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02001 1月14日 小雪 良 （29中京1）第1日 第1競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・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
1：48．9
1：47．8

重
重

48 メイショウササユリ 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 484－ 61：55．6 6．8�
815 アオイテソーロ 牝3黒鹿54 中谷 雄太了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496－ 21：56．13 2．0�
12 フィルムフランセ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 472－ 21：56．42 4．3�
11 ウイングルイーズ 牝3栗 54 北村 友一池田 實氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 460－ 21：56．61� 55．8�
24 サンタテレサ 牝3鹿 54 S．フォーリー �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484－ 61：56．7クビ 6．4�

（愛）

611 クリノエカテリーナ 牝3鹿 54
51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム 442－ 41：58．6大差 209．1	

59 キュイラッサ 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか 嶋田牧場 450＋ 81：58．81� 65．1


35 シェッドラスター 牝3鹿 54 田中 健 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 456± 01：59．22� 100．4�
510 ピンクブリザード 牝3鹿 54 田辺 裕信ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：59．41 9．5
816 アイアンヒナマツリ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼池上 一馬氏 西村 真幸 新ひだか グローリーファーム 408－ 61：59．71� 211．3�
47 レ ソ ル テ 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 470＋ 4 〃 クビ 266．5�
36 マリノカーニバル 牝3栗 54 岡田 祥嗣�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 464－ 41：59．8クビ 207．0�
714 グレートコマンダー 牝3黒鹿54 幸 英明山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 460－ 61：59．9� 31．7�
713 マサノカオリ 牝3黒鹿54 菱田 裕二猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 田湯牧場 432－ 22：00．21� 308．0�
612 バーニングテイスト 牝3鹿 54 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 492－ 62：00．52 69．6�
23 ブライティアセンス 牝3鹿 54

52 △木幡 初也小林 昌志氏 矢野 英一 平取 雅 牧場 458－ 22：03．0大差 92．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，557，700円 複勝： 31，343，500円 枠連： 13，577，600円
馬連： 26，368，500円 馬単： 15，407，900円 ワイド： 17，099，100円
3連複： 38，619，500円 3連単： 51，133，800円 計： 209，107，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（4－8） 980円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 230円 �� 390円 �� 190円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 4，870円

票 数

単勝票数 計 155577 的中 � 18237（4番人気）
複勝票数 計 313435 的中 � 33760（3番人気）� 163941（1番人気）� 45266（2番人気）
枠連票数 計 135776 的中 （4－8） 10719（2番人気）
馬連票数 計 263685 的中 �� 34895（2番人気）
馬単票数 計 154079 的中 �� 8405（6番人気）
ワイド票数 計 170991 的中 �� 18910（2番人気）�� 9531（5番人気）�� 26153（1番人気）
3連複票数 計 386195 的中 ��� 44034（1番人気）
3連単票数 計 511338 的中 ��� 7611（13番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．7―13．3―12．2―12．6―13．1―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―38．3―51．6―1：03．8―1：16．4―1：29．5―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウササユリ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．1 阪神9着

2014．3．26生 牝3黒鹿 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 5戦1勝 賞金 8，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライティアセンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月14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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オーシャンケリー号・シュクルダール号・ペイシャギンコ号・ミスレジェンド号
※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。

02002 1月14日 小雪 良 （29中京1）第1日 第2競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走10時20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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

23 タガノグルナ 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478＋ 22：02．2 7．6�

612 フォースライン 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 508－ 42：03．58 3．6�
48 マイネルエーポス 牡3鹿 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 石田牧場 460－ 62：04．35 15．3�
713 ブレイブウォリアー 牡3青鹿56 川須 栄彦 �キャロットファーム 高橋 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 82：04．4� 10．7�
24 ハイクアウト 牡3鹿 56 田辺 裕信�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 498＋ 22：04．61� 21．9	
35 プエルタデルソル 牡3栗 56 S．フォーリー �ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋122：05．23� 13．9

（愛）

816 ロードバリスタ 牡3黒鹿56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B490－ 42：05．41� 2．9�
611 シャーロック 牡3鹿 56 酒井 学薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 458－122：05．5クビ 328．2�
36 ティーリアル 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 沖田牧場 482± 02：05．6� 82．9
815� レーヴァンドール 牝3鹿 54 岩田 康誠寺田 寿男氏 田村 康仁 米 Chiyoda

Farm 482＋ 4 〃 アタマ 18．0�
59 ダンツプロシード 牡3栗 56 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 82：06．87 8．7�
510 メイショウトコシエ 牡3栗 56

55 ☆	島 克駿松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 462－ 62：07．01 66．3�
714 キクノプルス 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼菊池 五郎氏 牧浦 充徳 日高 滝本 健二 482± 0 〃 クビ 231．6�
12 ビーハッピー 牡3鹿 56

54 △木幡 初也�ミルファーム 大和田 成 様似 富田 恭司 470－ 42：07．1クビ 92．7�
47 ラッキーハピーガイ 牡3栗 56

54 △井上 敏樹岸本 英文氏 石毛 善彦 新ひだか 福岡 駿弥 466－ 42：07．42 432．2�
11 タイキワンダー 牡3鹿 56 藤岡 康太�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 452－ 82：10．9大差 77．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，777，700円 複勝： 21，197，400円 枠連： 7，344，800円
馬連： 29，875，800円 馬単： 14，450，400円 ワイド： 18，610，300円
3連複： 40，460，100円 3連単： 48，495，600円 計： 200，212，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 280円 � 210円 � 330円 枠 連（2－6） 1，260円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，750円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 8，890円 3 連 単 ��� 38，590円

票 数

単勝票数 計 197777 的中 � 20621（3番人気）
複勝票数 計 211974 的中 � 18871（4番人気）� 30035（2番人気）� 15247（6番人気）
枠連票数 計 73448 的中 （2－6） 4483（4番人気）
馬連票数 計 298758 的中 �� 10347（9番人気）
馬単票数 計 144504 的中 �� 2283（19番人気）
ワイド票数 計 186103 的中 �� 6389（5番人気）�� 2670（25番人気）�� 4120（14番人気）
3連複票数 計 404601 的中 ��� 3412（34番人気）
3連単票数 計 484956 的中 ��� 911（131番人気）

ハロンタイム 7．5―11．6―11．6―13．2―13．1―12．9―13．0―12．9―12．9―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．1―30．7―43．9―57．0―1：09．9―1：22．9―1：35．8―1：48．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

タガノグルナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．24 中京9着

2014．3．12生 牡3鹿 母 ラヴソレイユ 母母 ヴァイオレットラブ 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラッキーハピーガイ号・タイキワンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

2月14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 ホワイトキングダム号
※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。

第１回 中京競馬 第１日



02003 1月14日 雪 稍重 （29中京1）第1日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50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
1：10．1
1：08．7

重
重

612 ビックリシタナモー 牡3黒鹿56 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 506＋ 41：13．7 5．0�
35 スマートニンバス 牝3栗 54 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 神垣 道弘 456＋ 21：14．33� 1．5�
713 ビバジャンティ 牝3芦 54 杉原 誠人田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 484＋ 21：14．93� 39．1�
611 キンシノスパーク 牡3栗 56 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 472－ 81：15．0� 10．4�
714 メモリートニック 牡3黒鹿56 四位 洋文�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 B456＋10 〃 クビ 38．0�
36 クリノワシントン 牡3栗 56 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 432－ 21：15．42� 36．5	
24 メイショウラクエン 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 41：15．5� 57．0

23 テイエムガリバー 牡3栗 56 川島 信二竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 中地 義次 496＋ 81：15．6クビ 16．6�
11 ウインクリーヴ 牡3栗 56 田辺 裕信�ウイン 田中 剛 浦河 市川牧場 490＋ 61：16．34 29．0�
47 スマートリンク 牝3栗 54

52 △木幡 初也大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか 飛野牧場 464－ 21：16．62 264．8
816 ウォーターフロート 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 424－ 61：16．81� 304．0�
12 スマートブローラ 牝3栗 54 藤岡 康太大川 徹氏 吉田 直弘 新冠 大栄牧場 476＋ 21：16．9� 24．7�
815 クラウンジョイア 牡3青鹿56 横山 和生矢野 恭裕氏 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 456＋141：17．0� 68．4�
510 フェスティヴワール 牡3鹿 56

54 △原田 和真臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 北星村田牧場 452＋121：17．53 204．5�
59 ビップアンフィル 牝3栗 54 松山 弘平鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 450＋ 61：18．45 18．8�
48 アイファーサフラン 牝3鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 荒谷 輝和 450± 01：18．82� 395．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，205，800円 複勝： 49，234，700円 枠連： 9，072，100円
馬連： 26，662，300円 馬単： 17，740，400円 ワイド： 20，063，700円
3連複： 38，233，100円 3連単： 56，282，700円 計： 235，494，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 120円 � 110円 � 420円 枠 連（3－6） 230円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，390円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 15，680円

票 数

単勝票数 計 182058 的中 � 28885（2番人気）
複勝票数 計 492347 的中 � 46902（2番人気）� 355942（1番人気）� 6373（9番人気）
枠連票数 計 90721 的中 （3－6） 30102（1番人気）
馬連票数 計 266623 的中 �� 59629（1番人気）
馬単票数 計 177404 的中 �� 11480（3番人気）
ワイド票数 計 200637 的中 �� 44972（1番人気）�� 2848（17番人気）�� 7533（7番人気）
3連複票数 計 382331 的中 ��� 12203（7番人気）
3連単票数 計 562827 的中 ��� 2602（44番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．8―13．0―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．5―35．3―48．3―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビックリシタナモー �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．23 中京11着

2014．3．31生 牡3黒鹿 母 ノ ン キ 母母 シ ェ リ ー ザ 11戦1勝 賞金 9，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップアンフィル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月14日まで平地

競走に出走できない。
アイファーサフラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月14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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アースラブーム号・シルバーストーン号・デリツィエ号・フラッグアドミラル号

02004 1月14日 曇 稍重 （29中京1）第1日 第4競走 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．7良

11 セイクリッドロード �8鹿 60 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 518＋ 23：20．4 5．4�
58 トーアヒミコ 牝4黒鹿57 石神 深一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 454＋ 43：20．71� 2．5�
33 アイファーマグオー 牡5栗 60 熊沢 重文中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 514＋223：21．55 30．6�
712 エリーフェアリー 牝6鹿 58 江田 勇亮谷川 正純氏 谷原 義明 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484± 0 〃 クビ 7．4�
711 アズマタックン 牡4青鹿59 北沢 伸也東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 492＋103：21．6クビ 39．2�
46 スリージェット 牡4栗 59 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478－ 2 〃 クビ 71．9	
814 プリンスダム 牡6黒鹿60 西谷 誠 
サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋103：21．81� 6．1�
610 マックスドリーム �10青鹿60 平沢 健治山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 554＋12 〃 ハナ 5．5�
813 スズカプリティー 牝6鹿 58 大庭 和弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 476＋ 23：22．43� 38．1
22 ローレルブレット 牡8黒鹿60 浜野谷憲尚 �ローレルレーシング 竹内 正洋 新冠 川島牧場 452＋ 23：22．93 28．8�
34 ワイルドダラー 牡6青鹿60 金子 光希 Him Rock Racing 和田 雄二 新ひだか 平野牧場 510＋ 83：23．53� 36．4�
57 テイエムサンピラー 牝4芦 57 植野 貴也竹園 正繼氏 岩元 市三 登別 ユートピア牧場 496－ 43：28．8大差 120．0�
45 エイシンギガント 牡4黒鹿59 白浜 雄造�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 492＋283：33．3大差 73．6�
69 ウ ラ ワ ザ 牡4黒鹿59 山本 康志内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 512＋ 2 （競走中止） 116．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，884，700円 複勝： 15，247，800円 枠連： 7，883，200円
馬連： 22，918，100円 馬単： 13，026，500円 ワイド： 15，072，400円
3連複： 35，424，500円 3連単： 47，488，700円 計： 171，945，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 150円 � 130円 � 450円 枠 連（1－5） 720円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，210円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 12，580円

票 数

単勝票数 計 148847 的中 � 21663（2番人気）
複勝票数 計 152478 的中 � 29059（2番人気）� 37630（1番人気）� 5703（7番人気）
枠連票数 計 78832 的中 （1－5） 8462（1番人気）
馬連票数 計 229181 的中 �� 26464（1番人気）
馬単票数 計 130265 的中 �� 6670（2番人気）
ワイド票数 計 150724 的中 �� 18028（1番人気）�� 2872（13番人気）�� 3771（10番人気）
3連複票数 計 354245 的中 ��� 9584（8番人気）
3連単票数 計 474887 的中 ��� 2735（27番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 52．7－3F 39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

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

セイクリッドロード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．10．22 東京14着

2009．5．1生 �8鹿 母 ホーリーブラウン 母母 アニーブラウン 障害：10戦1勝 賞金 16，350，000円
〔競走中止〕 ウラワザ号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため2周目5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔制裁〕 トーアヒミコ号の騎手石神深一は，1周目3号障害を内側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
※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 レッドソレイユ号
（非抽選馬） 4頭 クリノミユキチャン号・トーセンスラッガー号・バイオレットムーン号・ルグランシェクル号



02005 1月14日 小雪 稍重 （29中京1）第1日 第5競走 ��3，330�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：39．5良

22 ラ ス テ ラ 牝6鹿 60 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 488－ 43：41．8 10．8�
88 リスヴェリアート 牡7鹿 60 北沢 伸也�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 466＋ 6 〃 クビ 5．5�
33 ダ ロ ー ネ ガ 牡8鹿 60 高田 潤 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 512± 03：43．07 1．6�
66 シベリアンタイガー �6鹿 60 金子 光希岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 474＋ 83：43．85 10．1�
44 � グリーティングワン 牡7黒鹿60 上野 翔井上 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 440－ 43：44．86 85．2	
77 サンディアタッチ 牝5黒鹿58 五十嵐雄祐飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 464－ 23：46．07 31．6

55 ワールドカップ 牡5黒鹿60 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 494＋263：46．32 52．9�
89 サダムコーテイ 牡7鹿 60 石神 深一大西 定氏 本間 忍 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 23：46．51 4．8�
11 � スカイアクセス �8鹿 60 草野 太郎�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 540＋ 43：49．9大差 95．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 17，275，300円 複勝： 25，090，000円 枠連： 6，896，400円
馬連： 21，676，600円 馬単： 17，322，500円 ワイド： 13，491，600円
3連複： 34，784，100円 3連単： 77，519，300円 計： 214，055，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 160円 � 120円 � 110円 枠 連（2－8） 1，230円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 410円 �� 280円 �� 170円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 9，520円

票 数

単勝票数 計 172753 的中 � 12738（5番人気）
複勝票数 計 250900 的中 � 14625（4番人気）� 31825（2番人気）� 155368（1番人気）
枠連票数 計 68964 的中 （2－8） 4311（5番人気）
馬連票数 計 216766 的中 �� 9255（6番人気）
馬単票数 計 173225 的中 �� 2965（15番人気）
ワイド票数 計 134916 的中 �� 7024（6番人気）�� 11551（3番人気）�� 23491（1番人気）
3連複票数 計 347841 的中 ��� 41422（2番人気）
3連単票数 計 775193 的中 ��� 5900（30番人気）
上り 1マイル 1：49．1 4F 52．8－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

�
�
6－9－2－7＝8，3＝4－5＝1
2，6－8－3，7－9，4＝5＝1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ス テ ラ �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．9．29 中山2着

2011．3．14生 牝6鹿 母 ウインディーギフト 母母 ミスティウォーターズ 障害：15戦3勝 賞金 52，100，000円

02006 1月14日 小雪 稍重 （29中京1）第1日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

59 � ボーサンシー 牡4栗 56 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 米
Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F

536＋141：12．2 6．0�
36 タイセイプレシャス �5栗 57 田辺 裕信田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 472＋ 6 〃 アタマ 2．6�
714� ジングルベルロック 牝4青鹿54 松山 弘平吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mme Elisa-

beth Vidal 448＋ 6 〃 クビ 13．3�
12 タガノモーサン 牡4鹿 56 �島 良太八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 502＋ 21：12．3クビ 4．7�
612 ミスズスター 牡4鹿 56 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 462＋ 61：12．4	 13．8�
815
 ステラルーチェ 牡5栗 57

55 △伴 啓太池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム 496＋ 81：12．71� 8．9�
510 ウエスタンニンジャ 牡6栗 57 津村 明秀西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム B474－ 61：13．01	 94．3	
611 ジェイシックス 牡4芦 56

53 ▲藤田菜七子深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 有限会社
ケイズ 504± 0 〃 アタマ 77．2


11 デルマコウモン 牡4鹿 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 460＋101：13．1� 18．0�
24 トルシュローズ 牝4栗 54 太宰 啓介�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 460＋ 21：13．31� 12．5
48 ダイメイリシャール 牡6栗 57

55 △井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 510－ 21：13．4	 23．2�
713
 ワイドヴィンチェレ 牡5黒鹿57 丸山 元気幅田 昌伸氏 笹田 和秀 浦河 有限会社

吉田ファーム 428＋101：14．14 204．8�
47 ジ ー ニ ア イ 牡6青 57 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 B496＋181：14．2� 125．3�
23 メイショウトキン 牡4黒鹿56 藤岡 康太松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 476＋ 41：14．94 57．1�
35 
 ランズデール �6栗 57 菱田 裕二一村 哲也氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 530＋181：15．53� 239．3�
（15頭）

816 タイセイアニマート �5黒鹿57 岩田 康誠田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，785，800円 複勝： 26，510，000円 枠連： 9，897，200円
馬連： 33，526，800円 馬単： 18，782，600円 ワイド： 24，730，500円
3連複： 45，633，200円 3連単： 60，891，800円 計： 243，757，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 140円 � 300円 枠 連（3－5） 1，210円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，340円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 25，440円

票 数

単勝票数 差引計 237858（返還計 1831） 的中 � 31608（3番人気）
複勝票数 差引計 265100（返還計 2852） 的中 � 29506（3番人気）� 63808（1番人気）� 18308（6番人気）
枠連票数 差引計 98972（返還計 257） 的中 （3－5） 6310（3番人気）
馬連票数 差引計 335268（返還計 9369） 的中 �� 19178（2番人気）
馬単票数 差引計 187826（返還計 5585） 的中 �� 5455（6番人気）
ワイド票数 差引計 247305（返還計 8773） 的中 �� 13098（2番人気）�� 4521（18番人気）�� 7164（9番人気）
3連複票数 差引計 456332（返還計 22804） 的中 ��� 7007（12番人気）
3連単票数 差引計 608918（返還計 31972） 的中 ��� 1735（62番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．7―12．5―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．7―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ボーサンシー �
�
父 Tiz Wonderful �

�
母父 The Cliff’s Edge デビュー 2015．10．12 京都2着

2013．2．25生 牡4栗 母 Izzy Kate 母母 Stylish Mission 6戦2勝 賞金 16，050，000円
〔競走除外〕 タイセイアニマート号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔制裁〕 タガノモーサン号の騎手�島良太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・10

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。
（非当選馬） 2頭 ホイールバーニング号・ロマンティックサン号
（非抽選馬） 1頭 ファーストオーサー号



02007 1月14日 小雪 稍重 （29中京1）第1日 第7競走 2，000�サラブレッド系3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
1：58．4
1：56．1

良
良

59 フリーフリッカー 牡3鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462＋ 42：03．2 7．4�

816 アルマシャール 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 492＋ 6 〃 ハナ 5．1�

47 スマートシグルズ 牡3栗 56 S．フォーリー 大川 徹氏 池江 泰寿 日高 戸川牧場 442＋ 42：03．83� 5．5�
（愛）

510 グラットシエル 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 498－ 2 〃 クビ 2．4�
612 モズアトラクション 牡3栗 56 中谷 雄太 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 468－ 22：04．11� 41．2	
23 ライトオブピース 牡3鹿 56 太宰 啓介前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 6 〃 クビ 30．8

817 エミットライト 牝3黒鹿54 田辺 裕信�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 11．3�
611 ミツカネマジック 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹小山田 満氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 462－ 8 〃 ハナ 60．2�
36 トーヨーピース 牡3鹿 56 酒井 学中嶋 宏氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 466＋ 62：04．2クビ 48．3
714 コスモキバレ 牡3栗 56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 82：04．3� 262．6�
12 シシャルディン 牝3青鹿54 幸 英明吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 406－162：04．51� 33．4�
24 ブランニューカップ 牝3青鹿54 菱田 裕二吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 432－ 42：04．6� 132．9�
11 マーヴェルズ 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450± 02：04．81� 22．0�
715 マイネルフォーマル 牡3鹿 56

54 △木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 見上牧場 444－ 22：05．01� 143．5�

35 ショウナンダリア 牝3青鹿54 四位 洋文国本 哲秀氏 高橋 文雅 新冠 ムラカミファーム 474－ 82：05．63� 33．7�
48 ウインプルミエ 牝3鹿 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 438± 02：06．77 59．8�
713 デルマアマギゴエ 牝3栗 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 454－ 82：07．12� 256．4�
818 サンマルホマレ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 木戸口牧場 446－ 62：08．27 196．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，008，300円 複勝： 24，437，300円 枠連： 12，095，000円
馬連： 32，152，300円 馬単： 16，846，800円 ワイド： 21，601，300円
3連複： 44，156，500円 3連単： 55，314，900円 計： 225，612，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 180円 � 170円 枠 連（5－8） 380円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 470円 �� 490円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 16，620円

票 数

単勝票数 計 190083 的中 � 20460（4番人気）
複勝票数 計 244373 的中 � 28676（4番人気）� 36258（3番人気）� 38403（2番人気）
枠連票数 計 120950 的中 （5－8） 24192（1番人気）
馬連票数 計 321523 的中 �� 14302（7番人気）
馬単票数 計 168468 的中 �� 3353（13番人気）
ワイド票数 計 216013 的中 �� 11859（4番人気）�� 11251（6番人気）�� 11700（5番人気）
3連複票数 計 441565 的中 ��� 13362（5番人気）
3連単票数 計 553149 的中 ��� 2412（37番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．6―12．7―12．1―12．4―12．3―12．1―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．0―49．7―1：01．8―1：14．2―1：26．5―1：38．6―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3

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

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

フリーフリッカー �
�
父 トランセンド �

�
母父 カリズマティック デビュー 2016．8．14 新潟10着

2014．4．1生 牡3鹿 母 イコールパートナー 母母 グレートキャティ 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 フリーフリッカー号の調教師安田隆行は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

ミツカネマジック号の騎手井上敏樹は，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：3番）
※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 アポロフレンズ号・ウインポプリ号・ケルビン号
（非抽選馬） 2頭 エケッコ号・プティットクルール号
※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。

02008 1月14日 小雪 稍重 （29中京1）第1日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

11 シュナウザー 牡4黒鹿56 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476－ 41：53．5 1．9�
510 ドリームリヴァール �7黒鹿 57

55 △原田 和真ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 452－ 41：54．67 14．5�
47 オ ー パ �4鹿 56 岡田 祥嗣馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B476－ 61：54．92 5．3�
815� パラティーノ 牡8黒鹿57 丸山 元気村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 532＋ 21：55．11� 37．7�
35 ス フ ェ ー ン 牡4鹿 56 杉原 誠人キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 446＋ 81：55．2� 21．3�
24 ニホンピロサンダー 牡5黒鹿57 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 498＋ 21：55．3クビ 32．8	
36 � ダンスールクレール �6鹿 57 津村 明秀 
シルクレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 486－ 61：55．72� 78．3�
23 アドマイヤリアル 牡4青鹿56 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492－ 6 〃 クビ 3．7�
611� ミュゼバトラー 牡5栗 57

54 ▲菊沢 一樹西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 510－ 21：55．8� 27．2
713 ブロウユアマインド 牡5鹿 57 北村 友一 
シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 462＋ 21：56．33 57．6�
48 � エアシーラン 牡5黒鹿57 松山 弘平村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 492－ 11：56．4クビ 102．3�
714� クリノダイシャリン 牡5栗 57

55 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 514＋101：56．61� 277．9�
612 ベルウッドタマド 牡4鹿 56 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 476＋ 81：56．7� 52．4�
816� イッセイイチダイ 牡5黒鹿57 S．フォーリー 廣松 金次氏 古賀 慎明 日高 若林 武雄 522＋ 81：56．8クビ 172．2�

（愛）

59 ランドントウォーク 牡6青鹿57 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B484＋121：57．12 382．5�
12 ドゥドゥドゥ 牡4青鹿56 田中 健
ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 464＋ 61：58．59 165．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，998，000円 複勝： 53，282，400円 枠連： 9，948，100円
馬連： 35，049，800円 馬単： 21，577，200円 ワイド： 24，568，400円
3連複： 49，377，200円 3連単： 80，481，900円 計： 297，283，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（1－5） 1，000円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 330円 �� 200円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 4，420円

票 数

単勝票数 計 229980 的中 � 93574（1番人気）
複勝票数 計 532824 的中 � 309494（1番人気）� 45746（3番人気）� 58294（2番人気）
枠連票数 計 99481 的中 （1－5） 7691（3番人気）
馬連票数 計 350498 的中 �� 25472（3番人気）
馬単票数 計 215772 的中 �� 11229（5番人気）
ワイド票数 計 245684 的中 �� 18071（3番人気）�� 36315（1番人気）�� 7876（8番人気）
3連複票数 計 493772 的中 ��� 33065（2番人気）
3連単票数 計 804819 的中 ��� 13182（6番人気）

ハロンタイム 13．2―11．3―13．5―13．0―12．5―12．6―12．8―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．5―38．0―51．0―1：03．5―1：16．1―1：28．9―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3
・（1，8）12（3，5，15）（6，16）（4，11）（10，14）2，13，7－9・（1，8，12，15）（3，5，6，16）4，11（10，14）13－（2，7）－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シュナウザー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2016．2．7 東京1着

2013．3．6生 牡4黒鹿 母 オフジオールドブロック 母母 Chip 4戦2勝 賞金 18，400，000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 カシノカーム号・ムーンドロップ号
※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。



02009 1月14日 小雪 稍重 （29中京1）第1日 第9競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．8
1：19．0

良
良

816 ペガサスボス 牡5黒鹿57 中谷 雄太�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 540＋101：21．9 3．3�
23 ヴ ェ ネ ト 牡5鹿 57 四位 洋文 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 8 〃 クビ 5．6�
713� サダムリスペクト 牡5鹿 57 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 468＋ 61：22．11� 82．0�
47 オメガハートソング 牝5青鹿 55

54 ☆�島 克駿原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452＋ 61：22．31� 20．8�
24 レッドオルバース 牡5栗 57 津村 明秀 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋ 2 〃 ハナ 5．5	
35 エスジープログレス 牡5栗 57 松山 弘平竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 488＋ 4 〃 クビ 41．8

510� キミニヒトメボレ 牝6栗 55 S．フォーリー 大塚 亮一氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：22．4クビ 185．7�

（愛）

714� プロタゴニスト 牡6鹿 57 平野 優佐久間拓士氏 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－ 4 〃 クビ 145．4�

715 プリンセスアスク 牝6青鹿55 菱田 裕二廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 466－ 21：22．5クビ 26．1
11 エイブルボス 牡5黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 474± 0 〃 クビ 14．8�
12 フリームーヴメント 牡4栗 56

54 △原田 和真ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 462＋ 6 〃 ハナ 153．1�
59 ホッコーモモタン 牝4黒鹿54 丸山 元気北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 412± 01：22．6� 21．4�
36 マテラアリオン 牡4黒鹿56 岩田 康誠大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 478＋ 41：22．81� 11．7�
611� ウォークロニクル 牝5青鹿 55

53 △井上 敏樹 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 アタマ 16．7�
48 ソーアメージング 牡4鹿 56 幸 英明 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 508＋ 21：23．43	 87．0�
612 ボーアムルーズ 牝4鹿 54 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 栗田 徹 新ひだか 服部 牧場 488－ 21：23．5	 128．5�
818 キャノンプレート 
5黒鹿57 太宰 啓介 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B476－ 41：24．56 15．6�
817 プルメリアブーケ 牝4栗 54 田辺 裕信吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 448－ 81：24．6	 8．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，592，400円 複勝： 40，461，700円 枠連： 15，977，400円
馬連： 44，188，100円 馬単： 20，074，300円 ワイド： 30，599，800円
3連複： 59，951，800円 3連単： 77，521，800円 計： 311，367，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 270円 � 1，400円 枠 連（2－8） 300円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，990円 �� 13，130円

3 連 複 ��� 33，600円 3 連 単 ��� 114，230円

票 数

単勝票数 計 225924 的中 � 53806（1番人気）
複勝票数 計 404617 的中 � 73280（1番人気）� 39847（4番人気）� 5745（13番人気）
枠連票数 計 159774 的中 （2－8） 41101（1番人気）
馬連票数 計 441881 的中 �� 31211（2番人気）
馬単票数 計 200743 的中 �� 8016（3番人気）
ワイド票数 計 305998 的中 �� 15193（3番人気）�� 2551（38番人気）�� 569（84番人気）
3連複票数 計 599518 的中 ��� 1338（99番人気）
3連単票数 計 775218 的中 ��� 492（350番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．4―46．3―58．3―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペガサスボス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダイナガリバー デビュー 2014．7．6 中京1着

2012．4．1生 牡5黒鹿 母 ファイトガリバー 母母 ビユーテイマリヤ 15戦2勝 賞金 36，996，000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 スイートイデアル号
※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。

02010 1月14日 小雪 稍重 （29中京1）第1日 第10競走 ��1，200�
がまごおり

蒲 郡 特 別
発走14時50分 （芝・左）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

11 ウインハートビート 牡4栗 56 田辺 裕信�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 41：10．0 14．6�
510 スパイチャクラ 牝4黒鹿54 丸山 元気 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 462－ 4 〃 クビ 2．7�
35 サウンドドゥイット 牡5鹿 57 S．フォーリー 増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 458＋141：10．1クビ 34．4�

（愛）

612 プレシャスロード �5青鹿57 �島 克駿山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 468＋ 4 〃 ハナ 231．3�
713 ド ル メ ロ 牡5黒鹿57 四位 洋文�NICKS 尾関 知人 浦河 高村牧場 474＋ 8 〃 クビ 20．5�
714 ダブルコーク 牡6黒鹿57 木幡 初也�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 492－ 41：10．31 17．8	
48 クリーンファンキー 牝4栗 54 宮崎 北斗石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 488＋ 61：10．4� 6．4

24 コーディネーター 牡4栗 56 岩田 康誠岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 502＋181：10．5クビ 35．3�
47 コパノチャンス 牡4栗 56 横山 和生小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 492＋12 〃 アタマ 20．3�
818	 スペードクイーン 牝4栗 54 藤岡 康太吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 458－ 2 〃 クビ 6．6
12 クラウンルシフェル 牡6栗 57 松山 弘平�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 496± 0 〃 アタマ 16．0�
23 リュウツバメ 牝7鹿 55 伴 啓太田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 546＋ 41：10．6クビ 49．3�
611
 コ マ ユ 牝4鹿 54 岩崎 翼稻井田安史氏 森 秀行 浦河 宮内牧場 446－101：11．02� 62．2�
715 ペイザージュ 牝4栗 54 川須 栄彦落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 486＋ 61：11．53 41．8�
59 ロ ッ ク オ ン 牡4栗 56 中谷 雄太石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 464＋181：11．6� 25．5�
817
 ウメマツサクラ 牝4鹿 54 酒井 学木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 478＋181：11．81� 11．8�
36 カレンローザネーラ 牝5鹿 55 太宰 啓介鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 472＋14 〃 クビ 55．4�
816 アドマイヤジャズ 牡5青鹿57 幸 英明近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：11．9クビ 33．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，285，600円 複勝： 36，391，900円 枠連： 20，801，800円
馬連： 61，150，100円 馬単： 27，646，400円 ワイド： 39，846，600円
3連複： 87，674，900円 3連単： 107，953，700円 計： 409，751，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 330円 � 160円 � 780円 枠 連（1－5） 1，220円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 6，570円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 5，890円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 21，920円 3 連 単 ��� 135，170円

票 数

単勝票数 計 282856 的中 � 15403（5番人気）
複勝票数 計 363919 的中 � 25672（4番人気）� 79745（1番人気）� 9379（12番人気）
枠連票数 計 208018 的中 （1－5） 13153（6番人気）
馬連票数 計 611501 的中 �� 16665（8番人気）
馬単票数 計 276464 的中 �� 3154（19番人気）
ワイド票数 計 398466 的中 �� 10116（7番人気）�� 1694（64番人気）�� 5310（18番人気）
3連複票数 計 876749 的中 ��� 2999（68番人気）
3連単票数 計1079537 的中 ��� 579（397番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．6―11．8―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．4―46．2―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインハートビート �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．9 小倉7着

2013．5．6生 牡4栗 母 コスモダンスナイト 母母 オージーカンパニー 11戦2勝 賞金 17，804，000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。
（非抽選馬） 7頭 アポロノシンザン号・エテ号・クラウンアイリス号・サウンドカール号・タニマサガール号・ダノンキャップ号・

マダムクレアシオン号
※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。



02011 1月14日 小雪 稍重 （29中京1）第1日 第11競走
第54回農林水産省賞典

��2，000�愛 知 杯（ＧⅢ）
発走15時25分 （芝・左）
牝，4歳以上，28．1．16以降29．1．8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

農林水産大臣賞・愛知県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

611 マキシマムドパリ 牝5芦 53 岩田 康誠 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 458± 02：01．4 5．0�
34 � サンソヴール 牝6黒鹿52 津村 明秀�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 456－ 62：01．61� 27．9�
11 クインズミラーグロ 牝5黒鹿53 藤岡 康太 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 460＋102：01．81 10．4�
22 マラムデール 牝6栗 50 �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 450＋ 2 〃 クビ 104．5�
59 アンジェリック 牝6鹿 51 横山 和生 �シルクレーシング 大和田 成 浦河 杵臼牧場 476－ 4 〃 ハナ 18．2	
46 ウインリバティ 牝6黒鹿51 丸山 元気�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 2 〃 ハナ 84．8

712 クリノラホール 牝4芦 53 北村 友一栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 452＋ 4 〃 ハナ 5．6�
23 カ ゼ ル タ 牝5栗 51 中谷 雄太吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：01．9� 35．5�
47 プリメラアスール 牝5黒鹿52 幸 英明�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 508＋ 8 〃 アタマ 5．2
58 ゴールドテーラー 牝7栗 50 岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 442± 02：02．0クビ 46．0�
35 リーサルウェポン 牝6鹿 50 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 430－ 42：02．1� 20．7�
610 シ ャ ル ー ル 牝5栗 55 S．フォーリー �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 468＋ 22：02．42 6．8�
（愛）

814 ヒルノマテーラ 牝6黒鹿55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 466± 0 〃 ハナ 7．0�
713 レーヴデトワール 牝6黒鹿49 酒井 学 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468± 02：02．5� 30．7�
815 ダイワドレッサー 牝4鹿 54 川須 栄彦大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466－ 22：03．77 17．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 92，833，300円 複勝： 137，967，900円 枠連： 66，431，700円
馬連： 370，987，400円 馬単： 131，804，100円 ワイド： 178，409，000円
3連複： 676，651，100円 3連単： 819，342，900円 計： 2，474，427，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 570円 � 360円 枠 連（3－6） 2，080円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 13，050円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 870円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 20，920円 3 連 単 ��� 120，440円

票 数

単勝票数 計 928333 的中 � 148047（1番人気）
複勝票数 計1379679 的中 � 239101（1番人気）� 53701（10番人気）� 92244（6番人気）
枠連票数 計 664317 的中 （3－6） 24658（9番人気）
馬連票数 計3709874 的中 �� 38555（27番人気）
馬単票数 計1318041 的中 �� 7572（48番人気）
ワイド票数 計1784090 的中 �� 18341（31番人気）�� 54703（8番人気）�� 12873（44番人気）
3連複票数 計6766511 的中 ��� 24248（71番人気）
3連単票数 計8193429 的中 ��� 4932（416番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―37．2―49．5―1：01．6―1：13．4―1：25．3―1：37．1―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マキシマムドパリ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．30 京都3着

2012．2．1生 牝5芦 母 マドモアゼルドパリ 母母 ア ド マ イ ス 19戦5勝 賞金 158，848，000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。

02012 1月14日 小雪 稍重 （29中京1）第1日 第12競走 ��1，200�
お お す

大 須 特 別
発走16時00分 （ダート・左）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

713 タマモイレブン 牡5鹿 57 太宰 啓介タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 520－ 21：12．3 17．2�
815 ウインオスカー 牡4鹿 56 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B502± 01：12．4� 6．5�
47 シアーライン 牡4鹿 56 四位 洋文吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 516－ 6 〃 ハナ 4．9�
816 ミキノグランプリ 牡6栗 57 木幡 初也谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 474± 01：12．61� 17．1�
611 ディアドナテロ 牡5黒鹿57 �島 良太ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B482－ 2 〃 クビ 96．5�
612 クリノリーソクツモ 牝5鹿 55 北村 友一栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 442－ 41：12．7クビ 49．4	
714	 ゼ ア ミ 牡6芦 57 岩田 康誠 
シルクレーシング 竹内 正洋 米 Barnett Sta-

bles LLC 540＋ 6 〃 ハナ 12．6�
12 クリムゾンバローズ 牡4栗 56 田辺 裕信猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 530＋20 〃 クビ 6．9�
36 	 ストロボフラッシュ 牝4芦 54 菱田 裕二吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &

Felicia Branham 472－ 41：13．01
 2．3
11 メイショウシャチ 牡4鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 468－ 41：13．21� 58．9�
23 リバーサイドパーク 牝4鹿 54 川須 栄彦
飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 442－ 4 〃 同着 234．0�
59 コージェント 牡4鹿 56 酒井 学水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 550＋ 81：13．41 145．5�
35 ブ ロ ワ 牝4黒鹿54 横山 和生
ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 460－101：13．61� 28．9�
510 ナムラボルト 牡4栗 56 岩崎 翼奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 484－ 4 〃 ハナ 60．7�
24 ヒカルランナー 牡8鹿 57 石神 深一安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 522＋ 21：13．7クビ 147．3�
48 ギャラクシーエクス 牡6黒鹿57 �島 克駿 
サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：14．76 86．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，370，300円 複勝： 58，608，700円 枠連： 24，022，000円
馬連： 90，330，100円 馬単： 42，887，500円 ワイド： 55，118，300円
3連複： 125，169，000円 3連単： 176，244，200円 計： 619，750，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 350円 � 270円 � 180円 枠 連（7－8） 1，190円

馬 連 �� 5，410円 馬 単 �� 12，150円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，190円 �� 780円

3 連 複 ��� 10，400円 3 連 単 ��� 83，780円

票 数

単勝票数 計 473703 的中 � 21963（7番人気）
複勝票数 計 586087 的中 � 37746（7番人気）� 54395（3番人気）� 103608（2番人気）
枠連票数 計 240220 的中 （7－8） 15584（5番人気）
馬連票数 計 903301 的中 �� 12938（18番人気）
馬単票数 計 428875 的中 �� 2647（37番人気）
ワイド票数 計 551183 的中 �� 7662（18番人気）�� 11865（13番人気）�� 18764（7番人気）
3連複票数 計1251690 的中 ��� 9019（31番人気）
3連単票数 計1762442 的中 ��� 1525（239番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．5―12．9―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．4―47．3―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモイレブン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2014．10．5 新潟4着

2012．3．26生 牡5鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー 24戦4勝 賞金 49，482，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ウインオスカー号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 4頭 サノココ号・ディープミタカ号・ブライスガウ号・フレンチイデアル号



（29中京1）第1日 1月14日（土曜日） 雪一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 187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
厩務員出走奨励金

238，030，000円
12，440，000円
2，030，000円
28，140，000円
69，609，000円
6，455，600円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
342，574，900円
519，773，300円
203，947，300円
794，885，900円
357，566，600円
459，211，000円
1，276，135，000円
1，658，671，300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 5，612，765，300円

総入場人員 6，839名 （有料入場人員 5，318名）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 595.276]
>> setpagedevice


