
3502512月9日 晴 良 （29中京4）第3日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：24．3
1：23．0

良
重

510 グローリーグローリ 牡2黒鹿55 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 484－ 41：26．6 10．0�
24 ディーズアマーレ 牝2青鹿54 和田 竜二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 428－ 41：27．23� 4．5�
12 モンサンフィエール 牡2栗 55 北村 友一山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 448－ 21：27．41� 8．0�
59 フラワーストリーム 牡2鹿 55 松若 風馬花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 ハナ 26．3�
35 テイエムヘニーズ 牡2鹿 55 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 472－ 21：27．5	 34．1�
36 レッドジョルト 牡2栗 55 松山 弘平 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 9．3	
11 クラウンミリオン 牡2鹿 55 西田雄一郎矢野まり子氏 伊藤 伸一 日高 クラウン日高牧場 468－ 21：27．92� 45．0

48 メルトポイント 牡2栗 55 石橋 脩杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 454－18 〃 ハナ 82．4�
713
 ステラストラータ 牡2鹿 55 中井 裕二岡田 牧雄氏 尾形 和幸 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

478＋121：28．0� 16．1�
816 ジューンナイト 牡2青鹿55 C．デムーロ 吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 442＋121：28．32 7．7

（仏）

612 ブラックチーカ 牝2青 54 江田 照男岡田 牧雄氏 田中 剛 新ひだか 岡田スタツド 418－ 21：28．61	 265．0�
611 サンデンクレール 牝2黒鹿54 川須 栄彦山田 春枝氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 456－ 21：29．13 4．1�
23 ゴ ウ ノ モ ノ 牡2青鹿55 横山 和生岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 B472＋ 41：29．31� 12．8�
815 アブナイヒロユキ 牡2黒鹿55 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 B508＋ 61：29．83 155．8�
714 サノノスカイ 牡2鹿 55

52 ▲菊沢 一樹佐野 信幸氏 中野 栄治 新ひだか 荒木 貴宏 464＋ 81：30．33 206．2�
47 サノノバクシン 牡2鹿 55

52 ▲藤田菜七子佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 508± 01：30．72� 94．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，022，000円 複勝： 31，755，700円 枠連： 10，641，200円
馬連： 37，336，100円 馬単： 17，903，600円 ワイド： 27，973，900円
3連複： 58，314，200円 3連単： 60，401，800円 計： 265，348，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 240円 � 160円 � 280円 枠 連（2－5） 1，120円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，320円 �� 600円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 30，430円

票 数

単勝票数 計 210220 的中 � 17548（6番人気）
複勝票数 計 317557 的中 � 31966（4番人気）� 64826（1番人気）� 25044（6番人気）
枠連票数 計 106412 的中 （2－5） 7331（4番人気）
馬連票数 計 373361 的中 �� 14094（8番人気）
馬単票数 計 179036 的中 �� 2824（19番人気）
ワイド票数 計 279739 的中 �� 11303（4番人気）�� 5177（17番人気）�� 12314（2番人気）
3連複票数 計 583142 的中 ��� 9341（11番人気）
3連単票数 計 604018 的中 ��� 1439（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．3―48．2―1：01．2―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローリーグローリ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．8．27 小倉9着

2015．2．26生 牡2黒鹿 母 チャームピクチャー 母母 サンドピクチャー 4戦1勝 賞金 5，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ジツリキナカヤマ号
※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。

3502612月9日 曇 良 （29中京4）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走10時30分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，500，000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 クインアマランサス 牝3栗 54 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：53．9 7．3�
24 � ラレッサングル 牝4鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 454＋ 6 〃 アタマ 3．7�
59 ロ ッ タ ラ ブ 牝3芦 54

51 ▲川又 賢治吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 472－ 61：54．43 18．4�
36 ナガラエンカ 牝3鹿 54 国分 恭介長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ

ングセンター 442－ 81：54．5� 53．4�
47 トリプライト 牝4鹿 55 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B470＋161：54．71� 24．4�
48 アイアンテーラー 牝3栗 54 	島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 478＋12 〃 ハナ 5．4	
23 ラガーユミリン 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 456＋ 81：54．8
 80．5

611 ライムチャン 牝4鹿 55 松山 弘平ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 478＋ 21：55．22� 5．1�
612 ショウナンマシェリ 牝4鹿 55 藤岡 康太�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 470＋101：55．3� 28．2�
12 メイショウケンプウ 牝4黒鹿 55

54 ☆城戸 義政松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 446－161：55．51 196．6
816 サンウィノナ 牝5鹿 55 中井 裕二 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 シンボリ牧場 474＋ 61：55．6
 233．3�
35 コットンパール 牝4鹿 55 長岡 禎仁�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 454－ 81：55．81� 372．9�
713 ミスズマンボ 牝4青鹿 55

52 ▲藤田菜七子永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 472－ 2 〃 アタマ 65．5�
714 セイントヘレナ 牝3鹿 54 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490－ 51：56．65 36．9�
815 ウインミストレス 牝3黒鹿54 菱田 裕二�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム B460± 01：56．92 159．4�
510 ストライクショット 牝4鹿 55 C．デムーロ�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500－ 21：58．07 4．1�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，010，300円 複勝： 39，591，500円 枠連： 10，013，600円
馬連： 41，204，500円 馬単： 20，228，900円 ワイド： 29，407，600円
3連複： 57，127，300円 3連単： 68，774，100円 計： 290，357，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 200円 � 150円 � 390円 枠 連（1－2） 1，270円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，690円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 31，410円

票 数

単勝票数 計 240103 的中 � 26159（5番人気）
複勝票数 計 395915 的中 � 51339（4番人気）� 87722（1番人気）� 19994（6番人気）
枠連票数 計 100136 的中 （1－2） 6097（7番人気）
馬連票数 計 412045 的中 �� 25570（5番人気）
馬単票数 計 202289 的中 �� 6026（9番人気）
ワイド票数 計 294076 的中 �� 18842（4番人気）�� 4254（18番人気）�� 5351（13番人気）
3連複票数 計 571273 的中 ��� 7408（14番人気）
3連単票数 計 687741 的中 ��� 1587（87番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．4―12．9―12．0―13．2―13．2―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．4―50．3―1：02．3―1：15．5―1：28．7―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クインアマランサス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．12．25 阪神14着

2014．1．29生 牝3栗 母 ヒカルアマランサス 母母 ス タ ー ミ ー 6戦2勝 賞金 16，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 フラワーズブルーム号
※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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 中京競馬 第３日



3502712月9日 曇 良 （29中京4）第3日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走11時00分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：10．0
1：08．7

重
重

510� オールドベイリー 牡3黒鹿56 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 米 Elm Tree
Farm, LLC 464＋ 21：12．0 14．4�

47 ノーフィアー 牡3栗 56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 492＋ 61：12．42	 12．5�
713 グランドガール 牝3鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 476＋12 〃 ハナ 47．1�
611 ローゼンタール 牝4栗 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 516＋181：12．5
 42．8�
59 � ストロボフラッシュ 牝4芦 55 C．デムーロ 吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &

Felicia Branham 480－ 21：12．6	 2．1�
（仏）

12 タイガーヴォーグ 牡4鹿 57 丸山 元気千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B496＋ 4 〃 クビ 12．3�
11 メイショウテンセイ 牡3鹿 56 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 �橋本牧場 512＋301：12．7クビ 48．8	
35 サイモンゼーレ 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 496＋ 81：12．91 4．2

23 プラントアゲン 牝5黒鹿 55

54 ☆木幡 初也浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 464－ 61：13．0
 89．0�
36 マイティジャック 牡4黒鹿 57

54 ▲川又 賢治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 21：13．1
 238．2

815 アラマサクロフネ 牝6鹿 55 西田雄一郎�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 522＋ 61：13．2	 103．5�
24 コントローラー 牡3栗 56 的場 勇人�ヒダカファーム的場 均 浦河 榊原 敏明 484＋ 6 〃 クビ 119．1�
612� トッコディルーチェ 4鹿 57

56 ☆城戸 義政加藤 誠氏 中竹 和也 米
Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

508＋141：13．51
 40．6�
816� フライングニンバス 牝5鹿 55 藤岡 康太橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough

LLC 514＋ 21：13．92	 14．4�
714� マイネルアムニス 牡3芦 56 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 502＋141：15．17 9．0�

48 � モズキングタイド 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米
Omega Farm, B. D.
Gibbs Farm LLC &
Chancey Mill Farm

470＋ 41：15．2クビ 89．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，766，800円 複勝： 39，766，500円 枠連： 10，186，100円
馬連： 42，006，100円 馬単： 22，347，000円 ワイド： 32，803，200円
3連複： 60，279，500円 3連単： 74，518，400円 計： 310，673，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 620円 � 290円 � 1，080円 枠 連（4－5） 1，080円

馬 連 �� 7，860円 馬 単 �� 14，020円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 6，380円 �� 5，030円

3 連 複 ��� 84，340円 3 連 単 ��� 514，530円

票 数

単勝票数 計 287668 的中 � 15952（6番人気）
複勝票数 計 397665 的中 � 16144（7番人気）� 41545（3番人気）� 8794（9番人気）
枠連票数 計 101861 的中 （4－5） 7294（4番人気）
馬連票数 計 420061 的中 �� 4137（24番人気）
馬単票数 計 223470 的中 �� 1195（37番人気）
ワイド票数 計 328032 的中 �� 3509（23番人気）�� 1316（51番人気）�� 1677（44番人気）
3連複票数 計 602795 的中 ��� 536（180番人気）
3連単票数 計 745184 的中 ��� 105（1025番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．6―12．2―12．3―12．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．3
3 16（5，9，10）（8，13）（3，7）11（4，2，14）15－6，1，12 4 16（9，10）（5，13）（8，7）（3，2，11）（4，15）14，6，1，12

勝馬の
紹 介

�オールドベイリー �
�
父 To Honor and Serve �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2016．11．6 東京1着

2014．4．6生 牡3黒鹿 母 Passion Du Coeur 母母 Arianna’s Passion 7戦2勝 賞金 17，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アポロリュウセイ号・カネノイロ号・ストラボ号
※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。

3502812月9日 曇 良 （29中京4）第3日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．2良

814 ショウナンアリスト 牡3黒鹿58 金子 光希国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 478－183：17．9 22．9�
813 クワッドアクセル 牡5栗 60 鈴木 慶太�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 466－ 23：18．22 15．0�
33 タガノアーバニティ 牡4栗 60 熊沢 重文八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506＋123：18．62� 1．9�
69 メイショウタカモリ 牡3芦 58 平沢 健治松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 500＋103：18．7クビ 10．5�
11 シゲルゴリラ 牡3黒鹿58 草野 太郎森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 472＋ 2 〃 クビ 24．3�
46 � アサクサゴールド 牡7黒鹿60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468＋ 43：18．8� 10．5	
57 � ホーリーシュラウド 牝5黒鹿58 森 一馬星野 康三氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 464＋ 63：19．11� 45．9

58 ヨ カ グ ラ 	4栗 60 林 満明 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 488－ 43：19．63 5．0�
711 イ ク ラ ト ロ 牡6鹿 60 白浜 雄造 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 442± 03：19．7クビ 24．6
712 ユキノマルガリータ 牝7鹿 58 五十嵐雄祐井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 476－ 23：20．23 144．5�
45 ブルベアリンクス 牡3黒鹿58 植野 貴也 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 474＋103：21．37 12．8�
34 ポイントオブエイム 牡3青鹿58 山本 康志岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 築紫 洋 456± 03：24．0大差 227．1�
610 オシノイッテ 牡3栗 58 大江原 圭西村新一郎氏 天間 昭一 青森 久保フアーム 456＋103：28．9大差 201．1�
22 ランドオザリール 牡6鹿 60 西谷 誠 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 544＋20 （競走中止） 33．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，070，900円 複勝： 26，184，400円 枠連： 9，852，800円
馬連： 30，795，100円 馬単： 18，515，300円 ワイド： 21，506，500円
3連複： 46，904，900円 3連単： 65，919，600円 計： 240，749，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，290円 複 勝 � 390円 � 310円 � 120円 枠 連（8－8） 8，400円

馬 連 �� 9，270円 馬 単 �� 18，310円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 1，040円 �� 510円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 58，280円

票 数

単勝票数 計 210709 的中 � 7345（7番人気）
複勝票数 計 261844 的中 � 12587（8番人気）� 16559（6番人気）� 86352（1番人気）
枠連票数 計 98528 的中 （8－8） 909（24番人気）
馬連票数 計 307951 的中 �� 2572（27番人気）
馬単票数 計 185153 的中 �� 758（52番人気）
ワイド票数 計 215065 的中 �� 2482（23番人気）�� 5227（9番人気）�� 11611（5番人気）
3連複票数 計 469049 的中 ��� 6627（17番人気）
3連単票数 計 659196 的中 ��� 820（181番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 51．0－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンアリスト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．2．19 東京5着

2014．2．27生 牡3黒鹿 母 ラッキーマーメイド 母母 ビワグッドラック 障害：4戦1勝 賞金 12，580，000円
〔競走中止〕 ランドオザリール号は，競走中に異常歩様となったため2周目4号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ランドオザリール号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。
※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 ナポレオン号・ブルーガーディアン号・ユキノサンブライト号・ワンダーオブテール号



3502912月9日 曇 良 （29中京4）第3日 第5競走 ��3，300�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時20分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4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3：34．3稍重

69 クラウンフレイム 牡5鹿 60 植野 貴也�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 510＋ 63：37．6 59．6�
58 アズマタックン 牡4青鹿60 金子 光希東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 504＋14 〃 クビ 7．0�
34 サトノセレリティ 牡6鹿 60 上野 翔 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 498± 03：37．7クビ 12．0�
46 メイショウライナー 牡7鹿 60 難波 剛健松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 488＋ 43：37．8� 8．7�
57 アドマイヤフォルム 牡4黒鹿62 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 492＋123：38．01� 5．4	
813 プレシャスタイム 牡4鹿 60 佐久間寛志小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 428± 03：38．63� 12．0

33 マイネルヴォーダン 牡5栗 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 514－ 43：38．92 9．3�
814� ヤマタケジャイアン 	4芦 60 小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 464－ 23：39．11� 30．6�
45 ツジスーパーサクラ 牝5芦 60 平沢 健治辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 83：39．52� 17．1
610 ホーガンブリッジ 牡3鹿 58 鈴木 慶太塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 494＋ 2 〃 クビ 71．4�
712 ルグランシェクル 牡4黒鹿60 大江原 圭藤田 岳彦氏 大江原 哲 日高 木村牧場 464＋ 43：39．6� 179．6�
711 マイネルゼーラフ 牡6青鹿60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 504＋103：43．1大差 51．3�
11 ミュートエアー 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 452－ 43：44．37 38．8�
22 シャインレッド 	4鹿 60 石神 深一了德寺健二氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 516＋ 43：47．4大差 2．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，474，000円 複勝： 21，888，700円 枠連： 11，604，300円
馬連： 27，869，500円 馬単： 15，316，700円 ワイド： 19，931，500円
3連複： 44，269，200円 3連単： 56，108，300円 計： 214，462，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，960円 複 勝 � 1，130円 � 230円 � 420円 枠 連（5－6） 3，470円

馬 連 �� 11，730円 馬 単 �� 24，490円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 4，060円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 33，060円 3 連 単 ��� 280，540円

票 数

単勝票数 計 174740 的中 � 2344（12番人気）
複勝票数 計 218887 的中 � 4354（10番人気）� 29723（3番人気）� 13239（7番人気）
枠連票数 計 116043 的中 （5－6） 2591（12番人気）
馬連票数 計 278695 的中 �� 1841（37番人気）
馬単票数 計 153167 的中 �� 469（77番人気）
ワイド票数 計 199315 的中 �� 1801（33番人気）�� 1249（44番人気）�� 3547（17番人気）
3連複票数 計 442692 的中 ��� 1004（98番人気）
3連単票数 計 561083 的中 ��� 145（723番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．7－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラウンフレイム �
�
父 オンファイア �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2014．7．27 中京11着

2012．4．5生 牡5鹿 母 ハイフレンドモア 母母 Hi Friend Won 障害：12戦2勝 賞金 30，550，000円
〔発走状況〕 シャインレッド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 シャインレッド号は，発走調教再審査。
※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） 3頭 サウンドギャツビー号・スズカチャンプ号・ブライアンキング号

3503012月9日 晴 良 （29中京4）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時55分 （ダート・左）

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

714 ミキノトランペット 牡3鹿 56 C．デムーロ 谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 524＋161：53．5 2．6�
（仏）

815 アドマイヤプリヴ 牡3青鹿56 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446± 01：54．03 16．7�
510 ナムラヘラクレス 牡3鹿 56 田中 健奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 474－161：54．53 69．7�
611 ナンヨーアーミー 牡4鹿 57 藤岡 佑介中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B538＋ 8 〃 ハナ 30．1�
47 ボ ナ パ ル ト 牡3鹿 56 丸田 恭介幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム B508＋ 21：54．92� 2．4�
59 サンライズチャージ 牡3鹿 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 500＋ 61：55．32� 9．0�
612� ブランダルジャン 牝5芦 55 伊藤 工真河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：55．61� 115．6	
713 クレスコブレイブ 牡3栗 56 浜中 俊堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 530＋ 41：55．91� 17．2

11 リセンティート 牡3鹿 56 嘉藤 貴行米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 502－ 6 〃 クビ 50．2�
24 � ブレイクエース 牡5鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 4 〃 ハナ 30．8
36 コアコンピタンス 牡4鹿 57 江田 照男 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B502－121：56．11	 78．5�
48 � シルバーゲイル 牡4芦 57

54 ▲川又 賢治林 正道氏 的場 均 新ひだか 増本 良孝 498－ 6 〃 アタマ 203．0�
816 インツォリア 牡3鹿 56 北村 友一�G1レーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 512＋201：57．05 16．4�
35 エンパイアガール 牝3黒鹿54 中谷 雄太太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 464－ 41：57．21	 24．6�
23 � ニシノクローバー 牝5黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹秦 千織氏 武藤 善則 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 496＋ 21：57．73 156．0�

12 � ハミルトンパーク 
4栗 57
56 ☆木幡 初也 �コロンバスサークル 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 478－ 61：58．97 99．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，623，800円 複勝： 32，048，900円 枠連： 12，505，200円
馬連： 42，766，600円 馬単： 22，119，300円 ワイド： 30，621，700円
3連複： 61，725，100円 3連単： 86，328，700円 計： 316，739，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 190円 � 450円 � 1，340円 枠 連（7－8） 760円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，720円 �� 14，760円

3 連 複 ��� 34，310円 3 連 単 ��� 109，800円

票 数

単勝票数 計 286238 的中 � 84979（2番人気）
複勝票数 計 320489 的中 � 57713（2番人気）� 17239（6番人気）� 5074（11番人気）
枠連票数 計 125052 的中 （7－8） 12731（2番人気）
馬連票数 計 427666 的中 �� 12577（10番人気）
馬単票数 計 221193 的中 �� 4100（13番人気）
ワイド票数 計 306217 的中 �� 7670（12番人気）�� 4606（16番人気）�� 516（72番人気）
3連複票数 計 617251 的中 ��� 1349（80番人気）
3連単票数 計 863287 的中 ��� 570（279番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―38．8―50．9―1：03．0―1：15．5―1：28．1―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミキノトランペット �
�
父 トランセンド �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2016．9．17 阪神5着

2014．3．21生 牡3鹿 母 インフィニータ 母母 オースミシャロン 10戦2勝 賞金 22，950，000円
〔制裁〕 ナムラヘラクレス号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハミルトンパーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月9日まで平地競

走に出走できない。
※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。



3503112月9日 晴 良 （29中京4）第3日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走13時25分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．2
1：32．3

良
良

36 ドラグーンシチー 牡2鹿 55 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 486± 01：37．3 2．8�
23 ラ セ ッ ト 牡2鹿 55 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 470－ 21：37．4� 2．9�
816 ワイルドフィクサー 牡2鹿 55 川須 栄彦小川 勲氏 作田 誠二 浦河 岡本 昌市 490＋ 8 〃 アタマ 22．6�
815 モンファロン 牡2黒鹿55 北村 友一杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 468＋101：37．61� 21．8�
48 アルジャーノン 牡2栗 55 C．デムーロ Him Rock Racing 荒川 義之 日高 北田 剛 446－ 21：37．81� 6．0�

（仏）

612 メイドインヘヴン 牡2芦 55
54 ☆�島 克駿原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 21：38．01	 15．9	

24 ティーサムライ 牡2黒鹿55 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 470－ 4 〃 ハナ 20．6

713 ミツオサウスポー 牡2栗 55 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 506－ 2 〃 クビ 17．1�
11 エムケイフローラル 牝2青鹿54 横山 典弘 �丸幸小林牧場 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 440＋101：38．21 27．8
35 タレンティドガイ 牡2鹿 55 丸山 元気飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B466＋ 61：38．41� 124．6�
47 エスポワールカフェ 牡2栗 55 横山 和生西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 460± 01：38．72 117．7�
12 コスモミクニグロ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 4 〃 アタマ 191．7�
611 ライクアスター 牝2栗 54 丸田 恭介坂田 行夫氏 伊藤 正徳 新冠 武田 寛治 448－101：39．01	 177．4�
714 キリシマアスカ 牝2鹿 54 中谷 雄太土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 436－ 81：39．1� 246．8�
59 ホーネットドリーム 牡2栗 55

52 ▲藤田菜七子田島 政光氏 松永 康利 日高 モリナガファーム 450＋ 61：39．84 81．9�
（15頭）

510 モンパルナス 牡2鹿 55 石橋 脩栗嶋 豊明氏 牧浦 充徳 新冠 大林ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，366，000円 複勝： 32，804，100円 枠連： 12，489，300円
馬連： 40，422，800円 馬単： 20，743，200円 ワイド： 29，793，900円
3連複： 54，574，400円 3連単： 71，722，800円 計： 293，916，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 140円 � 350円 枠 連（2－3） 310円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 200円 �� 770円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 8，370円

票 数

単勝票数 差引計 313660（返還計 90） 的中 � 91262（1番人気）
複勝票数 差引計 328041（返還計 113） 的中 � 81587（1番人気）� 69986（2番人気）� 15547（8番人気）
枠連票数 差引計 124893（返還計 1 ） 的中 （2－3） 30742（1番人気）
馬連票数 差引計 404228（返還計 496） 的中 �� 82732（1番人気）
馬単票数 差引計 207432（返還計 123） 的中 �� 18869（2番人気）
ワイド票数 差引計 297939（返還計 448） 的中 �� 48129（1番人気）�� 8723（12番人気）�� 6333（13番人気）
3連複票数 差引計 545744（返還計 1492） 的中 ��� 17927（6番人気）
3連単票数 差引計 717228（返還計 1233） 的中 ��� 6208（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．9―37．0―49．6―1：02．6―1：14．9―1：26．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ドラグーンシチー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．11．3 京都3着

2015．4．20生 牡2鹿 母 メイショウアンデス 母母 クィーンズダガー 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔出走取消〕 モンパルナス号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 コウノトリ号・ファステンバーグ号・フルコスト号・マディソンスクエア号
（非抽選馬） 2頭 ナイルデルタ号・ビーユアヒーロー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3503212月9日 晴 良 （29中京4）第3日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：21．9
1：21．5

良
不良

612 サクセスエナジー 牡3黒鹿56 和田 竜二髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 530－ 21：23．8 3．5�
816 モルゲンロート 牡4鹿 57 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 468－ 41：24．54 5．9�
35 クインズラミントン 牡3鹿 56 藤岡 康太亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 476－ 8 〃 ハナ 15．5�
24 スリラーインマニラ �4鹿 57 吉田 隼人古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 446－ 21：24．6� 13．1�
47 スペシャルホース 牡3黒鹿56 藤岡 佑介田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B514＋ 4 〃 クビ 30．6�
11 アストロノーティカ 牡3鹿 56 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 21：24．7クビ 8．8�
59 スズカゴーディー 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 474± 01：24．8� 11．4	
23 フ ィ ビ ュ ラ 牝4芦 55 C．デムーロ 
G1レーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：25．22� 5．3�

（仏）

12 	 マーケットレイズン 牝3芦 54 田中 健峰 哲馬氏 服部 利之 新ひだか 藤吉牧場 440＋101：26．05 211．2�
815	 アーススカイ 牡5鹿 57

54 ▲藤田菜七子松山 増男氏 根本 康広 新冠 競優牧場 B474＋13 〃 クビ 92．3
36 テイルバック 牡3青鹿56 中谷 雄太新井 康司氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 482＋ 21：26．1クビ 37．8�
714 エイシンスペード 牡3栗 56

55 ☆
島 克駿
栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 482± 0 〃 アタマ 37．1�
510 ド ウ デ ィ 牡3鹿 56 松山 弘平 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 482－ 41：26．31� 6．6�
713 サーヒューストン 牡3栗 56 横山 和生窪田 芳郎氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：26．4� 161．5�
48 ル ア 牝3黒鹿54 松若 風馬榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 466－141：26．5� 96．0�
611 サウスリバティー 牡5栗 57

54 ▲川又 賢治南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 478＋ 61：26．92� 179．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，737，100円 複勝： 43，929，100円 枠連： 12，945，200円
馬連： 49，850，500円 馬単： 24，097，400円 ワイド： 35，907，000円
3連複： 66，975，100円 3連単： 86，942，400円 計： 352，383，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 160円 � 500円 枠 連（6－8） 920円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，190円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 8，750円 3 連 単 ��� 30，310円

票 数

単勝票数 計 317371 的中 � 71079（1番人気）
複勝票数 計 439291 的中 � 73615（2番人気）� 82880（1番人気）� 16581（8番人気）
枠連票数 計 129452 的中 （6－8） 10903（4番人気）
馬連票数 計 498505 的中 �� 40093（1番人気）
馬単票数 計 240974 的中 �� 11270（1番人気）
ワイド票数 計 359070 的中 �� 25573（1番人気）�� 7477（16番人気）�� 3221（29番人気）
3連複票数 計 669751 的中 ��� 5740（31番人気）
3連単票数 計 869424 的中 ��� 2079（93番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―12．0―12．7―12．3―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクセスエナジー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．4．1 阪神6着

2014．4．11生 牡3黒鹿 母 サクセスアイニー 母母 アワーミスレッグス 6戦2勝 賞金 15，500，000円
〔制裁〕 サーヒューストン号の調教師杉浦宏昭は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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 ランニングマン号
※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。



3503312月9日 晴 良 （29中京4）第3日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時25分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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
1：58．3
1：56．1

良
良

24 ブルークランズ 牝3鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 476－122：00．6 3．7�
818 エレクトロニカ 牝3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 426＋202：00．92 13．2�
611 ナ ル ハ ヤ 牝3黒鹿54 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 492＋ 62：01．11� 48．3�
23 アルケミスト 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 442＋ 62：01．2クビ 49．3�
35 ザ ク イ ー ン 牝3黒鹿54 C．デムーロ�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 472± 02：01．3� 9．3	

（仏）

59 スパイクナード 牝3黒鹿54 吉田 隼人前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 442＋10 〃 クビ 9．8


713 パーシーズベスト 牝4黒鹿55 浜中 俊 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：01．4クビ 6．8�
48 ドロウアカード 牝3栗 54 藤岡 佑介�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 8 〃 クビ 20．6�
11 レッドコルディス 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 482＋ 42：01．5� 11．6
12 ラグナアズーラ 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：01．6� 50．7�
36 アオイプリンセス 牝4鹿 55 和田 竜二新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 2 〃 クビ 4．9�
715 ゴールデンハープ 牝5栗 55 横山 和生窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 62：01．91� 203．2�
817 サ ッ チ ン 牝3鹿 54 長岡 禎仁由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 430＋ 22：02．0� 92．8�
612 ブリシンガメン 牝3栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 462＋16 〃 ハナ 123．6�
714� ミスズメサイア 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 438＋ 42：02．1クビ 133．1�
47 リリックドラマ 牝3鹿 54 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋102：02．73� 14．0�
816 クインズゴールド 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 428－ 2 〃 クビ 61．1�
510 レイトブルーマー 牝3芦 54 丸山 元気堀 祥子氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 448－ 42：03．33� 26．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，237，700円 複勝： 54，005，300円 枠連： 17，667，600円
馬連： 57，006，200円 馬単： 26，632，300円 ワイド： 41，729，000円
3連複： 85，087，700円 3連単： 100，333，000円 計： 414，698，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 410円 � 1，170円 枠 連（2－8） 2，250円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 2，710円 �� 9，130円

3 連 複 ��� 40，820円 3 連 単 ��� 152，170円

票 数

単勝票数 計 322377 的中 � 68858（1番人気）
複勝票数 計 540053 的中 � 102200（1番人気）� 31954（7番人気）� 9688（12番人気）
枠連票数 計 176676 的中 （2－8） 6068（12番人気）
馬連票数 計 570062 的中 �� 15644（8番人気）
馬単票数 計 266323 的中 �� 4980（9番人気）
ワイド票数 計 417290 的中 �� 9559（10番人気）�� 3945（29番人気）�� 1149（72番人気）
3連複票数 計 850877 的中 ��� 1563（125番人気）
3連単票数 計1003330 的中 ��� 478（518番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．0―12．6―12．4―12．0―11．9―11．5―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―37．0―49．6―1：02．0―1：14．0―1：25．9―1：37．4―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．7
1
3

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

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

ブルークランズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．1．22 京都2着

2014．1．22生 牝3鹿 母 ランズエッジ 母母 ウインドインハーヘア 7戦2勝 賞金 24，342，000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。

3503412月9日 晴 良 （29中京4）第3日 第10競走 ��
��1，800�

は ま な こ

浜 名 湖 特 別
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

59 ナンヨープルートー 牡3鹿 56 北村 友一中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 496－ 21：52．9 11．0�
11 アスターゴールド 牡3栗 56 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 498＋ 21：53．32� 3．2�
611 オ ク ラ ホ マ 牡3栗 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 500－ 6 〃 ハナ 14．8�
816 サウスザスナイパー 牡3黒鹿56 菊沢 一樹南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 530＋ 61：53．61	 9．5�
24 コティニャック 牡5青鹿57 丸山 元気伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B528＋12 〃 クビ 4．0�
612 バニーテール 牝3芦 54 C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476－ 41：53．7クビ 3．9	
（仏）

35 キョウワランサー 牡6栗 57 国分 恭介
協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B486＋221：53．91
 33．2�
713 ワイドリーザワン 牡5黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 2 〃 ハナ 75．8�
36 メイプルレインボー 牡5栗 57 長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 496± 01：54．32� 29．5
815� カレンジラソーレ 牡4栗 57 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 500＋141：54．4クビ 93．3�
48 デ モ ニ オ 牡6青 57 中谷 雄太 
サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：54．72 56．2�
510 サ ノ サ マ ー 牡3栗 56 藤岡 佑介佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 468± 0 〃 ハナ 33．7�
47 ラインフェルス 牡5栗 57 菱田 裕二村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 486± 01：54．8クビ 45．9�
23 � エイシンスペーシア �6栗 57 山本 康志岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 B460＋ 61：55．97 276．5�
12  ヌ ー ナ 牝5黒鹿55 木幡 初也岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

534－141：56．21	 159．9�
714 ケイツートール 牡4青鹿57 西田雄一郎楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 488－121：56．41
 74．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，436，400円 複勝： 49，800，300円 枠連： 19，846，000円
馬連： 73，464，900円 馬単： 34，354，900円 ワイド： 45，625，700円
3連複： 101，846，500円 3連単： 126，748，200円 計： 489，122，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 290円 � 160円 � 330円 枠 連（1－5） 1，830円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 900円 �� 2，010円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 9，970円 3 連 単 ��� 62，420円

票 数

単勝票数 計 374364 的中 � 27125（5番人気）
複勝票数 計 498003 的中 � 40269（5番人気）� 99726（1番人気）� 34354（6番人気）
枠連票数 計 198460 的中 （1－5） 8386（7番人気）
馬連票数 計 734649 的中 �� 22304（8番人気）
馬単票数 計 343549 的中 �� 4784（19番人気）
ワイド票数 計 456257 的中 �� 13270（8番人気）�� 5673（18番人気）�� 11440（12番人気）
3連複票数 計1018465 的中 ��� 7657（31番人気）
3連単票数 計1267482 的中 ��� 1472（178番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．7―13．2―12．4―12．7―12．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．7―50．9―1：03．3―1：16．0―1：28．7―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．9
1
3
16（1，12）－（3，14）（2，4）（5，6，11）9，8，15，10，13，7
9（1，11）（16，4）（12，6，8）（5，3，14）－2（15，7）－10－13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨープルートー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 High Chaparral デビュー 2016．11．6 京都3着

2014．4．7生 牡3鹿 母 ハイカックウ 母母 オブザーヴァント 13戦3勝 賞金 40，215，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ドゥリーミン号
（非抽選馬） 2頭 サハラファイター号・フォーカード号
※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。



3503512月9日 晴 良 （29中京4）第3日 第11競走 ��
��2，000�第53回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，28．12．10以降29．12．3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

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

713 メートルダール 牡4鹿 55 C．デムーロ �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：59．3 5．4�
（仏）

510 ミッキーロケット 牡4鹿 57．5 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：59．51� 4．0�
612 ロードヴァンドール 牡4栗 56 横山 典弘 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B504＋ 61：59．6� 8．2�
817� ショウナンバッハ 牡6鹿 54 木幡 初也国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B444± 0 〃 ハナ 29．3�
611 マキシマムドパリ 牝5芦 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 アタマ 7．5	
24 マウントロブソン 牡4芦 57．5 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 アタマ 6．3

35 バンドワゴン 牡6黒鹿54 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 544＋ 21：59．81	 37．9�
714 ケ ン ト オ ー 牡5黒鹿56 菱田 裕二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 468± 0 〃 アタマ 132．8�
12 スズカデヴィアス 牡6黒鹿56．5 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 522＋141：59．9クビ 8．3
48 パドルウィール 牡6芦 54 松山 弘平 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 4 〃 クビ 67．5�
47 ヴ ォ ー ジ ュ 牡4青鹿54 国分 恭介杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 526－ 22：00．0クビ 51．5�
816 クィーンチャーム 牝5黒鹿52 中谷 雄太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 440－ 82：00．1� 95．3�
23 タイセイサミット 牡4栗 56 丸田 恭介田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 506＋16 〃 ハナ 30．7�
36 フェルメッツァ 牡6鹿 55 北村 友一 �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 472＋ 62：00．31	 20．2�
59 
 ストーンウェア 牡5鹿 54 丸山 元気吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 474＋ 6 〃 クビ 16．5�
818 レコンダイト 牡7黒鹿55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456＋ 8 〃 アタマ 124．2�
11 フ ル ー キ ー 牡7青鹿57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B488－102：00．4� 50．2�
715 サラトガスピリット 牡5栗 53 川須 栄彦平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 512＋ 82：01．03� 219．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 133，505，200円 複勝： 211，950，700円 枠連： 72，802，000円
馬連： 413，913，000円 馬単： 151，963，500円 ワイド： 243，669，400円
3連複： 720，224，900円 3連単： 867，379，900円 計： 2，815，408，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 170円 � 270円 枠 連（5－7） 1，190円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，050円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 23，260円

票 数

単勝票数 計1335052 的中 � 197269（2番人気）
複勝票数 計2119507 的中 � 293894（2番人気）� 359982（1番人気）� 178306（6番人気）
枠連票数 計 728020 的中 （5－7） 47090（3番人気）
馬連票数 計4139130 的中 �� 207455（1番人気）
馬単票数 計1519635 的中 �� 40171（3番人気）
ワイド票数 計2436694 的中 �� 109675（1番人気）�� 57895（12番人気）�� 84496（5番人気）
3連複票数 計7202249 的中 ��� 120866（8番人気）
3連単票数 計8673799 的中 ��� 27026（44番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．7―12．6―12．1―12．2―12．1―11．6―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―36．0―48．6―1：00．7―1：12．9―1：25．0―1：36．6―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．3
1
3

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

2
4

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

メートルダール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．9．5 札幌3着

2013．2．22生 牡4鹿 母 イグジビットワン 母母 Tsar’s Pride 15戦6勝 賞金 157，906，000円
〔制裁〕 ショウナンバッハ号の騎手木幡初也は，2コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）

ショウナンバッハ号の騎手木幡初也は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 フェイマスエンド号・マイネルディーン号
※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。

3503612月9日 晴 良 （29中京4）第3日 第12競走 ��
��1，400�

い ぬ や ま

犬 山 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

59 ダイメイフジ 牡3鹿 56 松山 弘平宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 510＋121：21．3 3．6�
611� アーチキング 	4鹿 57 C．デムーロ �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 516＋101：21．61
 5．9�
（仏）

816 サンライズマジック 牡3鹿 56 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 480－ 61：21．7� 5．7�
714�� トーセンクリス 牝4鹿 55 和田 竜二島川 �哉氏 大久保龍志 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

510－ 6 〃 アタマ 7．3�
818 カープストリーマー 牡4栗 57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 522＋12 〃 クビ 20．5	
47 リ ナ ー テ 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476－ 21：21．91 15．0

23 グリニッチヴィレジ 牝4黒鹿55 江田 照男 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 432－ 61：22．11 37．4�
817� ナンヨービーナス 牝3鹿 54 丸山 元気中村 德也氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 508－241：22．2
 161．7
715 ハッピーランラン 牝3鹿 54 松若 風馬馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 ハナ 46．6�
24 � ヴァイスジーニー 牡3芦 56 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

510＋ 61：22．41 23．0�
713 ケ ル ベ ロ ス 牡4黒鹿57 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 440＋ 61：22．5クビ 4．7�
35 �� トーセンアルバータ 牝4鹿 55 丸田 恭介島川 �哉氏 古賀 史生 豪

Arrowfield Pastoral Pty
Ltd, Planette Thorough-
bred Trading, Belford Pr

482＋ 21：22．71 45．4�
12 � ア ト ロ ポ ス 牝3青鹿54 菱田 裕二大島 昌也氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 452± 01：22．91 95．9�
612 メイショウカクオビ 	4鹿 57 田中 健松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 486＋12 〃 クビ 230．1�
11 サンバダンサー 牝3栗 54 藤田菜七子グリーンスウォード和田 正道 浦河 カナイシスタッド 446＋ 41：23．0クビ 126．4�
48 � チェルカトーレ 牝5栗 55 �島 克駿 �ロードホースクラブ 菊川 正達 えりも エクセルマネジメント B434＋ 21：23．31
 182．5�
510� リアルスキャット 牡4鹿 57 城戸 義政村上 稔氏 佐藤 正雄 むかわ 上水牧場 468－ 21：23．4� 301．8�
36 エスケークラウン 牡3青 56 横山 典弘菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 B490－10 〃 ハナ 40．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 47，242，100円 複勝： 63，697，000円 枠連： 25，719，600円
馬連： 100，009，300円 馬単： 42，273，400円 ワイド： 62，285，000円
3連複： 135，876，200円 3連単： 175，224，300円 計： 652，326，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 230円 � 190円 枠 連（5－6） 1，380円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 570円 �� 520円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 13，060円

票 数

単勝票数 計 472421 的中 � 102535（1番人気）
複勝票数 計 636970 的中 � 101578（2番人気）� 65768（5番人気）� 86420（3番人気）
枠連票数 計 257196 的中 （5－6） 14375（5番人気）
馬連票数 計1000093 的中 �� 54448（4番人気）
馬単票数 計 422734 的中 �� 12645（4番人気）
ワイド票数 計 622850 的中 �� 28315（4番人気）�� 31508（2番人気）�� 22885（8番人気）
3連複票数 計1358762 的中 ��� 37538（4番人気）
3連単票数 計1752243 的中 ��� 9721（17番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．5―12．1―11．9―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．5―46．6―58．5―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイメイフジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．20 京都2着

2014．3．27生 牡3鹿 母 ダイメイダーク 母母 スノーペトレル 10戦2勝 賞金 42，624，000円
〔制裁〕 サンライズマジック号の騎手浜中俊は，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：15番）
〔その他〕 サンライズマジック号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コパノピエール号
（非抽選馬） 6頭 サクラヴィオーラ号・フリームーヴメント号・ペイシャマリヤ号・ユウチェンジ号・ラトゥール号・ルイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（29中京4）第3日 12月9日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 193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

256，730，000円
12，200，000円
2，230，000円
30，500，000円
80，449，000円
6，953，600円
1，852，800円

勝馬投票券売得金
454，492，300円
647，422，200円
226，272，900円
956，644，600円
416，495，500円
621，254，400円
1，493，205，000円
1，840，401，500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 6，656，188，400円

総入場人員 16，324名 （有料入場人員 14，547名）
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