレ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．2 京都5着

2012．1．26生 牡3黒鹿 母 マリアヴァレリア 母母 ラスティックベル 11戦2勝 賞金 19，197，000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 アグネスヴェルテュ号・コスモアルヘナ号
（非抽選馬） 2頭 ブロウユアマインド号・マンインザムーン号



3504512月13日 晴 重 （27中京4）第4日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走14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
1：21．9
1：21．5

良
不良

36 サンタナブルー 牡3黒鹿 56
53 ▲加藤 祥太 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 458＋ 21：24．8 4．5�

611 ストロングトリトン 牡3鹿 56
53 ▲木幡 初也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 482＋ 81：24．9� 17．0�

59 � レディカリビアン 牝4芦 55 和田 竜二山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 450－ 61：25．32� 11．3�
35 � フ ィ ラ ー レ 牡4黒鹿57 松田 大作岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B458＋ 4 〃 クビ 5．0�
11 � ハナズウェポン 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 B472－ 61：25．51� 11．2�
47 ダイチヴュルデ 牡4鹿 57 松若 風馬 	荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 450＋ 21：25．6� 16．0

24 � エンプレスダンス 牝3鹿 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新ひだか タイヘイ牧場 478－ 3 〃 ハナ 38．7�
713 シ ュ ネ ー ル 牡4鹿 57 幸 英明永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 504± 01：25．92 6．4�
816 シャイントラベラー 牡3黒鹿56 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 B460＋ 81：26．0� 118．1
714 ギンガメテオール 牡3芦 56 中谷 雄太森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 508＋10 〃 ハナ 21．8�
815 タマモワカサマ 牡3鹿 56 国分 優作タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 476＋ 81：26．1クビ 4．6�
23 � メイショウロッソ 牝4栗 55 	島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 赤田牧場 460＋ 41：26．2
 144．4�
612 ゴールドアロー 牡4栗 57 丸田 恭介�ラ・メール 奥村 武 新ひだか 前川 隆則 514－ 61：27．15 20．6�
12 � エスケイミネルバ 牝3青 54 高倉 稜服部 新平氏 坪 憲章 浦河 	川フアーム 450－211：27．63 139．2�
48 � アグリデジタル 牝4栗 55

53 △城戸 義政アグリRC 坪 憲章 新冠 高橋 忍 412± 01：27．7� 292．5�
510� ウールーシュヴァル 牡4鹿 57 大庭 和弥井上 修一氏 浅野洋一郎 浦河 谷川牧場 456－ 41：27．91 81．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，188，500円 複勝： 31，935，100円 枠連： 14，832，300円
馬連： 46，823，600円 馬単： 24，446，300円 ワイド： 28，944，100円
3連複： 69，800，000円 3連単： 94，236，800円 計： 331，206，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 520円 � 290円 枠 連（3－6） 1，720円

馬 連 �� 4，650円 馬 単 �� 8，540円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 700円 �� 4，520円

3 連 複 ��� 20，310円 3 連 単 ��� 91，580円

票 数

単勝票数 計 201885 的中 � 35827（1番人気）
複勝票数 計 319351 的中 � 51904（1番人気）� 13573（9番人気）� 28268（5番人気）
枠連票数 計 148323 的中 （3－6） 6646（7番人気）
馬連票数 計 468236 的中 �� 7797（20番人気）
馬単票数 計 244463 的中 �� 2145（36番人気）
ワイド票数 計 289441 的中 �� 4782（21番人気）�� 11136（5番人気）�� 1578（49番人気）
3連複票数 計 698000 的中 ��� 2577（76番人気）
3連単票数 計 942368 的中 ��� 746（343番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．9―48．1―1：00．3―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンタナブルー �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．11．1 東京5着

2012．5．2生 牡3黒鹿 母 バイオレントムーヴ 母母 Waterside 12戦2勝 賞金 17，153，000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 ファインライナー号・フィリグラーナ号・ブラウンカイ号

3504612月13日 晴 稍重 （27中京4）第4日 第10競走 ��
��1，600�こ う や ま き 賞

発走14時50分 （芝・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 500，000
500，000

円
円

付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード
中央レコード

1：34．7
1：32．3

稍重
良

55 � マ デ ィ デ ィ 牡2鹿 55 松若 風馬�ラ・メール 友道 康夫 米
Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

466± 01：35．5 8．8�
79 ゴッドカリビアン 牝2鹿 54 �島 良太中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 438＋10 〃 ハナ 7．8�
33 ダンツプリウス 牡2鹿 55 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 498－ 2 〃 クビ 4．9�
811	 リ ッ ジ マ ン 牡2鹿 55 加藤 祥太�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 434＋ 81：35．71
 60．9�
22 アグネスフォルテ 牡2栗 55 和田 竜二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 442－ 21：36．44 10．6	
710 ブルーオリエント 牝2鹿 54 �島 克駿桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 454－ 4 〃 同着 37．8

56 � キングライオン 牡2栗 55 松田 大作ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

482－ 41：36．5� 19．6�
44 ク ラ イ シ ス 牡2鹿 55 幸 英明前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋10 〃 ハナ 5．3�
812 ク ナ ウ 牝2鹿 54 黛 弘人�北島牧場 松山 将樹 平取 北島牧場 462－ 41：36．6� 13．7
11 ラハトケレブ 牡2鹿 55 丸田 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：36．7� 19．0�
67 ペイシャフェリシタ 牝2黒鹿54 北村 友一北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 476－ 21：36．8� 13．1�
68 クラシックリディア 牝2黒鹿54 高倉 稜 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 430－ 21：38．18 4．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，456，300円 複勝： 45，568，400円 枠連： 14，505，100円
馬連： 69，842，600円 馬単： 38，260，800円 ワイド： 36，345，000円
3連複： 93，180，100円 3連単： 136，429，100円 計： 465，587，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 220円 � 230円 � 190円 枠 連（5－7） 2，070円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 6，960円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 590円 �� 980円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 38，860円

票 数

単勝票数 計 314563 的中 � 28355（5番人気）
複勝票数 計 455684 的中 � 51910（4番人気）� 50630（5番人気）� 65409（2番人気）
枠連票数 計 145051 的中 （5－7） 5419（9番人気）
馬連票数 計 698426 的中 �� 16192（16番人気）
馬単票数 計 382608 的中 �� 4119（34番人気）
ワイド票数 計 363450 的中 �� 8226（13番人気）�� 16511（2番人気）�� 9326（9番人気）
3連複票数 計 931801 的中 ��� 13165（11番人気）
3連単票数 計1364291 的中 ��� 2545（139番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―34．8―46．4―59．0―1：11．3―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．1―3F36．5

3 ・（7，8）－（4，11）10，3，5－2（12，9）－1，6
2
4

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

勝馬の
紹 介

�マ デ ィ デ ィ �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Stravinsky デビュー 2015．7．11 中京4着

2013．2．10生 牡2鹿 母 Antepova 母母 Blue Sage 6戦2勝 賞金 21，418，000円



3504712月13日 晴 稍重 （27中京4）第4日 第11競走 ��
��1，400�

み か わ

三河ステークス
発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，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

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 ポメグラネイト 牡4栗 57 和田 竜二畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 572＋ 21：23．6 7．0�
510 ランドマーキュリー 牡5栗 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 524＋ 41：24．13 23．3�
612 コアレスキング 牡5鹿 57 丸田 恭介小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 544＋ 61：24．2� 51．0�
47 メイショウアイアン 牡5鹿 57 	島 克駿松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 504－ 6 〃 クビ 24．4�
12 サ ノ イ チ 牡4鹿 57 丸山 元気ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 486＋ 4 〃 ハナ 4．7�
815
 セ イ ラ 牝6栗 55 荻野 琢真萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 476＋ 2 〃 ハナ 11．6�
36 ダイリュウキセキ 牝4黒鹿55 高倉 稜大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 446＋ 21：24．41� 6．6	
48 トウカイビジョン 牡5鹿 57 松若 風馬内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 502＋ 21：24．5� 7．3

713 オビーディエント 牡6黒鹿57 田中 博康�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 466－ 4 〃 アタマ 65．2�
714 グランプリナイト 牡5黒鹿57 中谷 雄太�グランプリ 	島 一歩 新ひだか 川端 英幸 510－ 41：24．6� 74．1
23 ポムフィリア 牝3鹿 54 杉原 誠人ディアレスト 高橋 裕 浦河 小島牧場 444－21 〃 アタマ 41．0�
816 ロードガルーダ 牡6青 57 加藤 祥太 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 508＋141：24．7� 29．2�
59 エリアコンプリート 牡6栗 57 北村 友一前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 472± 01：24．91� 12．9�
611 セトノミッシー 牝5鹿 55 国分 優作難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B446－ 21：25．53� 128．0�
35 ミッキーシーガル 牡3青鹿56 松田 大作野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：25．6クビ 5．1�
11 サウンドアドバイス 牝5栗 55 岩崎 翼加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 61：26．23� 18．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，800，900円 複勝： 63，169，100円 枠連： 46，588，400円
馬連： 173，895，100円 馬単： 74，341，600円 ワイド： 73，498，200円
3連複： 254，850，600円 3連単： 353，257，500円 計： 1，082，401，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 300円 � 610円 � 1，030円 枠 連（2－5） 2，900円

馬 連 �� 8，010円 馬 単 �� 13，950円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 5，610円 �� 12，540円

3 連 複 ��� 128，710円 3 連 単 ��� 508，150円

票 数

単勝票数 計 428009 的中 � 48693（4番人気）
複勝票数 計 631691 的中 � 61785（4番人気）� 26302（9番人気）� 14792（12番人気）
枠連票数 計 465884 的中 （2－5） 12412（13番人気）
馬連票数 計1738951 的中 �� 16819（32番人気）
馬単票数 計 743416 的中 �� 3994（56番人気）
ワイド票数 計 734982 的中 �� 8046（28番人気）�� 3367（59番人気）�� 1496（96番人気）
3連複票数 計2548506 的中 ��� 1485（278番人気）
3連単票数 計3532575 的中 ��� 504（1247番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．0―12．5―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．2―46．2―58．7―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポメグラネイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 京都13着

2011．1．22生 牡4栗 母 フレンチバージン 母母 ロングバージン 25戦5勝 賞金 68，735，000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 イントロダクション号・セトノプロミス号

3504812月13日 晴 稍重 （27中京4）第4日 第12競走 ��
��2，000�

え ん し ゅ う な だ

遠 州 灘 特 別
発走16時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

33 ナ ム ラ ア ン 牝3黒鹿54 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 462－ 62：03．4 2．5�
55 ビップレボルシオン 牡4鹿 57 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 510± 02：03．61	 5．9�
88 サンデーウィザード 牡3鹿 56 和田 竜二巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 クビ 26．6�
22 
 デ ィ ル ガ 牝4栗 55 中谷 雄太前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 474＋ 42：03．7クビ 7．3�
44 トーホウスペンサー 牡3黒鹿56 丸田 恭介東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 474－ 82：04．01� 4．5�
77 ドラゴンレジェンド 牡5栗 57 丸山 元気窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 510＋18 〃 クビ 16．5	
66 キンショータイム 牡5栗 57 �島 良太礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 494－ 22：04．32 105．7

11 ロンギングゴールド 牡5黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 476＋102：04．4� 4．6�
89 マイネルマルシェ 牡8黒鹿57 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 456＋ 42：04．93 101．4�
（9頭）

売 得 金
単勝： 42，620，500円 複勝： 41，497，400円 枠連： 16，782，900円
馬連： 86，167，200円 馬単： 51，078，200円 ワイド： 39，475，800円
3連複： 100，661，900円 3連単： 257，244，800円 計： 635，528，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 160円 � 430円 枠 連（3－5） 870円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 350円 �� 890円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 13，110円

票 数

単勝票数 計 426205 的中 � 133550（1番人気）
複勝票数 計 414974 的中 � 115529（1番人気）� 65608（3番人気）� 16433（7番人気）
枠連票数 計 167829 的中 （3－5） 14881（4番人気）
馬連票数 計 861672 的中 �� 79347（3番人気）
馬単票数 計 510782 的中 �� 29113（4番人気）
ワイド票数 計 394758 的中 �� 32606（3番人気）�� 10930（12番人気）�� 6625（17番人気）
3連複票数 計1006619 的中 ��� 18705（16番人気）
3連単票数 計2572448 的中 ��� 14219（57番人気）

ハロンタイム 13．3―12．0―13．1―12．7―12．3―12．5―12．4―11．5―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．3―38．4―51．1―1：03．4―1：15．9―1：28．3―1：39．8―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ ア ン 
�
父 エンパイアメーカー 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．18 京都3着

2012．5．14生 牝3黒鹿 母 アイリッシュピース 母母 アイリッシュダンス 11戦3勝 賞金 48，478，000円
〔制裁〕 ナムラアン号の騎手幸英明は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）

４レース目



（27中京4）第4日 12月13日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

187，950，000円
2，080，000円
6，280，000円
1，250，000円
17，010，000円
61，614，000円
5，202，600円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
286，924，300円
487，285，600円
178，397，000円
664，184，600円
361，428，400円
356，523，900円
933，778，100円
1，443，002，300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 4，711，524，200円

総入場人員 21，966名 （有料入場人員 15，702名）
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