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3504912月19日 晴 良 （27中京4）第5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� コースレコード

中央レコード
1：24．5
1：23．1

良
重

47 ロワノワール 牡2黒鹿55 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 21：26．2 7．3�

36 ケンコンイッテキ 牡2青鹿55 松山 弘平 �CHEVAL AT-
TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 498－121：26．73 2．6�

510� ロケットビーン 牡2鹿 55 藤岡 康太吉田 和美氏 西村 真幸 米 Rosairo
Zuppardo 528－ 41：26．8� 3．1�

59 ウォーターバオバブ 牡2栗 55 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 480＋ 61：27．97 34．6�
12 ウィップアロング 牡2青鹿 55

53 △義 英真岡田 牧雄氏 天間 昭一 浦河 三枝牧場 454－ 21：28．11	 144．6�
11 ホウオウレックス 牡2鹿 55 川須 栄彦小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 510＋101：28．2� 48．2	
24 ロ ワ ー ル 牝2栗 54 中井 裕二林 進氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 424＋ 41：28．52 29．7

611 トータルビクトリー 牡2鹿 55 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 平取 稲原牧場 476－ 41：28．7
 25．9�
816� クワッドアーチ 牡2鹿 55 A．アッゼニ �シルクレーシング 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds 524－ 81：28．91� 7．6
（英）

35 アイアンアヴァロン 牝2芦 54 国分 恭介池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 442＋ 21：29．22 211．2�
713 ヒロブレイブ 牡2鹿 55 石橋 脩石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 464－ 4 〃 アタマ 10．0�
612 イージスヒラリー 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太眞﨑 修氏 本間 忍 日高 日西牧場 420－ 61：29．51
 33．2�
815 カシノネイマール 牡2鹿 55 草野 太郎柏木 務氏 二本柳俊一 日高 広富牧場 446＋ 21：29．6クビ 305．7�
48 ディアシェダル 牝2青鹿54 中谷 雄太ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 408± 01：29．92 205．1�
714 タイキカイザー 牡2鹿 55

53 △�島 克駿�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 506＋ 41：30．64 145．4�

23 レシタルウォース 牡2栗 55 丸山 元気髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 王蔵牧場 434＋ 21：30．7� 278．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，566，300円 複勝： 27，668，600円 枠連： 8，222，400円
馬連： 34，153，300円 馬単： 20，298，800円 ワイド： 24，125，300円
3連複： 52，664，300円 3連単： 65，030，400円 計： 251，729，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 190円 � 110円 � 130円 枠 連（3－4） 880円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 350円 �� 520円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 9，510円

票 数

単勝票数 計 195663 的中 � 21374（3番人気）
複勝票数 計 276686 的中 � 28032（4番人気）� 79206（1番人気）� 53679（2番人気）
枠連票数 計 82224 的中 （3－4） 7174（2番人気）
馬連票数 計 341533 的中 �� 23843（2番人気）
馬単票数 計 202988 的中 �� 5861（10番人気）
ワイド票数 計 241253 的中 �� 16674（2番人気）�� 10440（6番人気）�� 34024（1番人気）
3連複票数 計 526643 的中 ��� 31943（2番人気）
3連単票数 計 650304 的中 ��� 4954（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．5―47．9―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロワノワール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Danehill デビュー 2015．11．8 福島3着

2013．3．12生 牡2黒鹿 母 ヴードゥーレディ 母母 Saramah 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンマルトゥーレ号
（非抽選馬） 4頭 オリエンタルイギー号・サンライフル号・トミケンブリクセム号・ラブジェネラル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3505012月19日 晴 良 （27中京4）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走10時30分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 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

23 ラフェットデメール 牝4黒鹿 55
53 △�島 克駿大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B468－ 21：55．3 2．6�

47 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 432＋ 21：55．72� 27．1�
36 セレッソレアル 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 498＋101：55．91� 4．4�
714 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± 01：56．0� 16．5�
59 � イ ト ハ ユ リ 牝4芦 55

52 ▲加藤 祥太田畑 憲士氏 庄野 靖志 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B462－ 81：56．1� 42．7�

48 クロカミノオトメ 牝5青 55 松山 弘平 �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 486＋ 2 〃 クビ 8．0	

510 サンマルメジャール 牝3鹿 54 菱田 裕二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 460＋ 6 〃 ハナ 41．3

12 ガ ロ フ ァ ノ 牝3栗 54 藤岡 康太前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－161：56．31� 5．8�
713 シニョリーナ 牝4青鹿55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B464＋ 61：56．72 51．6�
611 アスタキサンチン 牝3栗 54

52 △城戸 義政三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B452＋ 61：57．12� 11．9
816 レディゴーラウンド 牝3芦 54 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 8 〃 アタマ 74．8�
815 ノーブルガイア 牝6黒鹿55 石橋 脩菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 448± 0 〃 クビ 20．4�
11 カノンブルー 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 448＋ 61：57．41	 83．7�
35 � サンレイフレンチ 牝4栗 55 柿原 翔永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 416± 01：57．61
 73．9�

（愛知）

612 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 426－ 61：57．7	 225．4�
24 クイーンマグノリア 牝3栗 54 川須 栄彦 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 440± 01：58．33� 110．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，345，200円 複勝： 23，898，100円 枠連： 8，605，900円
馬連： 29，187，400円 馬単： 17，032，000円 ワイド： 20，223，700円
3連複： 40，935，600円 3連単： 51，315，000円 計： 207，542，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 380円 � 140円 枠 連（2－4） 780円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 270円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 23，740円

票 数

単勝票数 計 163452 的中 � 50078（1番人気）
複勝票数 計 238981 的中 � 57241（1番人気）� 10842（8番人気）� 48173（2番人気）
枠連票数 計 86059 的中 （2－4） 8549（3番人気）
馬連票数 計 291874 的中 �� 6777（13番人気）
馬単票数 計 170320 的中 �� 2557（15番人気）
ワイド票数 計 202237 的中 �� 4365（13番人気）�� 22251（1番人気）�� 3090（16番人気）
3連複票数 計 409356 的中 ��� 6907（11番人気）
3連単票数 計 513150 的中 ��� 1567（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．5―51．8―1：04．3―1：16．8―1：29．6―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ラフェットデメール �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2013．8．11 新潟10着

2011．4．23生 牝4黒鹿 母 クラシックチュチュ 母母 グランパドドゥ 24戦2勝 賞金 33，260，000円
※アスタキサンチン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第４回 中京競馬 第５日



3505112月19日 晴 良 （27中京4）第5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）

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

59 � レガリテート 牡5鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 496＋101：12．9 6．4�

23 ジャコカッテ 牡4栗 57 藤岡 康太晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 508＋ 21：13．0� 5．2�
24 オールオブユー 牝3栗 54

52 △�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506± 01：13．1� 9．8�

12 リュクサンブール 牡4鹿 57 石橋 脩村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468＋ 21：13．41	 19．6�
815 ドラゴンビューティ 牡5鹿 57 杉原 誠人 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 518＋121：13．5� 38．3�
48 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 B492－ 2 〃 クビ 20．5

35 スウィープアウェイ 牡4芦 57 勝浦 正樹藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 466± 01：13．6	 1．8�
713 エンジェルビーツ 牝4栗 55 北村 友一前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 450－ 21：13．7クビ 20．4�
816 マルイチワンダー 牡5栗 57 国分 恭介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 454± 01：13．8	 23．1
11 ハンサムザムライ 牡5芦 57 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 2 〃 クビ 194．3�
47 ボナフォルトゥーナ 牡3栗 56 丸山 元気佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 488＋ 21：14．12 40．9�
36 � シ ン サ ン 牡4栗 57 村田 一誠上野 直樹氏 伊藤 大士 新ひだか 三宅牧場 B500± 0 〃 ハナ 256．8�
611� アシドベリー 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼	槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 448± 01：14．2	 78．0�
510 ヤマタケマツリ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：14．41
 298．1�
612 ロードワイルド 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム B440± 01：15．03	 220．5�
714� ノ ア ブ ギ ー 牡3栗 56 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 平取 原田 新治 476－141：15．1	 335．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，646，000円 複勝： 31，524，200円 枠連： 9，772，000円
馬連： 31，755，100円 馬単： 20，394，000円 ワイド： 22，551，200円
3連複： 47，985，100円 3連単： 63，892，300円 計： 248，519，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 240円 � 240円 � 290円 枠 連（2－5） 1，580円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，010円 �� 900円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 29，820円

票 数

単勝票数 計 206460 的中 � 25761（3番人気）
複勝票数 計 315242 的中 � 35282（2番人気）� 34889（3番人気）� 26659（4番人気）
枠連票数 計 97720 的中 （2－5） 4789（6番人気）
馬連票数 計 317551 的中 �� 12325（7番人気）
馬単票数 計 203940 的中 �� 3837（13番人気）
ワイド票数 計 225512 的中 �� 9183（6番人気）�� 5622（11番人気）�� 6393（9番人気）
3連複票数 計 479851 的中 ��� 5952（22番人気）
3連単票数 計 638923 的中 ��� 1553（86番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．0―12．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．3―36．3―48．8―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レガリテート �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Victory Gallop

2010．4．25生 牡5鹿 母 シャインリザルト 母母 Princess Patti 15戦1勝 賞金 15，400，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ロードワイルド号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 クラウンエンジェル号・トーセンスティング号・ナンヨールーク号・マルカメテオ号・ユキノマルガリータ号

3505212月19日 晴 良 （27中京4）第5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

710 アサクサポイント �7青鹿60 山本 康志田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472－ 23：19．5 4．0�
711 シベリアンタイガー �4鹿 60 草野 太郎岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 466± 03：20．35 6．0�
44 シゲルオウシザ 牡5栗 60 小野寺祐太森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 520＋123：23．2大差 32．3�
69 マコトサダイジン �4栗 60 高田 潤�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 460＋203：25．1大差 8．9�
57 リターンエース 牡3栗 58 大江原 圭西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 442＋ 23：25．63 29．2�
22 ア ロ ヒ ラ ニ 牡6黒鹿60 石神 深一 	キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 ハナ 4．1

812 サ ン セ ド ナ 牝3栗 56 上野 翔加藤 信之氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 452－ 83：25．7� 45．2�
813 ニシノファブレッド 牡7鹿 60 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 B492＋ 43：25．91� 4．1�
45 ラブリープラネット 牡4栗 60 植野 貴也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464－ 63：26．0	 11．1
68 デンコウコハク 牝3栗 56 田村 太雅田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 462＋143：26．53 54．7�
33 
 タ カ ミ ル 牡6芦 60 蓑島 靖典村田 滋氏 星野 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 498± 03：26．81	 54．5�
56 シゲルアオイマツリ 牡3黒鹿58 黒岩 悠森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 480－ 43：28．6大差 101．2�
11 ワンパクチョウサン 牡3青鹿58 高野 和馬�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 432－ 63：33．7大差 53．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，259，800円 複勝： 15，644，300円 枠連： 9，236，100円
馬連： 23，859，100円 馬単： 15，693，000円 ワイド： 14，388，800円
3連複： 37，006，100円 3連単： 53，826，000円 計： 183，913，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 180円 � 640円 枠 連（7－7） 1，070円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，480円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 12，360円 3 連 単 ��� 50，090円

票 数

単勝票数 計 142598 的中 � 27869（1番人気）
複勝票数 計 156443 的中 � 26652（2番人気）� 24456（3番人気）� 4724（8番人気）
枠連票数 計 92361 的中 （7－7） 6634（5番人気）
馬連票数 計 238591 的中 �� 18123（2番人気）
馬単票数 計 156930 的中 �� 5476（4番人気）
ワイド票数 計 143888 的中 �� 9140（2番人気）�� 1418（20番人気）�� 1052（36番人気）
3連複票数 計 370061 的中 ��� 2245（35番人気）
3連単票数 計 538260 的中 ��� 779（139番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 52．4－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アサクサポイント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．12．25 中山3着

2008．3．9生 �7青鹿 母 レリックレーヌ 母母 カフェドフランス 障害：5戦1勝 賞金 9，900，000円
〔制裁〕 リスヴェリアート号の調教師松元茂樹は，業務上の注意義務（規制薬物の施用）を怠り，出走取消となったことについて過

怠金50，000円。
※出走取消馬 リスヴェリアート号（事故のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アドマイヤロイヤル号・タガノレイヨネ号・ドリームポリーニ号・ミリノカイザー号・ユニコーンスター号・

ラノララク号
（非抽選馬） 2頭 ツカサブレイブ号・ディープフォンテン号



3505312月19日 晴 良 （27中京4）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・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
1：54．8
1：50．9

重
不良

78 ステイチューン 牡2芦 55 藤岡 康太�G1レーシング 松田 国英 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510 ―1：56．1 4．8�

22 スズカミラージュ 牡2鹿 55 中谷 雄太永井 啓弍氏 須貝 尚介 新ひだか 武 牧場 B480 ―1：56．63 29．7�
810 ショークール 牡2栗 55

52 ▲加藤 祥太吉冨 学氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 508 ―1：56．7� 2．4�
55 クラウンヴォルカン 牡2青 55 松山 弘平矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 510 ―1：57．34 3．9�
77 トウショウコマンチ 牡2青鹿55 古川 吉洋トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500 ―1：57．4クビ 62．2�
66 スパイクサーブ 牡2栃栗55 丸山 元気保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502 ―1：58．57 21．1	
89 サンマルクラウン 牡2鹿 55

53 △義 英真相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 494 ―1：59．77 19．1

11 テイエムインプレス 牡2黒鹿55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 476 ―2：00．44 39．6�
33 ウォーターワンダー 牝2黒鹿54 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 日高 オリオンファーム 508 ― 〃 クビ 8．0�
44 ペプチドヴィーナス 牝2黒鹿54 畑端 省吾沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 462 ―2：01．57 11．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，206，500円 複勝： 17，015，500円 枠連： 5，717，600円
馬連： 24，578，700円 馬単： 17，717，000円 ワイド： 13，530，200円
3連複： 31，628，900円 3連単： 61，584，700円 計： 188，979，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 480円 � 130円 枠 連（2－7） 6，070円

馬 連 �� 7，930円 馬 単 �� 11，400円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 330円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 52，340円

票 数

単勝票数 計 172065 的中 � 28547（3番人気）
複勝票数 計 170155 的中 � 28964（3番人気）� 6108（8番人気）� 41593（1番人気）
枠連票数 計 57176 的中 （2－7） 729（18番人気）
馬連票数 計 245787 的中 �� 2400（24番人気）
馬単票数 計 177170 的中 �� 1165（40番人気）
ワイド票数 計 135302 的中 �� 2032（19番人気）�� 11759（3番人気）�� 2399（16番人気）
3連複票数 計 316289 的中 ��� 4035（21番人気）
3連単票数 計 615847 的中 ��� 853（171番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．5―13．2―13．0―12．9―12．9―13．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．8―51．0―1：04．0―1：16．9―1：29．8―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．2
1
3
10，7（2，5）－3（1，4）－（6，9）8・（10，7）（5，6）（2，4，3，8）－1－9

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

勝馬の
紹 介

ステイチューン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．2．14生 牡2芦 母 ヴァルパライソ 母母 ト コ ピ ジ ャ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※スパイクサーブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3505412月19日 晴 良 （27中京4）第5日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時50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
1：34．7
1：32．3

稍重
良

510 リングオブハピネス 牝2栗 54 松山 弘平五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 454－ 81：36．1 14．1�
11 レッドディヴェル 牝2鹿 54

52 △�島 克駿 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 430－ 81：36．2� 4．2�
23 フレグラントブレス 牝2芦 54 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 クビ 3．6�
714 ナムラバイオレット 牝2栗 54 勝浦 正樹奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 480＋ 21：36．41 9．6�
815 ギャラクシーセレブ 牝2鹿 54 石橋 脩松村 真司氏 加藤 征弘 新冠 スカイビーチステーブル 448－ 41：36．71� 9．0�
816 アリアカンタービレ 牝2青鹿54 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 444＋181：36．8� 11．8	
611 ナムラリボン 牝2鹿 54 高倉 稜奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 432－ 6 〃 ハナ 71．4

35 チョウキタイ 牝2青鹿 54

51 ▲加藤 祥太丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 436＋ 2 〃 アタマ 24．7�
713 ミュゲプリンセス 牝2鹿 54 川須 栄彦�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 436＋ 21：36．9� 5．7
48 オーミパドドゥ 牝2栗 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 446－101：37．32� 162．2�
59 テイエムマケンゲナ 牝2鹿 54 菱田 裕二竹園 正繼氏 日吉 正和 鹿児島 テイエム牧場 448± 01：37．62 118．5�
36 サンデリアーナ 牝2鹿 54 的場 勇人海谷 幸司氏 高橋 義博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋14 〃 アタマ 228．9�
612 トーアアサヒ 牝2鹿 54

52 △義 英真高山ランド� 天間 昭一 豊浦トーア牧場 456－181：38．45 307．8�
12 レパーズタウン 牝2鹿 54 黛 弘人岡田 壮史氏 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 436－141：38．72 288．0�
24 モズビリーブ 牝2鹿 54 A．アッゼニ �キャピタル・システム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 438－ 81：39．23 9．2�

（英）

47 オ カ ミ サ ン 牝2鹿 54
53 ☆岩崎 翼吉田 勝利氏 森 秀行 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋ 21：40．37 186．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，202，700円 複勝： 28，371，900円 枠連： 13，334，400円
馬連： 33，032，700円 馬単： 18，688，800円 ワイド： 21，075，500円
3連複： 46，827，400円 3連単： 62，666，800円 計： 244，200，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 300円 � 170円 � 150円 枠 連（1－5） 3，050円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 7，460円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 880円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 30，940円

票 数

単勝票数 計 202027 的中 � 11396（8番人気）
複勝票数 計 283719 的中 � 18728（8番人気）� 46854（2番人気）� 56609（1番人気）
枠連票数 計 133344 的中 （1－5） 3387（12番人気）
馬連票数 計 330327 的中 �� 7503（17番人気）
馬単票数 計 186888 的中 �� 1878（35番人気）
ワイド票数 計 210755 的中 �� 4490（16番人気）�� 5903（11番人気）�� 16731（1番人気）
3連複票数 計 468274 的中 ��� 11363（5番人気）
3連単票数 計 626668 的中 ��� 1468（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．6―47．4―59．6―1：11．6―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

リングオブハピネス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2015．11．14 京都4着

2013．2．27生 牝2栗 母 セフティパラダイス 母母 ダンツプリンセス 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オカミサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月19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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アイファープリティ号・トウカイフェイト号
※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。



3505512月19日 晴 良 （27中京4）第5日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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

817 インストアイベント 牡5栗 57
54 ▲伴 啓太 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482± 01：21．7 7．6�

816 クィーンパレット 牝3鹿 54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 444＋ 4 〃 クビ 17．5�
612 トーホウハニー 牝3鹿 54 丸山 元気東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 442＋161：21．8クビ 13．3�
510 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± 0 〃 ハナ 3．8�

（英）

59 ロイヤルストリート 牝3鹿 54
52 △�島 克駿下河	行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 432＋ 8 〃 クビ 7．2


715 タガノスカイ 牝4鹿 55
52 ▲加藤 祥太八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 61：22．01� 6．4�
47 ビットレート 牝3栗 54 菱田 裕二 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 クビ 13．6�
35 ラ イ ザ ン 牡4青鹿57 勝浦 正樹林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460± 01：22．1クビ 38．6
12 ファンシーリシェス 牝3鹿 54 国分 恭介原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：22．52	 11．2�
24 ノースウッド 牡3鹿 56 藤岡 康太 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 516＋18 〃 ハナ 17．8�
23 ゴールドメダリオン 
3栗 56 高倉 稜西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 444＋28 〃 ハナ 165．3�
48 ダイワプロパー 牝3栗 54 川須 栄彦大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 480± 01：22．6クビ 14．8�
36 ウインソワレ 牝3鹿 54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 8 〃 クビ 15．3�
714 コスモラパン 牝4黒鹿55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 420± 01：22．81� 39．1�
611� ワンダーエターナル 牡4鹿 57 藤懸 貴志山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 水丸牧場 454－131：23．12 613．7�
818� ユヅルノオンガエシ 牝3栗 54 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 浦河 木戸口牧場 438－201：23．2	 74．1�
713� マイティディーバ 牝3黒鹿54 酒井 学古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 418－21 〃 アタマ 134．1�
11 � プロタゴニスト 牡4鹿 57 中谷 雄太佐久間拓士氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－ 61：23．73 346．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，254，300円 複勝： 31，185，400円 枠連： 14，879，300円
馬連： 39，629，000円 馬単： 19，471，700円 ワイド： 25，665，100円
3連複： 58，029，000円 3連単： 67，677，000円 計： 276，790，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 240円 � 530円 � 430円 枠 連（8－8） 5，060円

馬 連 �� 7，000円 馬 単 �� 12，740円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 2，110円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 30，340円 3 連 単 ��� 169，770円

票 数

単勝票数 計 202543 的中 � 21071（4番人気）
複勝票数 計 311854 的中 � 39803（2番人気）� 13974（10番人気）� 18009（8番人気）
枠連票数 計 148793 的中 （8－8） 2278（20番人気）
馬連票数 計 396290 的中 �� 4384（33番人気）
馬単票数 計 194717 的中 �� 1146（59番人気）
ワイド票数 計 256651 的中 �� 3091（29番人気）�� 3152（28番人気）�� 1767（50番人気）
3連複票数 計 580290 的中 ��� 1434（122番人気）
3連単票数 計 676770 的中 ��� 289（671番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．1―12．2―12．0―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．2―46．4―58．4―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インストアイベント �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Rahy デビュー 2013．2．3 東京3着

2010．4．21生 牡5栗 母 ソロリサイタル 母母 Sole 22戦2勝 賞金 29，649，000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。

3505612月19日 晴 良 （27中京4）第5日 第8競走 2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・左）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：11．5
2：10．0

良
良

11 � スズカビスタ 牡4鹿 57
55 △城戸 義政永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 476－ 42：14．3 13．2�

715 ウインレーベン 牡4青鹿 57
54 ▲加藤 祥太�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 460＋ 82：14．51 7．9�

24 スズカステイボーイ 牡3鹿 55 中井 裕二永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B440＋ 22：14．92� 7．7�
510 マイネルフレスコ 牡4栗 57 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 492＋ 2 〃 クビ 44．1�
612 ジャングルスコール 牝3鹿 53 杉原 誠人吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 434－ 22：15．0� 8．6�
59 サーストンコラルド 牡4鹿 57 原田 和真齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 466± 02：15．1� 12．2	
48 レジメンタル 牡3栗 55

53 △�島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 444－ 2 〃 ハナ 3．6

816 ウインステージ 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太�ウイン 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 382－ 4 〃 アタマ 58．2�
611 オウケンブラック 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 472± 0 〃 クビ 4．6�
714 マスタープラマー 牡3栗 55 横山 和生岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 454± 02：15．2クビ 71．9
818� クリールハヤテ 牡6栗 57 藤懸 貴志横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 496± 0 〃 クビ 17．1�
35 ナンヨーテンプル 牡3黒鹿55 森 一馬中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 488± 02：15．3� 42．6�
47 ダンツカペラ 牡3黒鹿 55

53 △義 英真山元 哲二氏 山内 研二 浦河 上山牧場 488＋ 62：15．51	 105．9�
713 ヤマカツボーイ 牡3黒鹿55 嶋田 純次山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 456＋ 62：15．6� 65．0�
36 ヴァンデミエール 牝4鹿 55 西村 太一�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 22：15．91� 17．0�
817� ナンヨーピューピル 牡3黒鹿55 長岡 禎仁中村 德也氏 杉浦 宏昭 日高 合資会社カ

ネツ牧場 472＋ 42：16．64 138．9�
12 アイファーマグオー 牡3栗 55 花田 大昂中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 494－ 42：17．45 396．3�
23 � モ ナ ル カ 
4栗 57

54 ▲三津谷隼人畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 高松牧場 440＋ 22：32．0大差 404．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，212，500円 複勝： 29，616，800円 枠連： 14，165，600円
馬連： 38，268，600円 馬単： 21，397，300円 ワイド： 24，500，400円
3連複： 55，106，800円 3連単： 68，088，700円 計： 271，356，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 410円 � 310円 � 300円 枠 連（1－7） 7，460円

馬 連 �� 6，880円 馬 単 �� 7，620円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 1，390円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 16，690円 3 連 単 ��� 115，060円

票 数

単勝票数 計 202125 的中 � 12177（7番人気）
複勝票数 計 296168 的中 � 18215（7番人気）� 26100（4番人気）� 26212（3番人気）
枠連票数 計 141656 的中 （1－7） 1471（27番人気）
馬連票数 計 382686 的中 �� 4306（29番人気）
馬単票数 計 213973 的中 �� 2106（27番人気）
ワイド票数 計 245004 的中 �� 2947（23番人気）�� 4551（15番人気）�� 4915（12番人気）
3連複票数 計 551068 的中 ��� 2475（53番人気）
3連単票数 計 680887 的中 ��� 429（380番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．4―12．8―12．7―12．1―12．0―12．2―12．3―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．9―35．3―48．1―1：00．8―1：12．9―1：24．9―1：37．1―1：49．4―2：01．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．2
1
3
15，11－（4，10，18）（3，1，13）7（2，6）（5，14）8（9，17）12，16
15，11，10（4，18）（1，13）－（6，14）8，7（3，17，16）（9，12）5，2

2
4

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

勝馬の
紹 介

�スズカビスタ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ア フ リ ー ト

2011．3．31生 牡4鹿 母 スズカローズマリー 母母 ローズオブスズカ 10戦1勝 賞金 9，070，000円
初出走 JRA

〔その他〕 モナルカ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3505712月19日 晴 良 （27中京4）第5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 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

815 エンクエントロス 牡3鹿 56
53 ▲伴 啓太スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 498－101：55．0 9．8�

11 キ ー タ イ プ 牡3栗 56 勝浦 正樹北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 444－ 2 〃 クビ 27．2�
23 ロードプレステージ 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 444± 01：55．53 2．8�
48 � エイシンスペーシア �4栗 57 松山 弘平岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 452－ 61：55．71� 85．6�
12 � パラティーノ 牡6黒鹿57 古川 吉洋村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 524－ 41：55．91 21．6�
510 アドマイヤスター 牡3青鹿56 菱田 裕二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498＋ 2 〃 ハナ 11．1	
35 マコトグランドゥ 牡3栗 56 荻野 琢真�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 484＋26 〃 ハナ 114．5

611 タ タ ラ 牡3栗 56

54 △義 英真 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 428＋ 21：56．0	 49．6�
24 メイショウナガマサ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 514＋ 4 〃 クビ 4．8
47 タイセイアニマート 牡3黒鹿56 A．アッゼニ 田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 480－ 41：56．1クビ 14．5�

（英）

59 シュバリエブラン 牡3芦 56
53 ▲加藤 祥太 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 クビ 19．0�

36 オアフライダー 牡5鹿 57 丸山 元気 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム B486± 01：56．31� 61．1�
612 ダブルフェイス 牡4栗 57

55 △
島 克駿山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大
作ステーブル 522－121：56．62 19．6�

816 エッケザックス 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456＋ 21：56．91� 5．3�
713 スリーナイトダリア 牡3黒鹿56 平野 優田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 野坂牧場 490＋ 21：58．38 332．6�
714� イーストフォンテン 牡4芦 57 伊藤 工真吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 524＋ 81：59．89 316．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，289，200円 複勝： 31，810，300円 枠連： 17，329，100円
馬連： 42，700，500円 馬単： 24，079，400円 ワイド： 26，664，900円
3連複： 58，586，400円 3連単： 86，208，400円 計： 309，668，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 260円 � 460円 � 140円 枠 連（1－8） 1，970円

馬 連 �� 9，530円 馬 単 �� 17，750円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 550円 �� 940円

3 連 複 ��� 7，330円 3 連 単 ��� 68，530円

票 数

単勝票数 計 222892 的中 � 18174（4番人気）
複勝票数 計 318103 的中 � 28416（4番人気）� 13359（8番人気）� 82939（1番人気）
枠連票数 計 173291 的中 （1－8） 6788（7番人気）
馬連票数 計 427005 的中 �� 3472（31番人気）
馬単票数 計 240794 的中 �� 1017（60番人気）
ワイド票数 計 266649 的中 �� 3596（19番人気）�� 13014（3番人気）�� 7218（8番人気）
3連複票数 計 585864 的中 ��� 5994（22番人気）
3連単票数 計 862084 的中 ��� 912（217番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―38．1―51．1―1：04．0―1：16．7―1：29．7―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―3F38．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エンクエントロス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．7．6 福島6着

2012．3．10生 牡3鹿 母 ダッチアイリス 母母 ブラックシャワー 15戦2勝 賞金 23，250，000円
〔発走状況〕 アドマイヤスター号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 シュバリエブラン号の騎手加藤祥太は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1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 ゼンノウラヌス号・ディプロイディ号・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。

3505812月19日 晴 良 （27中京4）第5日 第10競走 ��
��1，400�つ わ ぶ き 賞

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

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：21．5
1：20．3

良
良

816 エスティタート 牝2鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428－ 21：22．7 2．7�

11 ワンスインナムーン 牝2鹿 54 丸山 元気諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 21：22．8� 27．4�
612� ウメマツサクラ 牝2鹿 54 国分 恭介木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 444－ 31：23．01	 282．3�
611 ハマヒルガオ 牝2黒鹿54 A．アッゼニ 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478± 01：23．21	 11．5�
（英）

817 ピュアコンチェルト 牝2鹿 54 菱田 裕二吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 434－ 4 〃 クビ 6．9	
47 ウォーターピオニー 牝2鹿 54 岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 436－10 〃 ハナ 9．2

24 アッラサルーテ 牝2栗 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 460－ 61：23．3クビ 5．0�
59 トモジャクール 牝2黒鹿54 酒井 学吉冨 学氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 436＋ 61：23．4
 57．3�
36 タガノミルキー 牝2芦 54 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B430± 01：23．61	 27．2
23 ウェーニーウィキー 牝2栗 54 北村 友一髙樽さゆり氏 古賀 史生 浦河 小島牧場 478－ 21：23．81	 32．1�
714 トップライセンス 牝2青鹿54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 458－ 6 〃 クビ 7．1�
510 アルマククナ 牝2鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 414－ 21：23．9� 38．1�
48 オ フ ク ヒ メ 牝2黒鹿54 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 432－ 61：24．0クビ 57．8�
713� ダイアモンドノーム 牝2栗 54 黛 弘人友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 420－101：24．21	 304．9�
715 ゼットフーリ 牝2鹿 54 高倉 稜�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 460± 01：24．41	 107．8�
35 タイセイマライカ 牝2黒鹿54 義 英真田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 400＋ 2 〃 クビ 201．0�
12 � プリンセスセイコ 牝2栗 54 柿原 翔西村 健氏 藤ヶ崎一男 新冠 岩見牧場 B442－ 91：25．25 273．3�

（愛知） （愛知）

818 メイショウベニフジ 牝2黒鹿54 中井 裕二松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 434＋101：25．51� 75．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 30，034，300円 複勝： 40，203，400円 枠連： 20，718，300円
馬連： 67，035，700円 馬単： 33，378，500円 ワイド： 35，420，600円
3連複： 86，761，000円 3連単： 120，596，000円 計： 434，147，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 540円 � 4，060円 枠 連（1－8） 2，820円

馬 連 �� 5，320円 馬 単 �� 6，780円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 11，370円 �� 40，340円

3 連 複 ��� 278，080円 3 連 単 ��� 773，730円

票 数

単勝票数 計 300343 的中 � 88669（1番人気）
複勝票数 計 402034 的中 � 101336（1番人気）� 16338（7番人気）� 1891（16番人気）
枠連票数 計 207183 的中 （1－8） 5685（11番人気）
馬連票数 計 670357 的中 �� 9764（19番人気）
馬単票数 計 333785 的中 �� 3692（22番人気）
ワイド票数 計 354206 的中 �� 5582（14番人気）�� 795（73番人気）�� 223（125番人気）
3連複票数 計 867610 的中 ��� 234（355番人気）
3連単票数 計1205960 的中 ��� 113（1340番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．6―12．1―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．0―47．6―59．7―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスティタート �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．7．5 中京1着

2013．2．1生 牝2鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 4戦2勝 賞金 23，889，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 タイセイマライカ号の騎手義英真は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チェストケリリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3505912月19日 晴 良 （27中京4）第5日 第11競走 ��
��1，600�中 京 日 経 賞

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，26．12．20以降27．12．13まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

日本経済新聞社賞（1着）
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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

816 ヴィルジニア 牝5鹿 52 北村 友一�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：36．5 11．7�
612 フェルメッツァ 牡4鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 6 〃 クビ 5．0�
23 メイクアップ 牡4栗 57 A．アッゼニ 岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 478＋ 61：36．71� 3．7�

（英）

35 ア ル テ 牡4栗 55 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 470± 0 〃 アタマ 6．7�
59 カシノピカチュウ 牡5鹿 56 川須 栄彦柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 490± 01：36．8� 15．8	
47 � シンボリタピット 牡3鹿 54 村田 一誠シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 490＋ 21：36．9� 29．7

48 ゴットラウディー 牡7鹿 55 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 470－ 2 〃 クビ 27．3�
12 ハッピーベリンダ 牝4鹿 52 横山 和生窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 472－ 61：37．11	 33．8�
714 マダムジルウェット 牝4鹿 52 勝浦 正樹�ラ・メール 高木 登 日高 川端 正博 494－ 4 〃 クビ 14．0
24 アドマイヤライン 牡5青鹿54 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 450± 01：37．2クビ 7．2�
11 ボールドジャパン 牡4鹿 54 中谷 雄太増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 516＋ 6 〃 クビ 57．7�
36 タガノエンブレム 牡5青鹿56 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋101：37．41	 12．4�
815 ナオミノユメ 牝6鹿 50 荻野 琢真塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 446－ 4 〃 ハナ 102．1�
611 タガノリバレンス 牡6鹿 54 国分 恭介八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486± 01：37．5� 20．5�
510 テーオーレイチェル 牝5芦 52 酒井 学小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450＋ 21：37．6
 63．8�
713 タツストロング 牡6栗 54 田中 博康原 司郎氏 �島 一歩 日高 坂戸 節子 496－ 61：37．81	 258．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，559，200円 複勝： 68，018，700円 枠連： 42，335，000円
馬連： 153，579，100円 馬単： 65，457，400円 ワイド： 66，893，300円
3連複： 205，701，200円 3連単： 277，434，600円 計： 925，978，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 280円 � 210円 � 150円 枠 連（6－8） 2，500円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 10，200円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 1，180円 �� 430円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 42，960円

票 数

単勝票数 計 465592 的中 � 31835（5番人気）
複勝票数 計 680187 的中 � 51551（5番人気）� 78539（4番人気）� 147471（1番人気）
枠連票数 計 423350 的中 （6－8） 13100（9番人気）
馬連票数 計1535791 的中 �� 27945（14番人気）
馬単票数 計 654574 的中 �� 4812（41番人気）
ワイド票数 計 668933 的中 �� 12099（13番人気）�� 13974（11番人気）�� 43832（1番人気）
3連複票数 計2057012 的中 ��� 31324（9番人気）
3連単票数 計2774346 的中 ��� 4681（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．0―37．2―49．7―1：01．9―1：13．7―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

ヴィルジニア �
�
父 Galileo �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2013．2．10 京都1着

2010．3．29生 牝5鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 17戦3勝 賞金 47，432，000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 ウインガニオン号・シングンジョーカー号
※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。

3506012月19日 晴 良 （27中京4）第5日 第12競走 ��
��1，400�

お お す

大 須 特 別
発走16時10分 （ダート・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 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 ラインシュナイダー 牡3鹿 56 松山 弘平大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 460＋ 21：24．6 4．9�
23 ゴールドスーク 牡4栗 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 512－101：24．7� 3．7�
612 ケイリンボス 牡4栗 57 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 506± 01：25．23 31．6�
510	 ノーザンバローズ 牡3鹿 56 川須 栄彦猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Craig D.

Upham 486± 0 〃 ハナ 3．3�
48 	
 オーバーウェルム 牡3黒鹿56 横山 和生�Basic 池上 昌和 加 Ballycroy

Training Centre 444－ 8 〃 クビ 49．9	
816 ビタミンエース 牡4鹿 57 岩崎 翼村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 508＋ 4 〃 ハナ 118．1

713 パッシングブリーズ 牡4鹿 57 �島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472－ 21：25．41� 13．8�
11 	 ランディングバース 牡3鹿 56 菱田 裕二 �シルクレーシング 加藤 征弘 米 Joe Walkoviak &

Gene Walkoviak B534± 01：25．61 21．2�
36 レッドディザーブ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 16．5
35 レモンティー 牝4黒鹿55 北村 友一中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 468－ 21：25．81� 73．9�
12 サプライズライン 牝4芦 55 酒井 学平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 434－121：26．01� 24．9�
47 イ キ オ イ 牡3鹿 56 加藤 祥太西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 448＋ 61：26．74 106．3�
611	
 ツインプラネット 5鹿 57 伊藤 工真窪田 康志氏 中川 公成 米

Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

508－ 4 〃 ハナ 26．8�
815 タマモユウトウセイ 牡4栗 57 国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B482＋ 21：27．12� 7．0�
59 	
 エーシンサミット 牡5黒鹿57 伴 啓太野谷 美千氏 武市 康男 米 Centaur

Farms, Inc. B530－ 21：27．52� 327．7�
714 サトノコスミック 牡3黒鹿56 古川 吉洋里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム B458＋ 41：27．6� 311．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，428，900円 複勝： 51，123，900円 枠連： 26，631，200円
馬連： 86，921，300円 馬単： 39，437，500円 ワイド： 45，500，200円
3連複： 113，551，900円 3連単： 163，563，900円 計： 565，158，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 200円 � 530円 枠 連（2－2） 1，240円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，240円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 10，470円 3 連 単 ��� 45，390円

票 数

単勝票数 計 384289 的中 � 61758（3番人気）
複勝票数 計 511239 的中 � 90287（2番人気）� 72073（3番人気）� 19391（8番人気）
枠連票数 計 266312 的中 （2－2） 16582（4番人気）
馬連票数 計 869213 的中 �� 66791（3番人気）
馬単票数 計 394375 的中 �� 13371（7番人気）
ワイド票数 計 455002 的中 �� 28375（3番人気）�� 4971（25番人気）�� 4816（26番人気）
3連複票数 計1135519 的中 ��� 8128（33番人気）
3連単票数 計1635639 的中 ��� 2612（139番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．7―46．9―59．3―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインシュナイダー �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2014．12．6 阪神5着

2012．3．23生 牡3鹿 母 ト ウ ジ ュ 母母 セ イ メ イ 11戦2勝 賞金 28，390，000円
※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） 1頭 ショウナンアイ号
（非抽選馬） 7頭 アグリナンバーワン号・アスタキサンチン号・アリエスジューゴー号・ウエスタンパレス号・

コンクエストシチー号・スズカチャンプ号・ブラウンカイ号



（27中京4）第5日 12月19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 189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

174，330，000円
6，030，000円
1，890，000円
15，440，000円
67，568，000円
5，670，600円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
286，004，900円
396，081，100円
190，946，900円
604，700，500円
313，045，400円
340，539，200円
834，783，700円
1，141，883，800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 4，107，985，500円

総入場人員 11，878名 （有料入場人員 10，451名）
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