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3506112月20日 晴 良 （27中京4）第6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� コースレコード

中央レコード
1：54．8
1：50．9

重
不良

612 サウンドスタジオ 牡2鹿 55 勝浦 正樹増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 478－ 61：56．1 24．9�
510 カフジキング 牡2鹿 55 松若 風馬加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 466＋ 61：56．52� 1．7�
12 ゴ テ ツ 牡2青鹿55 丸山 元気橋元 勇氣氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 480± 01：56．7� 4．8�
24 タガノジーニアス 牡2鹿 55 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－101：57．12� 4．5�
36 ロードレグナム 牡2青鹿 55

53 △�島 克駿 �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 498－ 2 〃 アタマ 14．3�
48 ヤマニンエスペロス 牡2鹿 55 藤岡 康太土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 506＋ 21：57．2クビ 25．6	
611 スリーハーツクライ 牡2鹿 55

53 △城戸 義政永井商事� 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 474± 0 〃 クビ 221．5

815 ブレイドフォース 牡2青鹿55 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 486＋ 81：57．94 50．4�
47 マジックダイオウ 牡2栗 55 小坂 忠士杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 472± 0 〃 クビ 199．5�
35 タマモケプラー 牡2鹿 55 石橋 脩タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 508＋ 41：58．0� 28．7�
713 フェアリーフォース 牝2鹿 54 酒井 学上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 412－ 21：58．1� 106．1�
816 ス リ ー バ ゴ 牡2青鹿55 柴田 未崎永井商事� 坪 憲章 むかわ 新井牧場 488＋ 61：59．58 265．8�
59 シンゼンヤマト 牡2鹿 55

53 △義 英真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 松浦牧場 470－262：00．24 298．2�
23 セプテンバーダイナ 牝2鹿 54 藤懸 貴志﨑川美枝子氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B510＋ 42：00．3� 67．0�
714 ヌ ン ス タ ー 牡2鹿 55 川須 栄彦ヌンクラブ� 池上 昌和 新冠 赤石 久夫 472＋ 22：03．7大差 309．7�
11 シゲルカンパチ 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 坂 牧場 454＋ 42：06．6大差 57．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，113，500円 複勝： 47，671，200円 枠連： 8，200，700円
馬連： 31，773，800円 馬単： 22，371，400円 ワイド： 18，665，300円
3連複： 50，464，500円 3連単： 75，503，600円 計： 271，764，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，490円 複 勝 � 420円 � 110円 � 160円 枠 連（5－6） 2，150円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 6，900円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，330円 �� 210円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 25，020円

票 数

単勝票数 計 171135 的中 � 5479（5番人気）
複勝票数 計 476712 的中 � 7975（7番人気）� 336204（1番人気）� 30686（3番人気）
枠連票数 計 82007 的中 （5－6） 2950（8番人気）
馬連票数 計 317738 的中 �� 9412（7番人気）
馬単票数 計 223714 的中 �� 2429（20番人気）
ワイド票数 計 186653 的中 �� 4904（7番人気）�� 3088（15番人気）�� 28928（2番人気）
3連複票数 計 504645 的中 ��� 11769（8番人気）
3連単票数 計 755036 的中 ��� 2187（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．4―50．3―1：03．3―1：16．6―1：29．8―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．5
1
3
1（3，6）－（2，4）16，8，10，7（11，13，14）（9，12）－（5，15）
3，6（2，4）（8，16）（11，7，1，10）（9，12，13）14，15，5

2
4

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

勝馬の
紹 介

サウンドスタジオ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 Bernardini デビュー 2015．11．8 京都8着

2013．3．3生 牡2鹿 母 アートスタジオ 母母 Atelier 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 シゲルカンパチ号の騎手加藤祥太は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・4番・6番）
〔その他〕 シゲルカンパチ号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヌンスター号・シゲルカンパチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月

20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 コスモボーラー号

3506212月20日 晴 良 （27中京4）第6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

34 トウカイエントリー 牡4栗 57 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 500＋142：00．0 3．4�
59 � エルドリッジ 牡5青鹿57 黛 弘人一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 522＋ 42：00．21� 41．8�
22 ラインフェルス 牡3栗 56 北村 友一村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 476－ 22：00．41� 9．2�
23 レッドサバス 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 470＋ 42：00．71	 6．5�
610 セフティーエムアイ 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 472＋ 42：01．33� 27．2�
47 ゼンノスサノヲ 牡4栗 57

54 ▲加藤 祥太大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 482＋142：01．72� 27．5	
11 � スリーヴェローチェ 牡6鹿 57

54 ▲伴 啓太永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 478＋ 42：01．8� 3．8

611 サトノイクシード 牡5鹿 57 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 526＋ 42：02．11	 36．1�
814 フォースフィールド 牡3黒鹿 56

54 △
島 克駿岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 428＋ 2 〃 クビ 6．6�
46 ゲンパチケンザン 牡4栗 57 古川 吉洋平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 516＋ 42：02．63 12．3
713 デルマカマイタチ 牡5黒鹿57 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B510± 02：02．91	 250．8�
58 オ ベ リ ス ク 牡4鹿 57 松若 風馬前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B534＋ 22：03．0� 52．5�
35 � ピ ー キ ー 牡4鹿 57 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 486± 02：03．85 200．3�
712 レイヨンヴェール 牝4黒鹿55 丸山 元気 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 498＋102：04．11	 22．8�
815 レジェンドパワー �3黒鹿56 岡田 祥嗣西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 438＋ 22：05．59 145．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，902，100円 複勝： 24，479，500円 枠連： 10，520，000円
馬連： 33，385，000円 馬単： 19，583，300円 ワイド： 21，546，000円
3連複： 49，254，700円 3連単： 61，112，100円 計： 237，782，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 190円 � 670円 � 270円 枠 連（3－5） 3，920円

馬 連 �� 5，460円 馬 単 �� 7，040円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 740円 �� 4，340円

3 連 複 ��� 16，960円 3 連 単 ��� 71，690円

票 数

単勝票数 計 179021 的中 � 41892（1番人気）
複勝票数 計 244795 的中 � 41553（2番人気）� 7652（11番人気）� 23424（5番人気）
枠連票数 計 105200 的中 （3－5） 2076（20番人気）
馬連票数 計 333850 的中 �� 4733（20番人気）
馬単票数 計 195833 的中 �� 2085（28番人気）
ワイド票数 計 215460 的中 �� 2655（26番人気）�� 7830（5番人気）�� 1234（45番人気）
3連複票数 計 492547 的中 ��� 2177（61番人気）
3連単票数 計 611121 的中 ��� 618（242番人気）

ハロンタイム 7．3―11．0―11．5―13．1―13．4―12．7―12．5―13．0―12．8―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．3―29．8―42．9―56．3―1：09．0―1：21．5―1：34．5―1：47．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウカイエントリー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 French Deputy デビュー 2014．2．1 東京4着

2011．4．6生 牡4栗 母 シュルードレディ 母母 Heber Springs 9戦3勝 賞金 22，450，000円
〔制裁〕 トウカイエントリー号の騎手勝浦正樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レジェンドパワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月20日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 オペラハット号（疾病〔左肩跛行〕のため）

第４回 中京競馬 第６日



3506312月20日 晴 良 （27中京4）第6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）

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
1：10．1
1：08．7

重
重

815 ティップトップ 牝4鹿 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510－ 21：12．3 2．6�

11 ヒデノヒロイン 牝4芦 55 国分 恭介大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 444＋ 61：12．72� 4．1�

611 レッドランタン 牝3青鹿54 中井 裕二 K.C．タン氏 中内田充正 浦河 駿河牧場 474± 01：12．8� 39．3�
816 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 424± 01：12．9� 13．4�
36 プリンセスロック 牝3鹿 54 松若 風馬吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 460－ 41：13．11� 8．0�
23 パッシオーネラヴィ 牝4鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 480＋ 4 〃 ハナ 40．0�
713 エ ク ス シ ア 牝4鹿 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 438＋ 6 〃 ハナ 32．8	
612 カレンローザネーラ 牝3鹿 54

52 △	島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 478＋181：13．31� 9．5

24 アリエスムーン 牝4青鹿 55

52 ▲加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454＋181：13．51� 13．2�
59 
 メイショウベルシア 牝4鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 454± 01：13．6クビ 128．9�
47 
 ゴールドリボン 牝3栗 54

52 △城戸 義政金森圭史朗氏 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 430－20 〃 クビ 210．1
35 メイショウタラチネ 牝3黒鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 462－121：13．7クビ 10．0�
12 キクノサージ 牝3鹿 54 松田 大作菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 452＋ 81：13．8� 167．6�
510 ゼ ク ト 牝3黒鹿 54

52 △義 英真宮田美恵子氏 大根田裕之 新ひだか 小野 秀治 462－ 41：13．9� 31．2�
714
 ワンダーブライド 牝5栗 55 藤懸 貴志山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 412＋ 21：15．49 438．0�
48 アカリアイドル 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 464－ 41：16．25 46．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，957，400円 複勝： 29，592，900円 枠連： 14，246，200円
馬連： 39，389，900円 馬単： 22，055，700円 ワイド： 26，676，100円
3連複： 57，385，600円 3連単： 73，916，800円 計： 285，220，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 160円 � 720円 枠 連（1－8） 480円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，700円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 8，760円 3 連 単 ��� 34，590円

票 数

単勝票数 計 219574 的中 � 65722（1番人気）
複勝票数 計 295929 的中 � 75642（1番人気）� 50241（2番人気）� 6744（11番人気）
枠連票数 計 142462 的中 （1－8） 22738（1番人気）
馬連票数 計 393899 的中 �� 50384（1番人気）
馬単票数 計 220557 的中 �� 15387（1番人気）
ワイド票数 計 266761 的中 �� 33839（1番人気）�� 3599（23番人気）�� 2484（31番人気）
3連複票数 計 573856 的中 ��� 4911（29番人気）
3連単票数 計 739168 的中 ��� 1549（99番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．7―12．2―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―35．0―47．2―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 ・（11，12）（1，3，15）（4，5）（6，10）7，14，16，9（2，8）13 4 11，12（1，3，15）4，5（7，6，10）－（14，16）9（2，13）8

勝馬の
紹 介

ティップトップ �
�
父 Dubawi �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．10．5 新潟4着

2011．2．8生 牝4鹿 母 ア ド ニ ー タ 母母 Anna Palariva 17戦3勝 賞金 33，210，000円
〔制裁〕 アリエスムーン号の騎手加藤祥太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5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 ウォーターメアヌイ号・スナッチアキス号・ポッドフィズ号

3506412月20日 晴 良 （27中京4）第6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

814 ワンダフルワールド 牡4栗 60 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 510－ 63：22．6 10．9�
712 メイショウオヤシオ �3栗 58 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 466± 03：22．7� 14．6�
610 シゲルヒノクニ 牡3栗 58 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 502＋ 83：22．8� 6．7�
813 ブロードスター �5鹿 60 北沢 伸也安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 496＋ 43：23．11	 1．9�
46 テイエムナデューラ 牝4栗 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 450＋103：23．31
 117．0�
58 スズカシャトル 牡4鹿 60 林 満明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 市川牧場 490＋ 23：23．4� 3．8�
57 コーリンジャヴロー 牡4鹿 60 上野 翔伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 472－ 83：23．72 62．5	
11 プルーヴダモール 牝3芦 56 森 一馬 
シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 420－103：24．23 51．9�
33 ルートヴィヒコード 牡3鹿 58 小坂 忠士�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 43：24．3� 27．2
69 サウスビクトル 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 480＋123：24．4	 22．0�
34 パ ル ミ エ 牝3黒鹿56 江田 勇亮井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 460－ 83：24．71	 84．0�
22 � グリーティングワン 牡5黒鹿60 高野 和馬井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－10 〃 クビ 38．9�
711 ショウナンライコウ 牡3鹿 58 浜野谷憲尚国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 492＋ 43：25．12� 109．6�
45 サニーゴールド �3青鹿58 大江原 圭堀口 晴男氏 石栗 龍彦 浦河 丸村村下

ファーム 482－183：27．2大差 148．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，807，300円 複勝： 20，009，400円 枠連： 10，756，900円
馬連： 28，283，600円 馬単： 19，707，200円 ワイド： 17，569，600円
3連複： 47，058，600円 3連単： 72，043，000円 計： 232，235，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 360円 � 310円 � 200円 枠 連（7－8） 720円

馬 連 �� 4，330円 馬 単 �� 9，870円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 980円 �� 790円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 58，620円

票 数

単勝票数 計 168073 的中 � 12257（4番人気）
複勝票数 計 200094 的中 � 13060（5番人気）� 16112（4番人気）� 30263（3番人気）
枠連票数 計 107569 的中 （7－8） 11552（3番人気）
馬連票数 計 282836 的中 �� 5056（14番人気）
馬単票数 計 197072 的中 �� 1496（30番人気）
ワイド票数 計 175696 的中 �� 3050（12番人気）�� 4602（9番人気）�� 5802（7番人気）
3連複票数 計 470586 的中 ��� 4998（19番人気）
3連単票数 計 720430 的中 ��� 891（158番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 51．2－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ワンダフルワールド �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．6．16 阪神5着

2011．4．21生 牡4栗 母 キャットアリ 母母 Careless Kitten 障害：2戦1勝 賞金 7，700，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 クリノキングムーン号
（非抽選馬） 8頭 ウインイルソーレ号・スマートギア号・セイクリッドロード号・タピエス号・トウケイムーン号・ハクサンゲイン号・

メイショウカンベエ号・ルー号



3506512月20日 晴 良 （27中京4）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12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
1：34．7
1：32．3

稍重
良

612 フォールインラブ 牝2黒鹿54 菱田 裕二�田 昌久氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 456－ 41：35．3 4．8�
713 タガノガジュマル 牡2黒鹿55 北村 友一八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 426－ 2 〃 クビ 5．6�
816 ラ ブ タ ー ボ 牝2鹿 54 石橋 脩田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 420＋ 61：35．83 5．1�
59 ホットファイヤー 牡2鹿 55 高倉 稜西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 456＋101：35．9クビ 8．8�
24 トーコージュエリー 牝2芦 54

51 ▲加藤 祥太森田 藤治氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 424－ 4 〃 ハナ 63．5�
510 ワンダースニュマン 牝2鹿 54 丸山 元気山本 信行氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 462－121：36．0� 55．3	
714 ワンダーエクラタン 牡2栗 55 国分 恭介山本 信行氏 森田 直行 様似 スイートフアーム 492－ 21：36．1	 17．8

12 リアルスキャット 牡2鹿 55 宮崎 北斗村上 稔氏 伊藤 伸一 むかわ 上水牧場 438＋ 21：36．31
 106．0�
23 クレストシチー 牡2鹿 55 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 西園 正都 浦河 桑田牧場 472＋ 2 〃 クビ 8．7
11 コ リ ー ナ 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 434－ 41：36．51 12．9�
48 イチゴアミーラ 牝2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 日高大洋牧場 444＋ 8 〃 アタマ 8．0�
611 サトノサンシャイン 牝2青鹿 54

52 △�島 克駿里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B412＋ 41：37．03 13．6�
36 サクラブチャン 牝2黒鹿54 川島 信二田頭 勇貴氏 柄崎 孝 むかわ 真壁 信一 408－ 61：37．42� 235．9�
815 シンデレラストリー 牝2栗 54 松田 大作柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 浦河 地興牧場 444－ 6 〃 クビ 167．3�
35 ルナマティーノ 牝2鹿 54 平野 優赤沼 秀典氏 二ノ宮敬宇 浦河 大北牧場 466＋ 21：37．71� 169．8�
47 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 452－ 61：40．5大差 18．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，964，000円 複勝： 27，817，000円 枠連： 12，169，000円
馬連： 37，673，300円 馬単： 20，003，600円 ワイド： 23，900，300円
3連複： 57，040，800円 3連単： 65，714，400円 計： 262，282，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 190円 � 210円 枠 連（6－7） 650円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 490円 �� 770円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 14，470円

票 数

単勝票数 計 179640 的中 � 29595（1番人気）
複勝票数 計 278170 的中 � 50197（1番人気）� 37272（2番人気）� 30739（4番人気）
枠連票数 計 121690 的中 （6－7） 14462（1番人気）
馬連票数 計 376733 的中 �� 19695（1番人気）
馬単票数 計 200036 的中 �� 5712（1番人気）
ワイド票数 計 239003 的中 �� 12997（1番人気）�� 7746（7番人気）�� 8633（5番人気）
3連複票数 計 570408 的中 ��� 12566（2番人気）
3連単票数 計 657144 的中 ��� 3291（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．4―11．6―12．0―11．4―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．1―46．7―58．7―1：10．1―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォールインラブ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Efisio デビュー 2015．12．6 中京2着

2013．2．28生 牝2黒鹿 母 シ ョ ー コ 母母 Gold Florenly 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 タガノガジュマル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 トーコージュエリー号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔その他〕 オブリゲーション号は，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。
※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） 3頭 キーライム号・チャロレイ号・ニュードラゴン号
（非抽選馬） 4頭 クラウンラーク号・トキノディライト号・マイネルテイル号・ヤギリジャスパー号

3506612月20日 晴 良 （27中京4）第6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）

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
1：48．9
1：47．8

重
重

47 オーサムレジェンド 牡3栗 56
53 ▲加藤 祥太 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 506＋221：54．5 4．8�

35 トーコーグリーン 牡5黒鹿 57
56 ☆岩崎 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 504＋ 2 〃 クビ 5．5�

36 シングンパワー 牡3栗 56 長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育
成牧場 476－ 21：54．82 5．4�

23 スマートガイア 牡3鹿 56
54 △�島 克駿大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：54．9クビ 6．4�

48 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 452＋ 21：55．11� 8．4�
611� セルリアンラビット 牡6鹿 57 中井 裕二�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 458＋ 21：55．31� 54．0	
816 マルカライン 牡3栗 56 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 508＋ 41：55．4� 30．4

815 スマイルフォース 牡3鹿 56 水口 優也上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 452＋ 41：55．5クビ 46．4�
11 エンゲルフライト 牡3鹿 56 杉原 誠人嶋田 賢氏 矢作 芳人 日高 シンコーファーム 480－ 7 〃 クビ 66．1�
12 ダイナミックショー 牡3鹿 56 小野寺祐太小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 570＋16 〃 ハナ 38．8
24 � フィリグラーナ 牡4栗 57 原田 和真畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新冠 村本牧場 444± 01：55．6クビ 237．9�
713 アガスティア 牡4黒鹿 57

54 ▲伴 啓太 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 524－ 8 〃 アタマ 66．5�
59 ライフトップガン 牡5鹿 57

55 △城戸 義政谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 494－ 41：55．91� 53．7�
612 ラウレアブルーム 牡3鹿 56

54 △義 英真横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 490± 01：56．0� 4．6�
714� ヴィクトリーノヴァ 牡4芦 57 嶋田 純次古賀 慎一氏 谷原 義明 日高 中川 浩典 436± 01：56．42� 368．3�
510 モンサンナシーラ 牡3栗 56 横山 和生山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 伊藤 敏明 514＋ 81：58．3大差 26．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，259，600円 複勝： 27，301，400円 枠連： 13，192，600円
馬連： 36，724，100円 馬単： 20，388，000円 ワイド： 23，937，000円
3連複： 52，174，200円 3連単： 67，761，700円 計： 261，738，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 200円 � 180円 枠 連（3－4） 420円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 730円 �� 480円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 10，610円

票 数

単勝票数 計 202596 的中 � 33398（2番人気）
複勝票数 計 273014 的中 � 40585（2番人気）� 33072（4番人気）� 41113（1番人気）
枠連票数 計 131926 的中 （3－4） 23865（1番人気）
馬連票数 計 367241 的中 �� 14747（8番人気）
馬単票数 計 203880 的中 �� 4792（5番人気）
ワイド票数 計 239370 的中 �� 8106（10番人気）�� 13235（1番人気）�� 11490（3番人気）
3連複票数 計 521742 的中 ��� 15817（1番人気）
3連単票数 計 677617 的中 ��� 4626（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．4―50．6―1：03．6―1：16．4―1：29．4―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーサムレジェンド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2015．4．26 京都8着

2012．3．1生 牡3栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 3戦2勝 賞金 12，000，000円
〔発走状況〕 シングンパワー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 トーコーグリーン号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔調教再審査〕 シングンパワー号は，発走調教再審査。



3506712月20日 晴 良 （27中京4）第6日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

816 コロマンデル 牡3黒鹿 56
54 △�島 克駿吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448± 01：24．8 1．6�

59 � アルディバイン 牡4鹿 57 菱田 裕二髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山下 恭茂 B494＋10 〃 クビ 40．4�
713 パリーアーク 牡4鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 アタマ 25．9�
611 アイファーサンディ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 464± 01：24．9� 13．4�
11 � ドゥーイット 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 21：25．21	 30．5�
48 タイザンホクト 牡5鹿 57 長岡 禎仁�日進牧場 竹内 正洋 浦河 日進牧場 498± 0 〃 ハナ 73．2	
612 ポップアップハート 牡5栗 57 杉原 誠人丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 512＋ 8 〃 クビ 72．8

815 ストロングトリトン 牡3鹿 56

54 △義 英真村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 484＋ 21：25．41
 9．7�
23 オープンザウェイ 牡3栗 56 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 476± 0 〃 ハナ 7．0
24 � ケンブリッジゼウス 牡3栗 56 藤岡 康太中西 宏彰氏 大久保龍志 新冠 川上牧場 548＋201：25．5クビ 74．9�
47 キタサンコンサート 牡3芦 56 古川 吉洋�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム 486＋10 〃 クビ 8．6�
36 � ライブリヘイロー 牝5鹿 55

52 ▲加藤 祥太加藤 哲郎氏 石橋 守 厚真 大川牧場 468± 01：25．92� 34．8�
35 キョウエイボヌール 牝4栗 55 川須 栄彦田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 B468－ 41：26．75 35．1�
12 ハナズプルメリア 牝3黒鹿54 丸山 元気M．タバート氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 408－101：27．65 222．5�
714� キクノセントロ 牡5栗 57 松田 大作菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 488＋121：27．7クビ 154．0�
510 スイートガーデン 牝4鹿 55 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 B492－ 81：29．310 239．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，065，800円 複勝： 58，663，100円 枠連： 14，586，300円
馬連： 42，731，200円 馬単： 27，085，100円 ワイド： 28，238，300円
3連複： 59，009，500円 3連単： 88，233，700円 計： 343，613，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 510円 � 410円 枠 連（5－8） 1，910円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 630円 �� 4，990円

3 連 複 ��� 9，610円 3 連 単 ��� 33，160円

票 数

単勝票数 計 250658 的中 � 121669（1番人気）
複勝票数 計 586631 的中 � 356291（1番人気）� 12265（9番人気）� 16045（6番人気）
枠連票数 計 145863 的中 （5－8） 5888（8番人気）
馬連票数 計 427312 的中 �� 12878（8番人気）
馬単票数 計 270851 的中 �� 6545（12番人気）
ワイド票数 計 282383 的中 �� 6458（8番人気）�� 12116（5番人気）�� 1378（45番人気）
3連複票数 計 590095 的中 ��� 4601（30番人気）
3連単票数 計 882337 的中 ��� 1929（100番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．2―12．9―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．4―46．6―59．5―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コロマンデル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．1．25 中京5着

2012．5．28生 牡3黒鹿 母 マハーバリプラム 母母 マ ハ ー ブ 9戦2勝 賞金 25，500，000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。
（非抽選馬） 2頭 インヴォーク号・ワイエムテイラー号

3506812月20日 晴 良 （27中京4）第6日 第8競走 ��2，000�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
1：58．8
1：56．1

良
良

47 パフォーマプロミス 牡3栗 56
54 △�島 克駿 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：00．5 2．7�

23 インターンシップ 牡4鹿 57 勝浦 正樹近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 458± 02：00．71� 13．8�
817 ゼウスバローズ 牡4鹿 57 松田 大作猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム 472± 02：00．8� 2．6�
611 ウェルブレッド 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 4 〃 クビ 7．6�
612 カ ゼ ル タ 牝3栗 54 北村 友一吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 452－ 22：01．01� 28．5�
11 アイノカケハシ 牝3鹿 54 横山 和生國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 418－ 4 〃 ハナ 36．5	
59 レッドカイザー 牡4黒鹿57 川須 栄彦 
東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B506＋122：01．1� 20．1�
35 マクベスバローズ 牡5黒鹿57 秋山真一郎猪熊 広次氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 456－162：01．31� 141．8�
12 ダークネブラス 牡3青鹿56 杉原 誠人 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 02：01．51 94．9
48 アグリッパーバイオ 牡4黒鹿57 松若 風馬バイオ
 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448＋ 6 〃 アタマ 18．2�
713 クィーンチャーム 牝3黒鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 442＋ 82：01．6	 18．7�
36 タイセイマジック 牡4鹿 57 高倉 稜田中 成奉氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 478＋ 42：01．7クビ 111．9�
816 テイエムフタエマル 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 470± 02：01．91� 35．7�
818 マイネルポルトゥス 牡3鹿 56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 486＋ 4 〃 アタマ 65．1�
510 シンボリネルソン 牡4黒鹿 57

54 ▲伴 啓太シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 432± 02：02．0クビ 142．3�
24 ブリエアヴェニール 
3鹿 56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか タイヘイ牧場 484－ 62：03．38 420．4�
714 ソムニアシチー 牝5鹿 55 酒井 学 
友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 450－122：04．78 194．4�
715 プレシャスロード 牡3青鹿 56

53 ▲加藤 祥太山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 476＋132：08．0大差 204．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，800，100円 複勝： 33，852，800円 枠連： 15，152，000円
馬連： 48，886，600円 馬単： 25，767，700円 ワイド： 29，498，400円
3連複： 64，068，300円 3連単： 93，184，800円 計： 339，210，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 170円 � 250円 � 130円 枠 連（2－4） 1，770円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 760円 �� 230円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 12，660円

票 数

単勝票数 計 288001 的中 � 83892（2番人気）
複勝票数 計 338528 的中 � 51161（3番人気）� 25759（4番人気）� 87855（1番人気）
枠連票数 計 151520 的中 （2－4） 6600（6番人気）
馬連票数 計 488866 的中 �� 19187（6番人気）
馬単票数 計 257677 的中 �� 6979（8番人気）
ワイド票数 計 294984 的中 �� 8895（7番人気）�� 38387（1番人気）�� 11276（5番人気）
3連複票数 計 640683 的中 ��� 20690（2番人気）
3連単票数 計 931848 的中 ��� 5335（21番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―12．2―12．2―12．3―12．2―12．6―12．0―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．8―35．0―47．2―59．5―1：11．7―1：24．3―1：36．3―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．2
1
3

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

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

パフォーマプロミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2015．9．21 阪神1着

2012．2．8生 牡3栗 母 アイルビーバウンド 母母 バウンドトゥダンス 2戦2勝 賞金 11，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレシャスロード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月20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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エーティーロゼッタ号・ケルンダッシュ号・サマーローズ号・トーホウスマート号・ブロウユアマインド号
（非抽選馬） 1頭 カプリチオーソ号



3506912月20日 晴 良 （27中京4）第6日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時15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

11 ヴェルメンティーノ 牝4栗 55 松若 風馬吉川 朋宏氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B428－ 61：55．2 9．8�
510 ベーリングメファ 牝3栗 54 岡田 祥嗣手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 454＋ 4 〃 クビ 41．0�
816� バイオレットフィズ 牝3黒鹿54 酒井 学中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 436－12 〃 ハナ 16．7�
59 ガラドリエル 牝3栗 54 藤岡 康太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 494－ 21：55．51� 4．3�
36 サンレイフローラ 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 450－ 2 〃 クビ 30．3�
713 ゲットクローサー 牝3青鹿54 北村 友一 	サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 506－161：55．6クビ 5．7

611 メイショウブーケ 牝4栗 55 勝浦 正樹松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 460－ 21：55．7� 3．3�
48 メイショウクローバ 牝4鹿 55

53 △義 英真松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B512＋101：55．91	 20．7�
23 グランドエンジェル 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 450＋ 61：56．11� 12．9
714� ラ ブ コ ー ル 牝4芦 55

52 ▲加藤 祥太畑佐 博氏 長浜 博之 新ひだか 神垣 道弘 452＋141：56．52� 160．6�
12 アイネクライネ 牝5芦 55 中井 裕二田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 有限会社

松田牧場 462－ 21：57．35 88．8�
47 セ イ ク ラ ベ 牝5青鹿55 宮崎 北斗江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 464－ 8 〃 クビ 134．5�
612 マサノボーラー 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人猪野毛雅人氏 日吉 正和 新ひだか 猪野毛牧場 444± 01：58．25 318．7�
815 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± 01：58．52 5．9�
24 ヘッドドレス 牝3鹿 54 丹内 祐次ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 B452－12 〃 ハナ 125．5�
35 � ワンダーベレーザ 牝4鹿 55 水口 優也山本 信行氏 石橋 守 浦河 永田 克之 408＋ 42：01．2大差 330．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，237，500円 複勝： 28，401，700円 枠連： 14，285，700円
馬連： 47，770，800円 馬単： 26，777，400円 ワイド： 27，359，800円
3連複： 64，899，300円 3連単： 96，593，400円 計： 326，325，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 390円 � 1，140円 � 590円 枠 連（1－5） 1，460円

馬 連 �� 17，910円 馬 単 �� 40，810円

ワ イ ド �� 6，300円 �� 3，240円 �� 13，270円

3 連 複 ��� 160，640円 3 連 単 ��� 560，240円

票 数

単勝票数 計 202375 的中 � 16394（5番人気）
複勝票数 計 284017 的中 � 20955（5番人気）� 6103（10番人気）� 12754（7番人気）
枠連票数 計 142857 的中 （1－5） 7580（6番人気）
馬連票数 計 477708 的中 �� 2067（42番人気）
馬単票数 計 267774 的中 �� 492（83番人気）
ワイド票数 計 273598 的中 �� 1119（47番人気）�� 2200（32番人気）�� 528（67番人気）
3連複票数 計 648993 的中 ��� 303（211番人気）
3連単票数 計 965934 的中 ��� 125（919番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―13．1―13．2―13．0―12．8―12．9―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．8―50．0―1：03．0―1：15．8―1：28．7―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．4
1
3
1，9（4，13，15）（5，8）2，14（12，16）3－10，6，11－7
1，9（13，15）4（8，11）16，14（2，5）（3，12，6）10，7

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

勝馬の
紹 介

ヴェルメンティーノ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Hussonet デビュー 2013．11．16 京都1着

2011．3．18生 牝4栗 母 ド メ ー ヌ 母母 Walkabout 16戦3勝 賞金 24，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダーベレーザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月20日まで平地

競走に出走できない。

3507012月20日 晴 良 （27中京4）第6日 第10競走 ��
��1，200�

く わ な

桑 名 特 別
発走14時50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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

12 フルールシチー 牝4鹿 55 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 516－ 21：09．3 3．5�
35 シャンデリアハウス 牝3黒鹿54 松田 大作 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 クビ 7．7�
48 サチノリーダース 牡5青鹿57 酒井 学佐藤 勝士氏 服部 利之 新冠 競優牧場 460－ 21：09．51� 14．7�
47 	 エナジータウン 牡3鹿 56 秋山真一郎幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 456＋ 41：09．6
 76．2�
59 キネオリュウセイ 牡5黒鹿57 石橋 脩吉田 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 482－ 61：09．7クビ 6．5	
815� スズカブレーン 牡3鹿 56 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 480± 01：09．8� 7．0

11 タニオブローズ 牝5鹿 55 津村 明秀谷 研司氏 島 一歩 浦河 村下 明博 464－ 8 〃 クビ 91．8�
23 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± 0 〃 ハナ 12．3�
817 メイショウキリサメ 牡3黒鹿56 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 476－121：10．01� 7．5
510 エスジープログレス 牡3栗 56 川須 栄彦竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 472± 0 〃 ハナ 15．4�
24 � シャドウリーフ 牝4栗 55 横山 和生飯塚 知一氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 456＋ 61：10．31
 213．1�
612 アズマクィーン 牝3鹿 54 岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 456－101：10．4
 16．6�
611 ラホーヤビーチ 牝3青鹿54 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 446＋ 21：10．5� 15．6�
714 トゥルーストーリー 牝3鹿 54 高倉 稜 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 454－ 41：10．81
 59．1�
816 アルマエルモ 牝3芦 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 イワミ牧場 418± 01：11．97 113．3�
36 マジカルビアンカ 牝5芦 55 北村 友一村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 454± 01：12．0� 164．7�
713 ビバワールド �4鹿 57 丸山 元気窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 B512－ 81：12．21� 61．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 29，575，400円 複勝： 42，066，400円 枠連： 21，754，100円
馬連： 74，905，600円 馬単： 34，771，800円 ワイド： 39，970，100円
3連複： 109，669，600円 3連単： 142，656，000円 計： 495，369，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 240円 � 290円 枠 連（1－3） 1，760円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 790円 �� 880円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 6，390円 3 連 単 ��� 26，330円

票 数

単勝票数 計 295754 的中 � 66015（1番人気）
複勝票数 計 420664 的中 � 71530（1番人気）� 43624（5番人気）� 33248（7番人気）
枠連票数 計 217541 的中 （1－3） 9538（6番人気）
馬連票数 計 749056 的中 �� 31227（3番人気）
馬単票数 計 347718 的中 �� 8899（4番人気）
ワイド票数 計 399701 的中 �� 13205（2番人気）�� 11792（5番人気）�� 5898（26番人気）
3連複票数 計1096696 的中 ��� 12857（11番人気）
3連単票数 計1426560 的中 ��� 3928（32番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―11．5―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．0―45．5―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルールシチー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．9．29 中山2着

2011．3．15生 牝4鹿 母 ブーケティアラ 母母 シンフォニーレディ 18戦3勝 賞金 39，837，000円
※出走取消馬 エルノルテ号（疾病〔左寛跛行〕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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アグネスキズナ号・ヴァッフシュテルケ号・シュンクルーズ号
（非抽選馬） 2頭 アイファーマシェリ号・コスモマイルール号



3507112月20日 晴 良 （27中京4）第6日 第11競走 ��
��2，200�名古屋日刊スポーツ杯

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

名古屋日刊スポーツ新聞社賞（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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

77 � ザトゥルーエアー 牡4鹿 57 藤岡 康太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 470－ 22：15．0 6．9�

33 ルミナスウォリアー 牡4鹿 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 472± 02：15．21	 2．6�
66 グランアルマダ 牡3芦 55 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 536＋ 6 〃 ハナ 5．4�
78 ウインスペクトル 牡3鹿 55 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 472＋ 42：15．3
 6．4�
44 グランドサッシュ 牡4黒鹿57 松田 大作 �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 442－122：15．51	 7．1	
89 シークレットパス 牡4芦 57 嶋田 純次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 454－ 2 〃 ハナ 40．0

11 ピースオブジャパン 牡3栗 55 �島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B486＋ 42：15．6クビ 9．6�
22 ケツァルコアトル 牡5青鹿57 横山 和生�ミルファーム 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 528＋10 〃 クビ 110．8�
810 トレジャーマップ 牡4鹿 57 勝浦 正樹小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 448＋ 22：15．7クビ 9．4
55 オカホンコー 牡4鹿 57 国分 恭介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 490＋ 42：16．55 88．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，317，800円 複勝： 48，831，600円 枠連： 26，132，700円
馬連： 137，921，900円 馬単： 71，595，500円 ワイド： 52，255，300円
3連複： 180，450，900円 3連単： 341，299，200円 計： 901，804，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 120円 � 170円 枠 連（3－7） 500円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 350円 �� 660円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 11，330円

票 数

単勝票数 計 433178 的中 � 49694（4番人気）
複勝票数 計 488316 的中 � 57115（5番人気）� 127195（1番人気）� 65964（2番人気）
枠連票数 計 261327 的中 （3－7） 40505（1番人気）
馬連票数 計1379219 的中 �� 106975（3番人気）
馬単票数 計 715955 的中 �� 22846（9番人気）
ワイド票数 計 522553 的中 �� 39003（4番人気）�� 18718（9番人気）�� 39773（3番人気）
3連複票数 計1804509 的中 ��� 83333（3番人気）
3連単票数 計3412992 的中 ��� 21827（45番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．4―14．0―13．4―11．9―11．4―11．8―11．6―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．9―37．3―51．3―1：04．7―1：16．6―1：28．0―1：39．8―1：51．4―2：03．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3
・（5，6）（1，2，8）7，10（4，3）9・（5，6，3）（8，9）（1，2）（7，10）4

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

勝馬の
紹 介

�ザトゥルーエアー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．2．26生 牡4鹿 母 ブルーボックスボウ 母母 ブルーバタフライ 16戦3勝 賞金 41，116，000円
初出走 JRA

3507212月20日 晴 良 （27中京4）第6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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

11 ルグランパントル �3鹿 56 菱田 裕二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 470＋101：36．4 10．9�

23 レッドオルバース 牡3栗 56 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 484－10 〃 アタマ 4．6�
816 マラムデール 牝4栗 55 �島 克駿 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438－ 81：36．5� 47．9�
611 クワトロガッツ 牡4黒鹿57 丸山 元気ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 456＋ 21：36．6� 4．5�
35 グリーンラヴ 牡5栗 57 石橋 脩 �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＋ 21：36．7	 12．0

36 ラテラルアーク �4栗 57 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 482± 01：37．02 8．3�
48 メイショウサワヤカ 牝3黒鹿54 松田 大作松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 464＋14 〃 アタマ 48．6�
12 ヴェイルドスケール 牡3鹿 56 津村 明秀 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 536＋ 6 〃 アタマ 28．1
612 オールマンリバー 牡3黒鹿56 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 494＋ 21：37．1	 8．4�
713
 プレスアテンション 牡4栗 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 528＋ 21：37．2クビ 39．3�
510 コスモアルヘナ 牡3青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 466± 01：37．3	 94．6�
47 ガルデルスリール 牝4鹿 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：37．51� 4．0�
59 
 キミニヒトメボレ 牝4栗 55 北村 友一大塚 亮一氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：37．6� 52．0�
24 アグネスヴェルテュ 牡4鹿 57 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 478－ 21：37．7	 79．7�
815
 ワンダフルバディ 牝4芦 55 花田 大昂堀川 三郎氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 436－231：38．97 418．5�
714 トーホウレゼルヴ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 424－141：39．32� 87．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，871，300円 複勝： 64，290，900円 枠連： 32，377，300円
馬連： 131，366，500円 馬単： 57，819，700円 ワイド： 59，042，700円
3連複： 171，440，900円 3連単： 272，395，100円 計： 836，604，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 330円 � 200円 � 1，090円 枠 連（1－2） 1，800円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 7，500円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 35，480円 3 連 単 ��� 179，860円

票 数

単勝票数 計 478713 的中 � 35010（6番人気）
複勝票数 計 642909 的中 � 50373（6番人気）� 103718（2番人気）� 12546（11番人気）
枠連票数 計 323773 的中 （1－2） 13898（9番人気）
馬連票数 計1313665 的中 �� 33299（13番人気）
馬単票数 計 578197 的中 �� 6882（27番人気）
ワイド票数 計 590427 的中 �� 14000（13番人気）�� 1980（62番人気）�� 4798（31番人気）
3連複票数 計1714409 的中 ��� 3624（103番人気）
3連単票数 計2723951 的中 ��� 1098（506番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．0―37．5―49．7―1：02．2―1：13．8―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ルグランパントル �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2014．7．19 福島10着

2012．3．8生 �3鹿 母 ザッツザウェイ 母母 ブリリアントアイ 13戦2勝 賞金 19，638，000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。
（非抽選馬） 4頭 イオラニ号・ウンプテンプ号・エイブルボス号・フォーワンタイキ号

４レース目



（27中京4）第6日 12月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 186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

172，640，000円
2，080，000円
4，680，000円
1，690，000円
15，780，000円
67，453，000円
5，650，800円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
306，871，800円
452，977，900円
193，373，500円
690，812，300円
367，926，400円
368，658，900円
962，916，900円
1，450，413，800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 4，793，951，500円

総入場人員 17，036名 （有料入場人員 14，941名）



平成27年度 第4回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，119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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

1，340，240，000円
6，280，000円
31，990，000円
15，870，000円
122，930，000円
4，000，000円
408，398，000円
33，763，400円
10，742，400円

勝馬投票券売得金
2，347，930，200円
3，297，664，700円
1，526，931，300円
5，906，324，900円
3，027，795，600円
2，907，829，600円
8，604，843，200円
13，851，470，500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 41，470，790，000円

総入場延人員 114，850名 （有料入場延人員 98，050名）
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