
3503712月9日 晴 良 （30中京4）第4日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：24．3
1：23．0

良
重

47 � スポーカンテソーロ 牝2栗 54
52 △横山 武史了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Summer-
hill Farm 516＋ 81：26．6 2．2�

816 セイウンクロノス 牡2青鹿55 菱田 裕二西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 野島牧場 434－ 41：27．24 7．6�
11 テイエムストーン 牝2鹿 54 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋101：27．51� 28．4�
713 サルトアトランテ 牝2鹿 54

53 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440± 01：27．6クビ 4．6�

815 セイカハルカゼ 牝2鹿 54 吉田 隼人久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 440－ 6 〃 ハナ 149．7	
35 トーセンアトランタ 牡2鹿 55 中谷 雄太島川 
哉氏 小野 次郎 浦河 大島牧場 470＋101：27．81	 7．2�
36 メイショウテッペキ 牡2鹿 55

53 △富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤沢牧場 512－ 61：28．22
 39．4�
714 オウケンラブルナ 牝2栗 54 松田 大作福井 明氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 458－ 2 〃 クビ 13．4
12 ハイロードシチー 牡2黒鹿 55

52 ▲西村 淳也 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 490＋121：28．83
 65．4�
23 ノーブルペガサス 牝2鹿 54 �島 克駿吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 三石川上牧場 468± 01：28．9
 245．6�
611� スカーレットベガ 牝2栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 愛

Eimear Mulhern
& Maureen
Haughey

412＋ 21：29．11	 14．8�
612 ヒリーズサン 牝2黒鹿54 佐藤 友則山下 良子氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 446－ 41：29．42 510．1�

（笠松）

24 タイガーティナ 牝2黒鹿54 柴山 雄一伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ハシモトフアーム 436＋ 61：29．5
 168．6�
59 カガコルヴェヤ 牝2栗 54 国分 優作香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか 飛野牧場 442＋101：29．71	 206．5�
48 ダズリングビーチ 牝2黒鹿54 丸田 恭介 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B448－ 61：29．8クビ 119．6�
510 カシノパーティ 牝2鹿 54 川須 栄彦柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 ディアレスト

クラブ 488＋161：30．75 198．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，409，300円 複勝： 26，074，400円 枠連： 8，407，700円
馬連： 36，363，000円 馬単： 19，579，900円 ワイド： 27，230，900円
3連複： 55，316，200円 3連単： 69，942，200円 計： 266，323，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 220円 � 350円 枠 連（4－8） 1，260円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 570円 �� 900円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 17，580円

票 数

単勝票数 計 234093 的中 � 88146（1番人気）
複勝票数 計 260744 的中 � 75408（1番人気）� 25877（4番人気）� 14106（7番人気）
枠連票数 計 84077 的中 （4－8） 5139（5番人気）
馬連票数 計 363630 的中 �� 20655（4番人気）
馬単票数 計 195799 的中 �� 6609（6番人気）
ワイド票数 計 272309 的中 �� 12780（5番人気）�� 7730（12番人気）�� 4130（19番人気）
3連複票数 計 553162 的中 ��� 6830（21番人気）
3連単票数 計 699422 的中 ��� 2883（54番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．5―13．0―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．6―47．1―1：00．1―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．0―3F39．5
3 7，13，1，5（2，15）（11，16）3（9，12）－（10，6，14）－4－8 4 7（1，13）－（5，15）（2，16）11，3，9（10，6，12）14，4－8

勝馬の
紹 介

�スポーカンテソーロ �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Speightstown デビュー 2018．7．28 札幌5着

2016．1．12生 牝2栗 母 Nimue 母母 Flag Support 4戦1勝 賞金 8，300，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3503812月9日 晴 良 （30中京4）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走10時25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

78 アスターストーリー 牝4鹿 55
52 ▲西村 淳也加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 454＋ 21：54．6 6．0�

66 レジェンディスト 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 464＋141：54．81� 1．7�

22 カ カ ア コ 牝4栗 55 小崎 綾也ニッシンレーシング 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 466＋ 61：55．01� 7．8�
810 メイショウハニー 牝3黒鹿54 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 436＋301：55．74 12．0�
89 クリノアスコット 牝3黒鹿 54

52 △富田 暁栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 B424－ 61：56．01� 15．1�
55 ハ ン ド リ ー 牝3栗 54

52 △横山 武史大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 444－ 3 〃 アタマ 37．7�
11 ジャーマンアイリス 牝5芦 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス	 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 478＋181：56．1� 8．8

44 ミスレジェンド 牝4黒鹿55 松田 大作 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 21：57．48 58．0�
33 ストライクショット 牝5鹿 55 菱田 裕二	イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：57．72 12．1
77 スターリバー 牝3栗 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 452＋ 41：58．02 307．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，897，500円 複勝： 29，554，400円 枠連： 6，856，300円
馬連： 29，693，700円 馬単： 19，623，000円 ワイド： 24，007，100円
3連複： 39，227，000円 3連単： 71，562，600円 計： 242，421，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 140円 � 110円 � 170円 枠 連（6－7） 620円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 260円 �� 560円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 10，550円

票 数

単勝票数 計 218975 的中 � 28901（2番人気）
複勝票数 計 295544 的中 � 44802（2番人気）� 102297（1番人気）� 32596（3番人気）
枠連票数 計 68563 的中 （6－7） 8554（2番人気）
馬連票数 計 296937 的中 �� 40167（1番人気）
馬単票数 計 196230 的中 �� 7284（7番人気）
ワイド票数 計 240071 的中 �� 25668（1番人気）�� 9856（7番人気）�� 16934（3番人気）
3連複票数 計 392270 的中 ��� 21874（1番人気）
3連単票数 計 715626 的中 ��� 4914（32番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．6―13．1―12．0―12．5―13．4―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―38．0―51．1―1：03．1―1：15．6―1：29．0―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
9－6（4，8）1，3（2，5）10－7
6（9，3）8，10，1－（4，2）5，7

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

勝馬の
紹 介

アスターストーリー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 デザートキング デビュー 2017．1．22 中京10着

2014．3．27生 牝4鹿 母 ストーリーテリング 母母 ノーテリング 16戦2勝 賞金 23，350，000円

第４回 中京競馬 第４日
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



3503912月9日 晴 良 （30中京4）第4日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走10時55分 （ダート・左）
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

612� ラホーヤノキセキ 牡4青鹿57 森 一馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 508＋121：12．8 3．5�

47 グランデミノル 牝3鹿 54 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 492－ 21：13．43	 3．2�
35 テンプルツリー 牝5鹿 55

54 ☆川又 賢治山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 464－ 21：13．5
 44．6�
59 エアコンヴィーナ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 448＋ 21：13．6	 18．3�
714� ホワイトソニック 牡4芦 57

54 ▲服部 寿希島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 466＋ 6 〃 ハナ 304．4	

11 デルマオフクロサン 牝4黒鹿 55
53 △横山 武史浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 440＋ 4 〃 クビ 22．2


24 スリーパスポート 牡5黒鹿 57
54 ▲西村 淳也永井商事� 南井 克巳 むかわ 新井牧場 488＋ 81：13．7
 70．8�

12 ノボリソング 牝3鹿 54 岩崎 翼原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 458－141：13．8クビ 10．1�
36 ノ ボ マ ハ ロ 牡3栗 56 佐藤 友則�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 536＋181：14．01	 17．1

（笠松）

23 メイショウバンダイ 牡5栗 57 国分 優作松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 466＋10 〃 ハナ 63．5�
713 モンサンフィエール 牡3栗 56 小牧 太山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 478＋181：14．1
 4．9�
815 リアルモンテ 牡3鹿 56 大庭 和弥伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 476＋ 41：14．52 44．1�
48 � アドマイヤホルン 牝4栗 55 丸田 恭介近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 392＋ 2 〃 クビ 196．7�
510� メダーリアフレイム �4鹿 57

55 △富田 暁ゴドルフィン 伊藤 圭三 米 Gallagher’s
Stud B472＋ 61：14．81	 14．5�

611� キングヴァラール 牡6黒鹿57 川須 栄彦阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 502＋ 21：15．22	 44．6�
816 タイセイスマッシュ 牝4芦 55 菱田 裕二田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 山岡ファーム 446＋ 21：16．79 31．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，885，700円 複勝： 34，147，200円 枠連： 10，401，500円
馬連： 42，679，900円 馬単： 20，106，800円 ワイド： 35，247，200円
3連複： 62，647，700円 3連単： 74，375，400円 計： 304，491，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 150円 � 550円 枠 連（4－6） 1，030円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 460円 �� 3，330円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 9，610円 3 連 単 ��� 27，390円

票 数

単勝票数 計 248857 的中 � 55478（2番人気）
複勝票数 計 341472 的中 � 53717（2番人気）� 74909（1番人気）� 11289（10番人気）
枠連票数 計 104015 的中 （4－6） 7761（4番人気）
馬連票数 計 426799 的中 �� 33459（2番人気）
馬単票数 計 201068 的中 �� 9793（2番人気）
ワイド票数 計 352472 的中 �� 21718（2番人気）�� 2553（39番人気）�� 6310（13番人気）
3連複票数 計 626477 的中 ��� 4889（27番人気）
3連単票数 計 743754 的中 ��� 1968（66番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―12．8―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．3―48．1―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラホーヤノキセキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ボストンハーバー

2014．5．26生 牡4青鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 1戦1勝 賞金 7，500，000円
地方デビュー 2018．5．22 名古屋

※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 エナジーピエトラ号・ジャスパープリンス号・ライクアジャーニー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3504012月9日 晴 良 （30中京4）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000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

69 � ヤマカツリーダー �5黒鹿60 北沢 伸也山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 83：20．3 2．5�
813 デュアルメジャー �6青鹿60 草野 太郎 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 486＋103：20．72� 5．7�
712 ダンツセイケイ 牡3鹿 58 佐久間寛志山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 藤原牧場 492± 03：21．02 97．9�
33 キングジョーカ 牡3鹿 58 原田 和真臼井義太郎氏 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 83：21．21	 58．4�
22 シゲルピーマン �3鹿 58 石神 深一森中 蕃氏 粕谷 昌央 新ひだか 神垣 道弘 472＋ 63：21．41 3．2�
58 アドマイヤツヨシ 牡8鹿 60 難波 剛健近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 468± 0 〃 ハナ 16．0	
57 � アドバンスゴード 牡6芦 60 植野 貴也ニッシンレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 520＋ 23：21．72 25．1

11 ヒトノワドリーム �4鹿 60 山本 康志永見 貴昭氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434± 03：21．8� 53．9�
711 メイショウグンパイ 牡5黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 494＋ 63：22．12 16．6�
814 ブルベアエゴマ 牡3鹿 58 蓑島 靖典 ブルアンドベア 蛯名 利弘 新冠 アサヒ牧場 444＋ 83：23．05 229．7�
34 バトルフガクオウ 牡3鹿 58 鈴木 慶太宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 西村 和夫 472＋ 83：26．2大差 21．6�
46 バトルガラクシア 牝3鹿 56 森 一馬宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 496＋203：27．9大差 43．5�
45 トーアスサノオー 牡3栗 58 大庭 和弥高山ランド 星野 忍 豊浦トーア牧場 464＋ 83：35．8大差 81．2�
610 ショウナンハルカス 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐国本 哲秀氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 492－ 6 （競走中止） 12．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，573，700円 複勝： 18，317，200円 枠連： 9，827，400円
馬連： 28，514，000円 馬単： 15，749，000円 ワイド： 21，264，900円
3連複： 48，599，200円 3連単： 66，795，300円 計： 225，640，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 200円 � 1，710円 枠 連（6－8） 660円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，850円 �� 5，210円

3 連 複 ��� 18，240円 3 連 単 ��� 51，570円

票 数

単勝票数 計 165737 的中 � 51323（1番人気）
複勝票数 計 183172 的中 � 39341（2番人気）� 24875（3番人気）� 1905（13番人気）
枠連票数 計 98274 的中 （6－8） 11452（2番人気）
馬連票数 計 285140 的中 �� 27499（2番人気）
馬単票数 計 157490 的中 �� 8374（3番人気）
ワイド票数 計 212649 的中 �� 15132（2番人気）�� 1811（30番人気）�� 980（46番人気）
3連複票数 計 485992 的中 ��� 1998（50番人気）
3連単票数 計 667953 的中 ��� 939（145番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 52．1－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヤマカツリーダー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンスインザダーク

2013．6．19生 �5黒鹿 母 ヤマカツオーキッド 母母 ヤマカツスズラン 障害：3戦1勝 賞金 11，800，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ブルベアエゴマ号の騎手高野和馬は，第3日第4競走での落馬負傷のため蓑島靖典に変更。
〔競走中止〕 ショウナンハルカス号は，競走中に異常歩様となったため2コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ショウナンハルカス号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウインカートゥーン号・ヴォルパンテール号・コティニャック号



3504112月9日 晴 良 （30中京4）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：02．2
1：59．6

良
良

55 タニノドラマ 牡2鹿 55 吉田 隼人谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 424 ―2：03．8 14．8�
11 レッドクーゲル 牡2栗 55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 424 ―2：03．9� 7．8�
77 ザプリオレス 牡2鹿 55 柴山 雄一村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 498 ―2：04．32� 28．9�
22 メイケイハリアー 牡2芦 55

53 △富田 暁名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 474 ― 〃 アタマ 2．3�
88 ペプチドアスカ 牡2栗 55 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 416 ― 〃 クビ 32．3�
66 アルファライズ 牝2青鹿 54

53 ☆川又 賢治松岡 隆雄氏 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム 442 ―2：04．51 4．9	
44 
 アンテメリディエム 牡2青 55

54 ☆井上 敏樹ゴドルフィン 須貝 尚介 仏 All Along
LLC 516 ―2：04．6� 3．6


33 マニピュレート 牝2栗 54 川須 栄彦畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 432 ―2：05．55 28．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 24，135，100円 複勝： 17，210，700円 枠連： 発売なし
馬連： 29，683，800円 馬単： 17，744，200円 ワイド： 17，848，100円
3連複： 32，280，000円 3連単： 65，882，500円 計： 204，784，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 250円 � 220円 � 530円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 8，150円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，890円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 13，170円 3 連 単 ��� 86，060円

票 数

単勝票数 計 241351 的中 � 13754（5番人気）
複勝票数 計 172107 的中 � 18294（5番人気）� 23358（4番人気）� 7237（7番人気）
馬連票数 計 296838 的中 �� 7254（12番人気）
馬単票数 計 177442 的中 �� 1631（29番人気）
ワイド票数 計 178481 的中 �� 5502（11番人気）�� 2395（23番人気）�� 2139（25番人気）
3連複票数 計 322800 的中 ��� 1837（44番人気）
3連単票数 計 658825 的中 ��� 555（231番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―38．2―51．3―1：03．9―1：16．0―1：28．1―1：39．9―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

タニノドラマ �

父 タニノギムレット �


母父 キングカメハメハ 初出走

2016．2．15生 牡2鹿 母 ブライダルベール 母母 ファンシーブライド 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3504212月9日 晴 良 （30中京4）第4日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

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

811� メイショウナンプウ 牡4青鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B494＋ 21：55．3 9．5�
55 アルゴセイコウ 牡3黒鹿 56

54 △横山 武史エンジェルレーシング� 角田 晃一 新冠 川島牧場 B460－ 8 〃 クビ 7．8�
11 メモリーコバルト 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 458± 01：55．4� 4．4�
22 ヴェルトゥアル 牡3鹿 56 伴 啓太 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：55．71� 31．1�
66 ダブルバインド 牡4鹿 57

56 ☆井上 敏樹金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B448＋ 81：56．12� 4．5	

67 トウシンカイザー 牡3鹿 56
53 ▲三津谷隼人�サトー 村山 明 千歳 社台ファーム 496－ 21：56．41� 103．5


44 サンマルメジャール 牝6鹿 55
52 ▲西村 淳也相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 466＋ 21：56．71� 23．1�

79 アイスフェアリー 牝3栗 54
53 ☆川又 賢治吉田 勝己氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム B486＋121：56．91� 82．8�

33 シ メ イ 牡3青鹿 56
53 ▲服部 寿希仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 516＋121：58．07 135．2
78 サージュミノル 牡3黒鹿 56

54 △富田 暁吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476＋121：58．85 2．9�
810 ナイトジュレップ 牡3栗 56 長岡 禎仁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 61：59．33 7．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，092，000円 複勝： 23，820，400円 枠連： 7，887，900円
馬連： 35，394，400円 馬単： 19，578，700円 ワイド： 25，370，300円
3連複： 49，095，200円 3連単： 72，630，900円 計： 254，869，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 250円 � 230円 � 180円 枠 連（5－8） 1，620円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 730円 �� 610円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 24，610円

票 数

単勝票数 計 210920 的中 � 17597（6番人気）
複勝票数 計 238204 的中 � 23479（6番人気）� 26780（4番人気）� 37028（3番人気）
枠連票数 計 78879 的中 （5－8） 3772（8番人気）
馬連票数 計 353944 的中 �� 12171（10番人気）
馬単票数 計 195787 的中 �� 2587（25番人気）
ワイド票数 計 253703 的中 �� 8760（10番人気）�� 10668（8番人気）�� 11095（7番人気）
3連複票数 計 490952 的中 ��� 10081（14番人気）
3連単票数 計 726309 的中 ��� 2139（87番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．2―13．3―12．5―12．8―13．2―12．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．9―51．2―1：03．7―1：16．5―1：29．7―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�メイショウナンプウ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー

2014．4．9生 牡4青鹿 母 メイショウデンコー 母母 メイショウベローナ 24戦2勝 賞金 30，700，000円
初出走 JRA



3504312月9日 晴 良 （30中京4）第4日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
2：02．2
1：59．6

良
良

813 タイセイモナーク 牡2鹿 55 吉田 隼人田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 470－ 22：04．1 14．5�
11 モンドヌーヴォー 牡2黒鹿55 丸田 恭介 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 0 〃 ハナ 4．6�
69 メイショウオオタカ 牡2鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 2 〃 クビ 15．1�
45 ビザンティン 牡2青鹿 55

53 △富田 暁 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム B500－ 6 〃 アタマ 53．0�
22 サンサルドス 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 524＋ 82：04．2クビ 3．5�
814 トモジャチャーリー 牡2鹿 55 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 502－ 4 〃 クビ 12．4	
34 ノボリダーウィン 牡2芦 55 柴山 雄一原田 豊氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 452－ 22：04．62� 65．4

33 ニシノコントラバス 牡2青鹿55 �島 克駿西山 茂行氏 橋口 慎介 新ひだか 筒井 征文 478－ 2 〃 アタマ 11．4�
58 プライムシスター 牝2黒鹿54 佐藤 友則合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 484＋ 2 〃 ハナ 6．3�
（笠松）

57 エレヴァルアスール 牡2黒鹿55 城戸 義政アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 492＋102：04．81 5．8�
712 アビトレイタ 牡2鹿 55 松田 大作加藤 誠氏 森田 直行 浦河 小島牧場 516－ 22：05．01� 147．9�
610 シーアイリス 牝2芦 54

51 ▲西村 淳也 �コスモヴューファーム 加用 正 新ひだか 岡田牧場 382－102：05．1	 174．1�
711 キ ュ リ オ ス 牡2栗 55

53 △横山 武史中村 祐子氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル 450＋ 62：05．2� 165．2�
46 ト ン バ 牡2鹿 55 長岡 禎仁永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 468± 02：08．6大差 120．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，643，100円 複勝： 29，345，800円 枠連： 11，521，400円
馬連： 37，358，700円 馬単： 17，032，400円 ワイド： 26，142，100円
3連複： 51，303，500円 3連単： 68，663，200円 計： 265，010，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 330円 � 160円 � 350円 枠 連（1－8） 1，440円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 8，190円

ワ イ ド �� 810円 �� 2，060円 �� 990円

3 連 複 ��� 10，070円 3 連 単 ��� 64，560円

票 数

単勝票数 計 236431 的中 � 13796（7番人気）
複勝票数 計 293458 的中 � 20465（7番人気）� 58802（1番人気）� 19042（8番人気）
枠連票数 計 115214 的中 （1－8） 6195（7番人気）
馬連票数 計 373587 的中 �� 9186（13番人気）
馬単票数 計 170324 的中 �� 1559（36番人気）
ワイド票数 計 261421 的中 �� 8521（9番人気）�� 3152（27番人気）�� 6875（13番人気）
3連複票数 計 513035 的中 ��� 3821（41番人気）
3連単票数 計 686632 的中 ��� 771（242番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―12．8―13．0―12．9―12．7―13．0―12．1―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．0―36．8―49．8―1：02．7―1：15．4―1：28．4―1：40．5―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F35．7
1
3
9，4（5，14）（3，10）（8，11）1，13，12－2－7－6
9，4－（5，14）（3，10，11）（8，13）1，2，12，7＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイモナーク �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．8．5 小倉15着

2016．1．30生 牡2鹿 母 ア ソ ル ー タ 母母 フレンチバレリーナ 8戦1勝 賞金 7，000，000円
※エレヴァルアスール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3504412月9日 晴 良 （30中京4）第4日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・左）

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

良
良

815 エイムアンドエンド 牡3鹿 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 488＋ 41：34．5 4．0�
36 ビーカーリー 牝4黒鹿55 小崎 綾也馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 462＋ 21：34．6� 5．2�
48 スラッシュメタル 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：34．7� 2．5�
23 バレーノロッソ 牡3栗 56 菱田 裕二 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 486－10 〃 クビ 22．0�
612 カウントオンイット 牝4栗 55

53 △横山 武史飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B500－ 61：34．91� 9．5�
12 ステラローザ 牝3鹿 54 中谷 雄太ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B452－ 21：35．0クビ 105．7	
59 トルネードアレイ 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 438＋ 81：35．1� 17．8

713 エスペランサルル 牝6栗 55 岩崎 翼江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 432－ 41：35．2� 89．0�
816 ハーツフェルト 牝3栗 54

52 △富田 暁林 正道氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム B448－ 6 〃 ハナ 22．3
510 ヤマニンシーベリー 牝4栗 55 黛 弘人土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 456－ 81：35．3� 60．9�
611 レンジャックマン 牡4鹿 57 佐藤 友則田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 456＋ 21：35．4� 42．5�

（笠松）

47 ビービーデフィ 牡3黒鹿56 酒井 学�坂東牧場 中竹 和也 平取 坂東牧場 500－ 41：35．61 19．7�
714� トラストエンジェル 牝4黒鹿 55

54 ☆井上 敏樹菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 436＋ 41：35．7� 315．8�
35 ブラックギムレット 牡4黒鹿57 松田 大作黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 8 〃 クビ 80．4�
11 ラブユーミー 牝4鹿 55 長岡 禎仁増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 512＋ 61：35．8クビ 205．8�
24 フラッグサルート 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 440± 01：36．65 24．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，403，500円 複勝： 37，610，200円 枠連： 12，715，000円
馬連： 46，247，800円 馬単： 22，135，700円 ワイド： 36，328，500円
3連複： 64，890，100円 3連単： 83，350，300円 計： 330，681，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 140円 � 110円 枠 連（3－8） 1，180円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 440円 �� 280円 �� 270円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 6，630円

票 数

単勝票数 計 274035 的中 � 54664（2番人気）
複勝票数 計 376102 的中 � 58765（3番人気）� 58918（2番人気）� 109232（1番人気）
枠連票数 計 127150 的中 （3－8） 8316（4番人気）
馬連票数 計 462478 的中 �� 26432（4番人気）
馬単票数 計 221357 的中 �� 7014（6番人気）
ワイド票数 計 363285 的中 �� 19202（3番人気）�� 34522（2番人気）�� 35992（1番人気）
3連複票数 計 648901 的中 ��� 50338（1番人気）
3連単票数 計 833503 的中 ��� 9107（7番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―11．4―11．9―12．1―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．7―33．7―45．1―57．0―1：09．1―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．4―3F37．5

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

勝馬の
紹 介

エイムアンドエンド �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．21 東京3着

2015．2．21生 牡3鹿 母 ロフティーエイム 母母 ウィッチフルシンキング 8戦2勝 賞金 29，565，000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 キャノンストーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3504512月9日 晴 良 （30中京4）第4日 第9競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：57．7
1：53．7

良
不良

55 ロードゴラッソ 牡3青 56 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 464－ 62：01．3 5．6�
33 � ジ ェ ミ ニ ズ 牡4栗 57 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 508± 02：01．83 7．4�
811 クアトレフォイル 牡3鹿 56 小崎 綾也大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 有限会社

松田牧場 488＋182：01．9クビ 4．8�
68 ヒルノアトラーニ 牡4青鹿 57

55 △横山 武史�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 520－ 42：02．21� 2．5�
56 ダノンケンリュウ �4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治�ダノックス 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 466＋ 42：02．3	 20．2�
812� フッカツノノロシ 牡5黒鹿 57

54 ▲服部 寿希福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 514＋ 62：02．4	 22．4	
67 � カヴァレリア 牡4鹿 57 佐藤 友則 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 514＋ 22：02．82	 15．6

（笠松）

44 � ヤマタケジャイアン �5芦 57 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B466－ 42：03．22	 102．9�
710 グ リ ト ニ ル 牡4鹿 57

55 △富田 暁栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 446＋ 22：03．51� 248．0�
79 ウインドオブホープ �5栗 57 酒井 学木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 B530－ 42：03．71
 7．0�
11 � アウラマイスター 牡4鹿 57 柴山 雄一礒川 正明氏 大根田裕之 新ひだか 木田牧場 526＋182：04．87 67．8�
22 � ユアーザワン 牡6青 57 大庭 和弥花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 476－162：05．11� 181．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，103，400円 複勝： 30，184，900円 枠連： 10，553，000円
馬連： 45，455，600円 馬単： 24，154，300円 ワイド： 30，529，000円
3連複： 59，482，400円 3連単： 92，250，600円 計： 318，713，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 190円 � 190円 枠 連（3－5） 1，420円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 620円 �� 620円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 21，770円

票 数

単勝票数 計 261034 的中 � 36782（3番人気）
複勝票数 計 301849 的中 � 32962（5番人気）� 44078（2番人気）� 42842（3番人気）
枠連票数 計 105530 的中 （3－5） 5736（6番人気）
馬連票数 計 454556 的中 �� 16922（9番人気）
馬単票数 計 241543 的中 �� 4240（20番人気）
ワイド票数 計 305290 的中 �� 12593（8番人気）�� 12684（6番人気）�� 11652（9番人気）
3連複票数 計 594824 的中 ��� 11830（12番人気）
3連単票数 計 922506 的中 ��� 3071（71番人気）

ハロンタイム 7．4―11．4―12．2―13．9―13．7―12．2―12．4―12．8―12．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．8―31．0―44．9―58．6―1：10．8―1：23．2―1：36．0―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードゴラッソ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．1．21 京都5着

2015．5．16生 牡3青 母 サッカーマム 母母 Traverse City 8戦2勝 賞金 18，200，000円
〔騎手変更〕 ユアーザワン号の騎手高野和馬は，第3日第4競走での落馬負傷のため大庭和弥に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3504612月9日 晴 良 （30中京4）第4日 第10競走 ��
��1，400�つ わ ぶ き 賞

発走14時50分 （芝・左）
牝，2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

79 アフランシール 牝2鹿 54 酒井 学前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482＋ 41：22．4 4．5�

68 ア ゴ ベ イ 牝2鹿 54 黛 弘人ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438± 01：22．5� 9．8�

44 コルデトゥリーニ 牝2鹿 54 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 436± 01：22．71� 4．0�
56 レ ノ ー ア 牝2栗 54 富田 暁畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 402－ 61：22．91� 9．9�
22 キセキノカガヤキ 牝2黒鹿54 加藤 祥太ライオンレースホース� 小崎 憲 洞	湖 レイクヴィラファーム 434＋ 6 〃 ハナ 29．0	
812 ジョーマンデリン 牝2芦 54 吉田 隼人上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 482＋121：23．0� 5．2

55 セントセシリア 牝2栗 54 中谷 雄太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 394－ 61：23．21
 132．7�
710 オーパキャマラード 牝2黒鹿54 松田 大作�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 488± 01：23．3
 24．7�
11 エイシンゾーン 牝2鹿 54 �島 克駿�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 432－ 21：23．4� 6．3
67 カレンソナーレ 牝2鹿 54 川又 賢治鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 412－ 41：23．61
 69．0�
811� ビーコンプリート 牝2鹿 54 佐藤 友則馬場 祥晃氏 井上 孝彦 浦河 グランデファーム 396± 01：24．13 342．0�

（笠松） （笠松）

33 スティルネス 牝2鹿 54 横山 武史 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 414＋ 21：27．4大差 14．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 39，800，400円 複勝： 48，074，300円 枠連： 13，670，400円
馬連： 76，607，200円 馬単： 33，546，400円 ワイド： 44，417，200円
3連複： 99，984，500円 3連単： 140，939，600円 計： 497，040，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 240円 � 160円 枠 連（6－7） 1，660円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 730円 �� 370円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 15，270円

票 数

単勝票数 計 398004 的中 � 72896（2番人気）
複勝票数 計 480743 的中 � 78008（2番人気）� 43375（6番人気）� 89475（1番人気）
枠連票数 計 136704 的中 （6－7） 6375（8番人気）
馬連票数 計 766072 的中 �� 27331（9番人気）
馬単票数 計 335464 的中 �� 6179（18番人気）
ワイド票数 計 444172 的中 �� 14895（11番人気）�� 33225（1番人気）�� 16341（7番人気）
3連複票数 計 999845 的中 ��� 31110（6番人気）
3連単票数 計1409396 的中 ��� 6688（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．0―47．2―59．4―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アフランシール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．7．15 函館1着

2016．4．15生 牝2鹿 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 4戦2勝 賞金 20，394，000円
〔制裁〕 カレンソナーレ号の騎手川又賢治は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

アフランシール号の騎手酒井学は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔その他〕 スティルネス号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



3504712月9日 晴 良 （30中京4）第4日 第11競走 ��
��2，000�名古屋日刊スポーツ杯

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

名古屋日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

811 プラチナヴォイス 牡4鹿 57 柴山 雄一本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 522± 02：01．4 2．8�
11 エーティーラッセン 牡4鹿 57 富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 510－ 42：01．61	 18．8�
79 アーデルワイゼ 牝3青鹿54 川又 賢治 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 454± 02：01．7	 10．6�
55 シャリオヴァルト 
5鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 6 〃 アタマ 21．1�
68 サブライムカイザー 牡6鹿 57 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B502± 02：01．91� 13．8	
33 レ イ リ オ ン 牝5鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 444＋ 62：02．11 3．4

22 シスターフラッグ 牝3黒鹿54 佐藤 友則小林 正和氏 西村 真幸 日高 出口牧場 496＋102：02．2	 6．6�

（笠松）

44 � シンボリタピット 牡6鹿 57 菱田 裕二シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro
Wada B488＋ 22：02．41� 22．7�

56 マルカブリスク 牡5栗 57 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 442± 02：02．71 203．7
812 アドヴェントス 牝5黒鹿55 丸田 恭介 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 アタマ 8．3�
67 ビービーブレスユー 牡5鹿 57 酒井 学�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 516± 02：03．02 49．2�
710� ジャスパーモア 牝3青鹿54 服部 寿希加藤 和夫氏 森 秀行 米

Joseph Duffel,
Richard Reed &
Tiffany Zammit

516＋102：06．5大差 332．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 46，074，100円 複勝： 54，901，200円 枠連： 31，444，400円
馬連： 150，303，000円 馬単： 63，429，600円 ワイド： 71，885，400円
3連複： 204，978，000円 3連単： 319，364，800円 計： 942，380，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 460円 � 310円 枠 連（1－8） 2，370円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 860円 �� 600円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 7，280円 3 連 単 ��� 31，630円

票 数

単勝票数 計 460741 的中 � 130372（1番人気）
複勝票数 計 549012 的中 � 137608（1番人気）� 24051（8番人気）� 38880（6番人気）
枠連票数 計 314444 的中 （1－8） 10276（10番人気）
馬連票数 計1503030 的中 �� 45516（10番人気）
馬単票数 計 634296 的中 �� 12210（16番人気）
ワイド票数 計 718854 的中 �� 21525（10番人気）�� 31978（5番人気）�� 7164（30番人気）
3連複票数 計2049780 的中 ��� 21108（27番人気）
3連単票数 計3193648 的中 ��� 7318（112番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．2―12．7―12．4―12．0―11．9―11．4―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―37．3―50．0―1：02．4―1：14．4―1：26．3―1：37．7―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1
1
3
1，3，10，4（5，9）（2，8，11）（6，7）＝12・（1，3）11（4，5）（10，9）（6，8，2）7－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プラチナヴォイス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．7．17 函館4着

2014．3．10生 牡4鹿 母 プレザントブリーズ 母母 スターズインハーアイズ 16戦3勝 賞金 78，019，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時31分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャスパーモア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3504812月9日 晴 良 （30中京4）第4日 第12競走 ��2，200�
な が ら が わ

長 良 川 特 別
発走16時10分 （芝・左）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

34 バ レ リ オ 牡3芦 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504＋242：13．8 6．8�

610 ナムラドノヴァン 牡3鹿 55 �島 克駿奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 482－ 22：13．9� 4．1�
59 ネプチュナイト 牡3黒鹿55 小崎 綾也吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋142：14．11 5．4�
47 ヴァンベールシチー 牡4栗 57 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 426± 02：14．31� 39．6�
58 タイセイトレイル 牡3黒鹿55 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496－ 22：14．4� 24．8	
11 ファントムグレイ 牡5芦 57 丸田 恭介山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 434－ 6 〃 クビ 55．4

35 エテレインミノル 牡4鹿 57 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 498－ 22：14．61� 3．9�
23 ダノンアポロン 牡3鹿 55 富田 暁�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 486＋ 22：15．13 117．3�
46 シエラネバダ 牡3芦 55 川又 賢治金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B504－ 42：15．2� 11．4
22 ダイシンクイント 牡4黒鹿57 小牧 太大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 486＋ 8 〃 アタマ 18．7�
611 コールストーム 牡4鹿 57 吉田 隼人�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 6 〃 クビ 7．3�
712 ジーナスイート 牝3芦 53 佐藤 友則 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 418－242：15．73 49．9�

（笠松）

814 モンファロン 牡3黒鹿55 難波 剛健杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 472± 02：16．33	 86．7�
713 ウインスラーヴァ 牡3鹿 55 黛 弘人�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 462＋ 22：16．51 41．9�
815 マイネルプレッジ 牡7鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム B434－ 82：19．2大差 320．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 51，950，100円 複勝： 64，207，800円 枠連： 31，658，700円
馬連： 112，483，400円 馬単： 45，022，000円 ワイド： 68，487，400円
3連複： 165，081，600円 3連単： 212，666，500円 計： 751，557，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 160円 � 190円 枠 連（3－6） 380円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 770円 �� 770円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 15，140円

票 数

単勝票数 計 519501 的中 � 60377（4番人気）
複勝票数 計 642078 的中 � 67394（4番人気）� 119112（1番人気）� 85376（3番人気）
枠連票数 計 316587 的中 （3－6） 64277（1番人気）
馬連票数 計1124834 的中 �� 53434（5番人気）
馬単票数 計 450220 的中 �� 10638（11番人気）
ワイド票数 計 684874 的中 �� 22451（8番人気）�� 22385（9番人気）�� 37328（3番人気）
3連複票数 計1650816 的中 ��� 43431（5番人気）
3連単票数 計2126665 的中 ��� 10181（29番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．8―13．7―13．4―12．5―11．9―11．6―11．7―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．8―35．6―49．3―1：02．7―1：15．2―1：27．1―1：38．7―1：50．4―2：01．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バ レ リ オ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．9．9 中山1着

2015．1．18生 牡3芦 母 リ リ ウ ム 母母 ベ ゴ ニ ア 3戦2勝 賞金 18，920，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルプレッジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（30中京4）第4日 12月9日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

186，180，000円
9，070，000円
14，640，000円
1，470，000円
20，570，000円
63，370，500円
4，870，800円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
346，967，900円
413，448，500円
154，943，700円
670，784，500円
317，702，000円
428，758，100円
932，885，400円
1，338，423，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，603，914，000円

総入場人員 16，923名 （有料入場人員 14，567名）
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