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3501312月1日 晴 良 （25中京4）第2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� 基準タイム

中央レコード
1：25．0
1：23．1

不良
重

510 タイセイパラゴン 牡2鹿 55 吉田 隼人田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 石川 栄一 492－ 61：26．8 5．3�
35 チ ャ ー マ ー 牡2青鹿55 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490± 01：26．9� 3．8�
713 シゲルキシュウ 牡2芦 55 丸田 恭介森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 秀昭 464± 01：27．0� 29．6�
36 デモクラシー 牡2鹿 55 西田雄一郎藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 B454＋ 21：27．21� 223．5�
24 � ヒシサブリナ 牝2鹿 54 松山 弘平阿部 雅英氏 牧 光二 米 Masa-

ichiro Abe 452－ 81：27．3クビ 13．3�
23 ザ マ ン ダ 牝2青鹿54 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 8 〃 ハナ 5．4�
（英）

816 ディープカジノ 牡2鹿 55
54 ☆菱田 裕二深見 敏男氏 小野 幸治 新冠 越湖牧場 466－ 81：27．51� 15．5	

612 サンライズホーム 牡2青鹿55 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 474＋ 61：27．6� 10．5

611� メンカウラー 牡2黒鹿55 秋山真一郎前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

486－ 61：27．81� 15．5�
714 リンガスアリュール 牝2栗 54 中舘 英二伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 506－ 41：28．01� 10．3�
12 アスターノワール 牡2黒鹿55 国分 優作加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 川越ファーム 514－ 81：29．27 201．5
11 クラウンデュナミス 牝2黒鹿 54

53 ☆横山 和生矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 450＋ 21：29．41� 7．0�
59 � アスターカウンティ 牡2鹿 55 高倉 稜加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Glencrest

Farm LLC 470± 01：29．82� 153．2�
48 カシノグレイス 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 筒井 征文 504－ 4 〃 ハナ 85．0�
815 ナガラフライト 牝2黒鹿54 川島 信二長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 452－101：29．9クビ 45．3�
47 バンキッシュライン 牝2青鹿54 村田 一誠佐々木幸子氏 伊藤 圭三 新ひだか 漆原 哲雄 470＋121：31．07 294．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，422，900円 複勝： 20，850，000円 枠連： 7，523，600円
馬連： 25，594，500円 馬単： 16，926，800円 ワイド： 14，152，100円
3連複： 39，770，900円 3連単： 57，823，100円 計： 195，063，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 190円 � 500円 枠 連（3－5） 1，220円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，510円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 27，770円

票 数

単勝票数 計 124229 的中 � 18519（2番人気）
複勝票数 計 208500 的中 � 33742（1番人気）� 32509（2番人気）� 8654（10番人気）
枠連票数 計 75236 的中 （3－5） 4578（6番人気）
馬連票数 計 255945 的中 �� 16779（1番人気）
馬単票数 計 169268 的中 �� 4954（3番人気）
ワイド票数 計 141521 的中 �� 7773（1番人気）�� 2211（24番人気）�� 3211（17番人気）
3連複票数 計 397709 的中 ��� 4549（21番人気）
3連単票数 計 578231 的中 ��� 1537（60番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．3―13．0―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―47．6―1：00．6―1：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F39．2
3 ・（1，4）（6，14）（5，10，7）13（16，15）－11，3－（8，12）2，9 4 ・（1，4，6）14（5，10）（13，7）16－（3，11）15，12（8，2）－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイパラゴン �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．10．27 京都3着

2011．3．1生 牡2鹿 母 フェアリーベル 母母 ウインフェアリー 3戦1勝 賞金 7，300，000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。
（非当選馬） 1頭 フロリディータ号
※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。

3501412月1日 晴 良 （25中京4）第2日 第2競走 1，200�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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

714 キセキノハナ 牝4芦 55
53 △藤懸 貴志華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 454± 01：12．0 11．8�

48 � アグネスピンキー 牝5鹿 55 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 438－ 21：12．42� 10．3�
47 シャンパンルージュ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B480＋121：12．5� 74．3�
816 プリティーキャロル 牝3芦 54

52 △杉原 誠人伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 456＋ 21：12．6� 6．0�
612 オードゥルルド 牝4青鹿55 勝浦 正樹 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 クビ 58．2	
24 ア サ ケ ゴ マ 牝3芦 54 松山 弘平大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 482＋101：12．7クビ 5．3

611 ワキノネクサス 牝4鹿 55 川須 栄彦脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 446－ 1 〃 アタマ 52．9�
713 メイショウヒメユリ 牝4青鹿55 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 434＋ 41：12．8� 7．3�
11 ハルシュタット 牝4鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム 478－ 41：12．9クビ 11．7
815 ピースオブアイ 牝4栗 55

54 ☆横山 和生星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 466± 0 〃 クビ 4．9�
23 ヴェリタスローズ 牝6青 55

52 ▲岩崎 翼松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 460＋ 61：13．0クビ 81．7�
12 チェリービスティー 牝5栗 55 平野 優備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：13．42� 160．0�
510� ジーピークロス 牝4栗 55 丸田 恭介北側 雅勝氏 牧田 和弥 むかわ 上水牧場 496－ 61：13．5クビ 5．3�
59 スーパーアース 牝3黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 466＋ 81：13．6� 101．7�
35 � ミッドナイトリバー 牝4鹿 55 丹内 祐次小林 薫氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 422＋ 41：14．66 39．8�
36 � シンチノクリチャン 牝4栗 55 松田 大作栗本 博晴氏 石毛 善彦 平取 コアレススタッド 432－171：15．55 272．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，460，500円 複勝： 25，897，100円 枠連： 8，556，500円
馬連： 25，932，500円 馬単： 16，723，000円 ワイド： 15，043，500円
3連複： 38，831，600円 3連単： 57，317，100円 計： 200，761，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 370円 � 390円 � 1，810円 枠 連（4－7） 2，400円

馬 連 �� 6，650円 馬 単 �� 13，410円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 5，880円 �� 8，950円

3 連 複 ��� 126，250円 3 連 単 ��� 522，230円

票 数

単勝票数 計 124605 的中 � 8375（8番人気）
複勝票数 計 258971 的中 � 19922（6番人気）� 18644（7番人気）� 3338（12番人気）
枠連票数 計 85565 的中 （4－7） 2642（11番人気）
馬連票数 計 259325 的中 �� 2880（25番人気）
馬単票数 計 167230 的中 �� 921（50番人気）
ワイド票数 計 150435 的中 �� 1878（26番人気）�� 626（52番人気）�� 409（66番人気）
3連複票数 計 388316 的中 ��� 227（228番人気）
3連単票数 計 573171 的中 ��� 81（1037番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．9―12．3―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．3―35．2―47．5―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キセキノハナ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2011．8．6 小倉13着

2009．2．20生 牝4芦 母 ソフィアルージュ 母母 ビツキーロイヤル 20戦3勝 賞金 20，520，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 プラティーヌ号・ヤギリエスペランサ号
（非抽選馬） 2頭 アイネクライネ号・ジャストフレンズ号

第４回 中京競馬 第２日



3501512月1日 晴 良 （25中京4）第2日 第3競走 1，800�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55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

510 ミキノノボリリュウ 牡3鹿 55
54 ☆中井 裕二谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 488－ 61：53．3 2．4�

48 トゥヴァビエン 牡3黒鹿 55
52 ▲岩崎 翼玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 532＋ 41：53．4� 9．4�

612 エーシンデューク 牡4青鹿57 丸田 恭介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 488± 01：53．82� 3．7�
713 ムテキザセカンド 牡3栗 55

54 ☆菱田 裕二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 490－ 2 〃 クビ 19．1�
611 ウォースピリッツ 牡3黒鹿55 北村 友一有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 21：53．9クビ 6．2�
12 アズマユニヴァース 牡5栗 57 村田 一誠田島 大史氏 武市 康男 浦河 川越ファーム 468－ 21：54．43 170．3	
23 � ワンダーストラ 牡6栗 57 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 浦河 林 孝輝 518－ 21：54．61� 65．8

815 ワンダーブラザウン 牡3栗 55

54 ☆横山 和生山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 480＋ 81：54．7クビ 145．9�
11 トウショウアミラル 牡3黒鹿 55

53 △杉原 誠人トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466＋ 6 〃 ハナ 81．5�
59 フューチャステップ 牡3鹿 55 川須 栄彦嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 466＋ 61：55．44 12．7
714 ランドブリーズ 牝3鹿 53 吉田 隼人西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 490＋101：55．61� 20．6�
24 メイショウソレイユ 牡3鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 462＋141：55．7� 170．6�
816� トゥイードルダム �3鹿 55 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日高大洋牧場 472± 0 〃 クビ 298．7�
35 ヒミノオオタカ 牡3鹿 55 松田 大作佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 472－ 61：55．91� 16．4�
36 � ノーネームホース 牡4黒鹿57 黛 弘人山田 弘氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 41：56．43 170．0�
47 スズカヘリオス 牡4栗 57 高倉 稜永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 466＋ 81：57．14 143．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，173，200円 複勝： 24，703，700円 枠連： 9，850，200円
馬連： 28，555，200円 馬単： 18，898，400円 ワイド： 15，074，600円
3連複： 39，690，300円 3連単： 65，732，200円 計： 216，677，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 210円 � 140円 枠 連（4－5） 1，090円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 490円 �� 220円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 6，740円

票 数

単勝票数 計 141732 的中 � 46797（1番人気）
複勝票数 計 247037 的中 � 63337（1番人気）� 23763（4番人気）� 51754（2番人気）
枠連票数 計 98502 的中 （4－5） 6709（4番人気）
馬連票数 計 285552 的中 �� 15921（4番人気）
馬単票数 計 188984 的中 �� 7500（5番人気）
ワイド票数 計 150746 的中 �� 7012（5番人気）�� 20197（1番人気）�� 6396（6番人気）
3連複票数 計 396903 的中 ��� 22803（2番人気）
3連単票数 計 657322 的中 ��� 7205（11番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．5―13．3―12．9―12．7―12．2―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．2―50．5―1：03．4―1：16．1―1：28．3―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ミキノノボリリュウ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 トワイニング デビュー 2013．1．5 京都6着

2010．5．2生 牡3鹿 母 ト シ ハ イ ジ 母母 サツマリーベ 11戦2勝 賞金 23，820，000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 マルカリョウマ号・ミッキークリスエス号

3501612月1日 晴 良 （25中京4）第2日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11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
1：35．8
1：32．3

良
良

59 ペイシャフェリス 牝2鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 430－ 81：36．5 3．7�
48 クリノカンパニー 牡2鹿 55 吉田 隼人栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 三輪牧場 478＋ 2 〃 クビ 5．9�
36 カ ゼ ノ コ 牡2鹿 55 秋山真一郎�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 458＋ 41：36．92� 5．7�
714 コスモミヅハノメ 牝2黒鹿54 M．バルザローナ �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 424－ 4 〃 クビ 30．8�

（英）

816 モンスターバローズ 牡2栗 55 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 484－ 2 〃 アタマ 6．7�
47 キエレメムーチョ 牡2青鹿55 北村 友一吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472＋22 〃 ハナ 11．6	
611 ナイフリッジ 牡2栗 55

54 ☆横山 和生有限会社シルク古賀 史生 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 21：37．0クビ 6．0


24 サトノスティング 牡2青鹿 55
53 △杉原 誠人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 454＋ 41：37．1� 15．8�

713 モーレアモーレ 牝2栗 54 勝浦 正樹�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 476－ 21：37．41� 11．2�
11 ケイビエント 牝2鹿 54 西村 太一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 2 〃 クビ 146．2
510 ウインシビュラ 牝2黒鹿 54

53 ☆中井 裕二�ウイン 水野 貴広 日高 前川ファーム 430－161：37．71� 110．3�
12 ペルーティアラ 牝2黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼古賀 和夫氏 梅田 智之 新冠 対馬 正 474＋ 21：37．8クビ 124．4�
612 クロスソード 牡2鹿 55 岡田 祥嗣 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 クビ 146．7�
35 アサカバハムート 牡2鹿 55 高倉 稜�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 438＋161：38．22� 122．3�
23 トウケイアロー 牡2鹿 55 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 増本牧場 464＋101：38．94 137．2�
815 エンチャンター 牡2鹿 55 西田雄一郎 H.H．シェイク・モハメド 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460± 01：39．0� 88．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，500，400円 複勝： 24，809，900円 枠連： 9，618，400円
馬連： 29，190，200円 馬単： 19，437，100円 ワイド： 15，716，200円
3連複： 41，094，500円 3連単： 63，955，800円 計： 218，322，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 180円 � 180円 枠 連（4－5） 590円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 390円 �� 400円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 7，220円

票 数

単勝票数 計 145004 的中 � 31102（1番人気）
複勝票数 計 248099 的中 � 47906（1番人気）� 34389（3番人気）� 34585（2番人気）
枠連票数 計 96184 的中 （4－5） 12069（1番人気）
馬連票数 計 291902 的中 �� 19146（1番人気）
馬単票数 計 194371 的中 �� 8338（1番人気）
ワイド票数 計 157162 的中 �� 10486（1番人気）�� 10084（2番人気）�� 5909（5番人気）
3連複票数 計 410945 的中 ��� 17546（1番人気）
3連単票数 計 639558 的中 ��� 6541（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．0―48．6―1：01．4―1：13．0―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ペイシャフェリス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Cape Cross デビュー 2013．8．4 函館2着

2011．3．18生 牝2鹿 母 プレザントケイプ 母母 Felicity 4戦1勝 賞金 9，100，000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。
（非当選馬） 1頭 ラブウィスパー号
※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。



3501712月1日 晴 良 （25中京4）第2日 第5競走 2，000�サラブレッド系2歳
発走11時55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� 基準タイム

中央レコード
2：03．6
1：59．9

良
良

47 ウイントゥモロー 牡2黒鹿 55
54 ☆中井 裕二�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 492± 02：03．4レコード 21．6�

817 グロリアスカフェ 牡2黒鹿55 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか 三石橋本牧場 492＋ 6 〃 クビ 2．4�
612 ストーリーセラー 牡2鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 512－ 42：03．5クビ 5．6�
48 ブレイヴリー 牡2鹿 55 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 82：03．71� 6．7�
35 ローレルトルネード 牡2栗 55 川島 信二 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 482＋ 82：04．01� 7．0	
713 オペラハット 牡2鹿 55 小林 徹弥小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 B446＋ 22：04．1� 88．0

59 ジャストヴィークル 牡2鹿 55 池添 謙一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 508＋18 〃 アタマ 7．3�
23 ヒロシデラックス 牡2栗 55 川須 栄彦 Him Rock Racing 上原 博之 厚真 大川牧場 474＋ 2 〃 クビ 20．5�
24 テイエムスラッガー 牡2栗 55 松田 大作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 440＋ 22：04．2� 34．2
816 ディープフォンテン 牡2栗 55

53 △杉原 誠人吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 470－ 62：04．94 428．1�
611 ゼンノブローアップ 牡2青鹿55 丸山 元気大迫久美子氏 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 466± 02：05．21� 81．1�
714 トウケイギムレット 牡2黒鹿55 北村 友一木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 480± 02：05．3� 163．3�
36 ブラウンネプチュー 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 454＋ 42：05．51� 406．8�
12 ミトノシンボリ 牡2青鹿55 国分 優作ロイヤルパーク 坂口 正則 日高 浜本牧場 422± 02：05．71 135．6�
510 サウンドモニカ 牝2栗 54 吉田 隼人増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 昭和牧場 442－ 42：05．91� 390．4�
11 ルヴァンカー 牡2鹿 55 M．バルザローナ �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 42：06．0� 16．3�
（英）

815 トシザシャイン 牡2芦 55
54 ☆横山 和生上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 466－ 22：06．1クビ 310．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 19，665，400円 複勝： 32，972，700円 枠連： 10，553，600円
馬連： 33，635，900円 馬単： 24，402，200円 ワイド： 18，012，800円
3連複： 46，839，300円 3連単： 75，531，900円 計： 261，613，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 490円 � 130円 � 210円 枠 連（4－8） 720円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 7，890円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，660円 �� 400円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 52，200円

票 数

単勝票数 計 196654 的中 � 7183（8番人気）
複勝票数 計 329727 的中 � 12208（8番人気）� 99882（1番人気）� 36996（3番人気）
枠連票数 計 105536 的中 （4－8） 10874（1番人気）
馬連票数 計 336359 的中 �� 8120（13番人気）
馬単票数 計 244022 的中 �� 2283（29番人気）
ワイド票数 計 180128 的中 �� 3860（13番人気）�� 2509（20番人気）�� 12311（3番人気）
3連複票数 計 468393 的中 ��� 5675（19番人気）
3連単票数 計 755319 的中 ��� 1068（161番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―13．0―12．9―12．9―12．5―12．3―11．8―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．6―49．5―1：02．4―1：14．9―1：27．2―1：39．0―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．2
1
3
7（1，17）5，6（10，8）（12，11）（4，9，16）14，13，2，15－3
7－（1，17）（8，5，6）10（12，11）（4，16）9，13（2，14）－（15，3）

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

勝馬の
紹 介

ウイントゥモロー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．10．26 京都5着

2011．4．9生 牡2黒鹿 母 キョウモヨロシク 母母 シートゥシャイニングシー 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ブラウンネプチュー号の騎手伴啓太は，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10，000円。（被害馬：16番）
※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。

3501812月1日 晴 良 （25中京4）第2日 第6競走 1，900�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

612 オリオンザムーン 牡3栗 55 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 514± 02：01．8 10．1�
815 アーサーバローズ 牡4栗 57

56 ☆菱田 裕二猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 476＋122：01．9� 2．5�
12 ブロードスター �3鹿 55 鮫島 良太安原 浩司氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 492＋122：02．0クビ 25．1�
59 ヴィアレーギア 牡3黒鹿55 吉田 隼人伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン

牧場 530－ 42：02．21� 13．5�
36 メイショウシャイン 牡6鹿 57

55 △藤懸 貴志松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 472± 02：02．3クビ 20．7�
714 ナンヨーノキョー 牝3黒鹿 53

51 △杉原 誠人中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 438＋ 2 〃 ハナ 224．7�
24 マイネルハートレー 牡4青鹿 57

56 ☆中井 裕二 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 502＋ 6 〃 ハナ 64．8


611 ステアトゥヘヴン �4鹿 57 川須 栄彦 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 512－ 22：02．4� 15．4�
816 トウショウカムイ 牡5鹿 57 丸田 恭介トウショウ産業	 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502－ 2 〃 ハナ 16．4
713 チュウワストライク 牡4鹿 57 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 506＋ 42：02．5クビ 4．0�
48 アグネスグローリー 牡5栗 57 梶 晃啓渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 500± 02：02．6� 337．8�
35 � メ イ ユ ー ル 牝4芦 55

54 ☆横山 和生	Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 458＋ 42：02．92 6．9�
11 ゴールデンパピオン 牡3鹿 55 岩部 純二 	クイーンズ・ランチ 萱野 浩二 新冠 隆栄牧場 B494－ 42：03．11 215．0�
47 ジョウノグロリア 牝3鹿 53

50 ▲岩崎 翼小川 義勝氏 小崎 憲 日高 三城牧場 462± 02：03．2� 100．2�
23 ワンダーフロレゾン 牝3鹿 53

50 ▲城戸 義政山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 430－ 62：03．3クビ 260．7�
510 メイショウソラーレ 牡3鹿 55

52 ▲伴 啓太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 484＋ 2 （競走中止） 28．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，104，100円 複勝： 26，055，200円 枠連： 11，250，300円
馬連： 29，959，100円 馬単： 19，883，500円 ワイド： 16，691，700円
3連複： 44，891，600円 3連単： 71，075，000円 計： 236，910，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 260円 � 140円 � 510円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，080円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 6，760円 3 連 単 ��� 46，470円

票 数

単勝票数 計 171041 的中 � 13413（4番人気）
複勝票数 計 260552 的中 � 24404（4番人気）� 66011（1番人気）� 10206（10番人気）
枠連票数 計 112503 的中 （6－8） 12207（3番人気）
馬連票数 計 299591 的中 �� 22444（3番人気）
馬単票数 計 198835 的中 �� 4467（8番人気）
ワイド票数 計 166917 的中 �� 9054（2番人気）�� 1870（31番人気）�� 3664（12番人気）
3連複票数 計 448916 的中 ��� 4906（17番人気）
3連単票数 計 710750 的中 ��� 1129（135番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．7―13．5―13．7―13．3―13．0―12．8―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．4―30．1―43．6―57．3―1：10．6―1：23．6―1：36．4―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オリオンザムーン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．2．23 中山9着

2010．5．6生 牡3栗 母 トーヨーサンバ 母母 サンダードーム 12戦2勝 賞金 20，240，000円
〔発走状況〕 メイショウソラーレ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔競走中止〕 メイショウソラーレ号は，発走直後にバランスをくずし，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウソラーレ号は，平成25年12月2日から平成25年12月31日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。



3501912月1日 晴 良 （25中京4）第2日 第7競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

510 カレンケカリーナ 牝3黒鹿53 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 496＋ 82：04．4 12．0�
36 カラフルブラッサム 牝3鹿 53 松山 弘平吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 466＋202：04．61� 8．9�
11 マイネアルナイル 牝4青鹿 55

54 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 6 〃 アタマ 24．7�

59 モ モ ト ン ボ 牝3鹿 53 吉田 隼人 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 452－ 6 〃 クビ 3．3�
816 ゴールドテーラー 牝3栗 53

52 ☆菱田 裕二中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 418± 02：04．81 5．9	
611 レッドカチューシャ 牝3青鹿53 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 466＋ 22：04．9� 10．0

47 ルーベンスクラフト 牝3栗 53 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 464－ 22：05．0� 195．2�
612 インカンデセンス 牝3鹿 53 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444± 0 〃 ハナ 25．4�
（英）

12 プラチナテーラー 牝3鹿 53 藤岡 康太中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 8 〃 アタマ 39．5
714 トーセンオーラ 牝4鹿 55 高倉 稜島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 22：05．1クビ 61．0�
23 ミラクルルージュ 牝3青鹿53 松田 大作 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 〃 ハナ 71．6�
818 シュピッツェ 牝4鹿 55

53 △杉原 誠人吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 476＋12 〃 ハナ 19．8�
35 ダイアゴナルクロス 牝3鹿 53 丸田 恭介 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 486－ 42：05．2� 4．2�
817 アースザスリー 牝3鹿 53

52 ☆横山 和生 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 470－ 4 〃 クビ 38．2�
48 エスターブレ 牝3栗 53 池添 謙一草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 452－ 42：05．3クビ 67．8�
713 テイコフトウショウ 牝3栗 53 秋山真一郎トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472－ 4 〃 ハナ 113．3�
24 モスカートローザ 牝5鹿 55 伊藤 工真吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470－ 82：05．51� 90．1�
715 マイネグラディウス 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 日高 戸川牧場 400＋102：05．71� 193．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，878，900円 複勝： 37，549，800円 枠連： 14，777，200円
馬連： 37，663，000円 馬単： 24，258，300円 ワイド： 21，932，000円
3連複： 58，188，100円 3連単： 83，157，500円 計： 301，404，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 390円 � 330円 � 410円 枠 連（3－5） 510円

馬 連 �� 4，620円 馬 単 �� 12，090円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 2，690円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 36，240円 3 連 単 ��� 208，750円

票 数

単勝票数 計 238789 的中 � 15697（6番人気）
複勝票数 計 375498 的中 � 25251（6番人気）� 31449（4番人気）� 24121（7番人気）
枠連票数 計 147772 的中 （3－5） 21441（2番人気）
馬連票数 計 376630 的中 �� 6019（18番人気）
馬単票数 計 242583 的中 �� 1481（49番人気）
ワイド票数 計 219320 的中 �� 2954（23番人気）�� 2007（30番人気）�� 1709（37番人気）
3連複票数 計 581881 的中 ��� 1185（110番人気）
3連単票数 計 831575 的中 ��� 294（640番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．5―13．7―13．2―12．9―12．5―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�
12．6―24．3―37．8―51．5―1：04．7―1：17．6―1：30．1―1：41．7―1：52．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンケカリーナ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2012．11．24 京都2着

2010．2．11生 牝3黒鹿 母 センスオブアート 母母 Bishop’s Mate 4戦2勝 賞金 16，500，000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 スカイキューティー号
※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。

3502012月1日 晴 良 （25中京4）第2日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （ダート・左）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

12 カ ト ラ ス �3芦 55
54 ☆中井 裕二村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 462－ 41：53．7 2．6�

815 ブリスコーラ 牡4鹿 57
54 ▲城戸 義政山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 520＋171：53．91� 18．4�

48 サクセスフルビッド 牡4黒鹿 57
55 △杉原 誠人�G1レーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 510＋ 61：54．21� 5．0�

713 クラウディオス 牡3栗 55
54 ☆菱田 裕二有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 クビ 6．0�

611 ユキノスライダー 牡3栗 55
53 △藤懸 貴志遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 454－ 21：54．3� 14．7�

35 リンガスクリフ 牡5栗 57 伊藤 工真伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 500± 01：54．61� 13．4	
612 ボストンリョウマ 牡5青鹿 57

54 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 486＋ 81：54．7� 9．3

36 � ラブトゥオール 牡4黒鹿 57

54 ▲伴 啓太安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 476＋ 4 〃 ハナ 25．0�
47 パリーナチャン 牝4鹿 55

52 ▲花田 大昂�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 454± 0 〃 アタマ 207．2
714 ダイワマークスマン 牡3栗 55

52 ▲原田 敬伍大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478－ 81：54．91� 181．1�
510 タマモアルバ 牝3鹿 53 西村 太一タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 468－121：55．0� 73．6�
23 トーホウビッグガン 牡3黒鹿 55

54 ☆横山 和生東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 492＋ 21：55．1� 13．1�
11 � スナーククラウン 牡4鹿 57 菅原 隆一杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか グランド牧場 468＋ 81：55．31� 139．8�
24 シ ナ ー ラ 牝3鹿 53 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 424－ 6 〃 クビ 24．6�
816 マルシゲサムライ 牡3栗 55 水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 442＋ 21：56．79 149．6�
59 � アストロフォンテン 牡4鹿 57 平野 優吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 増尾牧場 466± 01：58．9大差 352．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，327，300円 複勝： 25，985，100円 枠連： 11，487，500円
馬連： 31，177，300円 馬単： 20，700，200円 ワイド： 16，762，300円
3連複： 45，429，700円 3連単： 72，779，600円 計： 241，649，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 410円 � 180円 枠 連（1－8） 2，050円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 810円 �� 360円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 18，140円

票 数

単勝票数 計 173273 的中 � 53706（1番人気）
複勝票数 計 259851 的中 � 68389（1番人気）� 11551（8番人気）� 40190（2番人気）
枠連票数 計 114875 的中 （1－8） 4143（11番人気）
馬連票数 計 311773 的中 �� 14448（4番人気）
馬単票数 計 207002 的中 �� 5305（7番人気）
ワイド票数 計 167623 的中 �� 4938（7番人気）�� 12801（1番人気）�� 2830（19番人気）
3連複票数 計 454297 的中 ��� 11636（5番人気）
3連単票数 計 727796 的中 ��� 2961（26番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．4―13．2―12．8―12．7―12．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．3―50．5―1：03．3―1：16．0―1：28．6―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ト ラ ス �
�
父 アドマイヤメイン �

�
母父 ダイナガリバー デビュー 2013．1．19 京都3着

2010．4．20生 �3芦 母 ミスホーユー 母母 シーラデルソル 13戦2勝 賞金 22，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アストロフォンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月1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。
（非抽選馬） 1頭 コウギョウサンデー号



3502112月1日 晴 良 （25中京4）第2日 第9競走 ��1，400�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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

713� ラヴァンドゥー 牝4青鹿 55
52 ▲岩崎 翼幅田 昌伸氏 藤原 英昭 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 496－161：23．9 18．8�
59 サトノアビリティ 牡3栗 56 M．バルザローナ 里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 504－ 21：24．75 3．5�

（英）

714� シゲルアボカド 牡4鹿 57 吉田 隼人森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 498＋181：24．91� 36．2�
24 � プレミアムゴールド 牡4栗 57

55 △杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 484＋ 8 〃 ハナ 4．2�

35 サイレンスバード 牡3鹿 56 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 494± 01：25．32	 24．3�
36 スノーモンキー 牡3鹿 56 丸山 元気石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 444－ 61：25．4クビ 4．0�
48 � アプローチミー 牡6黒鹿57 岩部 純二吉澤 克己氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 484－ 4 〃 クビ 127．8	
47 ドリームジェダイ 牡4栗 57 勝浦 正樹セゾンレースホース
 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 478－ 21：25．5	 7．6�
510 シルクアポロン 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 506－121：25．71� 23．1�
611 キクノメテオ 牡3芦 56 川島 信二菊池 五郎氏 荒川 義之 浦河 丸村村下

ファーム 476－141：25．8クビ 85．1
612 グランラファル 牡4栗 57 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 504＋12 〃 ハナ 256．4�
23 ナムラケンシロウ 牡3栃栗56 水口 優也奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 454＋10 〃 ハナ 8．3�
816�� ム ニ ン 牝4鹿 55

53 △藤懸 貴志一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-
derson 436－ 31：25．9
 458．8�

12 � ブランドハーバー 牡4栗 57 西田雄一郎榎本 富三氏 嶋田 潤 新冠 北星村田牧場 520－ 41：26．75 220．4�
11 �� アンカジャポニカ 牝3黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 Tinnakill, M. Sad-

lier & A. Byrne 436－ 81：26．91	 29．0�
815� ワンダージョイア 牡4黒鹿57 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 えりも 能登 浩 436－181：27．43 417．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，908，700円 複勝： 29，612，300円 枠連： 12，017，900円
馬連： 36，281，200円 馬単： 22，823，800円 ワイド： 16，958，500円
3連複： 51，007，700円 3連単： 90，021，600円 計： 278，631，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 510円 � 200円 � 750円 枠 連（5－7） 1，740円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 8，130円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 5，110円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 32，260円 3 連 単 ��� 205，050円

票 数

単勝票数 計 199087 的中 � 8383（6番人気）
複勝票数 計 296123 的中 � 13989（8番人気）� 49264（2番人気）� 8967（10番人気）
枠連票数 計 120179 的中 （5－7） 5109（8番人気）
馬連票数 計 362812 的中 �� 7681（11番人気）
馬単票数 計 228238 的中 �� 2073（31番人気）
ワイド票数 計 169585 的中 �� 3517（12番人気）�� 799（48番人気）�� 1907（32番人気）
3連複票数 計 510077 的中 ��� 1167（94番人気）
3連単票数 計 900216 的中 ��� 324（543番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．1―12．2―12．7―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．4―46．6―59．3―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラヴァンドゥー �
�
父 Rock Hard Ten �

�
母父 Personal Hope デビュー 2011．10．23 京都2着

2009．4．7生 牝4青鹿 母 Saramy 母母 Dual Crown 11戦3勝 賞金 29，399，000円
※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） 2頭 ウエスタンソーレ号・サンデーコア号
（非抽選馬） 4頭 アスコットシチー号・エイブルブラッド号・エルウェーオージャ号・ビットアレグロ号
※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。

3502212月1日 晴 良 （25中京4）第2日 第10競走 ��2，200�
な が ら が わ

長 良 川 特 別
発走14時50分 （芝・左）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

23 トーセンギャラリー 牡4鹿 57 北村 友一島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490± 02：13．8 3．4�
715 タイセイドリーム 牡3鹿 55 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 536＋14 〃 クビ 4．4�
510 マ ル ケ サ ス 牡4青鹿57 松田 大作 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：14．11� 20．7�
611 ダイシンハンター 牡4鹿 57 高倉 稜大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 62：14．31� 11．4�
11 フェアープライド 牡5黒鹿57 M．バルザローナ�下河辺牧場 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 490＋182：14．4クビ 72．9	

（英）

59 サンライズウェイ 牡3栗 55 中舘 英二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 ハナ 4．9

612 コスモアウリンコ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B482＋10 〃 クビ 140．2�
36 ゴッドフロアー 牝3鹿 53 丸山 元気広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 496－ 22：14．5クビ 12．3
35 � カンタベリーナイト 牡4鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B498－ 22：14．6� 45．1�
817 スペルヴィア 牡4黒鹿57 藤岡 康太佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 524－ 82：14．7� 26．3�
714� スリーヴェローチェ 牡4鹿 57 松山 弘平永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 460± 02：14．8クビ 15．8�
47 トウショウプライド 牡3栗 55 秋山真一郎トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502－ 42：14．9� 53．9�
713 スリーアフロディテ 牝4鹿 55 荻野 琢真永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 492－ 22：15．0� 18．4�
24 アドマイヤエレノア 牝5鹿 55 吉田 隼人近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440－ 22：15．1� 241．4�
818 マイネルクレイズ 牡3黒鹿55 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 484－ 22：15．31	 43．7�
816� セルリアンディンゴ 牡5黒鹿57 国分 優作�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 494＋182：16．36 19．0�
48 ト リ ガ ー 牡3鹿 55 菱田 裕二石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 B476＋ 82：18．1大差 38．5�

（17頭）
12 グランスエルテ 牡3栗 55 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，194，200円 複勝： 37，432，300円 枠連： 18，025，900円
馬連： 52，728，500円 馬単： 30，697，900円 ワイド： 26，078，000円
3連複： 81，913，100円 3連単： 128，503，000円 計： 399，572，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 180円 � 370円 枠 連（2－7） 510円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 320円 �� 930円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 5，040円 3 連 単 ��� 17，980円

票 数

単勝票数 計 241942 的中 � 56171（1番人気）
複勝票数 計 374323 的中 � 89923（1番人気）� 57343（2番人気）� 19612（7番人気）
枠連票数 計 180259 的中 （2－7） 26533（1番人気）
馬連票数 計 527285 的中 �� 47823（1番人気）
馬単票数 計 306979 的中 �� 14131（1番人気）
ワイド票数 計 260780 的中 �� 23213（1番人気）�� 6539（7番人気）�� 4137（17番人気）
3連複票数 計 819131 的中 ��� 12013（11番人気）
3連単票数 計1285030 的中 ��� 5275（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―23．8―35．5―49．0―1：01．7―1：13．4―1：25．1―1：37．4―1：49．9―2：01．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．4
1
3
・（8，13）16，4，14（9，18）1，10（7，11）15，17，12，5，6，3・（8，13）＝16（4，14）18（1，9）（7，10）11（17，12）15（5，6，3）

2
4

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

勝馬の
紹 介

トーセンギャラリー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2011．12．4 阪神4着

2009．4．16生 牡4鹿 母 サドラーズメイド 母母 Amazer 17戦3勝 賞金 44，319，000円
〔出走取消〕 グランスエルテ号は，疾病〔右肩跛行〕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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルランスタン号
（非抽選馬） 6頭 カフェアンジェロ号・ショウナンカリーノ号・テンカイチ号・ナムララオウ号・レッドファンタジア号・

レッドベルフィーユ号
※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。



3502312月1日 晴 良 （25中京4）第2日 第11競走 1，200�
と ば

鳥 羽 特 別
発走15時30分 （芝・左）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
賞 品

本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

48 ヤマニンプチガトー 牝4栗 55 藤田 伸二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 476± 01：08．8 4．4�
817 スピークソフトリー 牝4鹿 55 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 21：09．01 11．1�
36 ヤサカシャイニー 牝5栗 55 丸山 元気志邑 宣彦氏 根本 康広 新冠 オリエント牧場 464－ 81：09．1� 67．1�
715 バラードソング 牝5鹿 55 松田 大作 �グリーンファーム牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 470＋ 61：09．31� 15．2�
47 シンジュボシ 牝3栗 54 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 486＋ 2 〃 ハナ 20．7�
12 ニコールバローズ 牝4黒鹿55 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 456－ 21：09．4� 12．1	
510 アブマーシュ 牝4鹿 55 黛 弘人伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 488＋ 2 〃 ハナ 32．2

713 カフヴァール 牝4鹿 55 川須 栄彦 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 ハナ 6．3�
35 ゴールデンムーン 牝4栗 55 池添 謙一�G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 466－ 2 〃 クビ 12．0
612 ラヴァーズポイント 牝3青鹿54 吉田 隼人三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 496－ 21：09．5� 20．7�
818 ラーストチカ 牝3黒鹿54 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 448＋101：09．6クビ 64．8�
611 コスモアンダルシア 牝3鹿 54 中井 裕二 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 450± 0 〃 クビ 196．3�
23 ボンジュールココロ 牝3鹿 54 横山 和生田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 460－ 2 〃 アタマ 24．9�
11 マイネサヴァラン 牝4青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 61：09．7クビ 28．3�
24 アンチュラス 牝4鹿 55 伊藤 工真�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 452－ 41：09．8� 9．4�
816 シェルエメール 牝5黒鹿55 松山 弘平前田 葉子氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 438－ 6 〃 クビ 6．8�
59 シゲルオレンジ 牝4黒鹿55 岡田 祥嗣森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 478＋ 41：09．9� 166．7�
714 フ ィ リ ラ 牝4栗 55 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458± 01：10．32� 17．0�
（英）

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，436，800円 複勝： 59，062，700円 枠連： 40，174，600円
馬連： 154，385，600円 馬単： 78，762，900円 ワイド： 56，188，600円
3連複： 233，065，200円 3連単： 372，029，200円 計： 1，031，105，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 350円 � 1，380円 枠 連（4－8） 760円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 6，080円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 6，040円 �� 12，530円

3 連 複 ��� 97，900円 3 連 単 ��� 441，420円

票 数

単勝票数 計 374368 的中 � 67266（1番人気）
複勝票数 計 590627 的中 � 113359（1番人気）� 42621（5番人気）� 8828（15番人気）
枠連票数 計 401746 的中 （4－8） 39352（2番人気）
馬連票数 計1543856 的中 �� 35382（11番人気）
馬単票数 計 787629 的中 �� 9561（15番人気）
ワイド票数 計 561886 的中 �� 10675（10番人気）�� 2259（83番人気）�� 1082（109番人気）
3連複票数 計2330652 的中 ��� 1757（326番人気）
3連単票数 計3720292 的中 ��� 622（1591番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―45．8―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．5
3 ・（18，4）5（1，7）（3，8，12）（15，13）6（9，10，17）（14，16）（2，11） 4 18，4（1，5）（8，7）3（15，12）13（6，10）（17，16）9（2，14）11

勝馬の
紹 介

ヤマニンプチガトー �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．10．9 京都6着

2009．2．5生 牝4栗 母 ヤマニンプチフール 母母 ワンオブアクライン 21戦4勝 賞金 75，997，000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。
（非当選馬） 1頭 ルナフォンターナ号
※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。

3502412月1日 晴 良 （25中京4）第2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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

36 トシザグレイト 牡4鹿 57 松山 弘平上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 474＋ 61：21．6 4．9�
713 ジョーアカリン 牝5黒鹿55 吉田 隼人上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 444－ 6 〃 クビ 6．0�
24 キタサンエピソード 牡4栗 57 川須 栄彦�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 498＋ 81：21．81� 3．4�
59 クランドールゲラン 牡4黒鹿57 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 486＋ 21：21．9クビ 60．0�
817 ピ ン ポ ン 牡3鹿 56 菱田 裕二小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 450＋ 41：22．11� 14．7	
11 メイショウライナー 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好
氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 464－ 41：22．2� 5．3�
47 � リネンヴィヴィッド 牡4鹿 57 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 506－12 〃 クビ 137．5�
816 ナ ン プ ー 牡3鹿 56 秋山真一郎蛭川 年明氏 清水 出美 新ひだか 田中 春美 476± 01：22．3� 28．5
48 エクスクライム 牡4栗 57 丸山 元気前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 446± 01：22．4クビ 40．7�
35 ジェネスサンキュー 牡5芦 57 勝浦 正樹山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム 450＋ 4 〃 クビ 54．2�
12 オメガセニョリーナ 牝4鹿 55 高倉 稜原 	子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 ハナ 10．4�
714 フレンチボウ 牝5鹿 55 池添 謙一吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 474＋ 21：22．5クビ 43．0�
715
� ツヴァイハンダー 牡4鹿 57 中舘 英二伊藤 英明氏 藤沢 和雄 米 Hidetoshi

Yamamoto 548＋ 41：22．6� 28．3�
510 グインネヴィア 牝4栗 55 北村 友一 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 0 〃 アタマ 17．1�
818 マイネモントル 牝3青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 434－ 41：22．7� 141．4�
612� レインボーカムカム 牝4栗 55 村田 一誠飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 436＋ 41：22．8クビ 263．6�
23 � エーデルシュタイン 牝4黒鹿55 中井 裕二岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 474－ 5 〃 クビ 135．3�
611 ドラゴンサクラ 牝3青鹿54 藤懸 貴志大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422－ 41：23．01� 106．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，041，500円 複勝： 51，078，400円 枠連： 25，614，500円
馬連： 83，756，700円 馬単： 48，753，000円 ワイド： 38，257，100円
3連複： 126，302，700円 3連単： 225，558，600円 計： 633，362，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 190円 � 160円 枠 連（3－7） 1，160円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 540円 �� 420円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 10，730円

票 数

単勝票数 計 340415 的中 � 55235（2番人気）
複勝票数 計 510784 的中 � 72903（2番人気）� 68542（4番人気）� 92311（1番人気）
枠連票数 計 256145 的中 （3－7） 16361（6番人気）
馬連票数 計 837567 的中 �� 43247（4番人気）
馬単票数 計 487530 的中 �� 12742（7番人気）
ワイド票数 計 382571 的中 �� 17080（4番人気）�� 23361（1番人気）�� 19842（3番人気）
3連複票数 計1263027 的中 ��� 44513（1番人気）
3連単票数 計2255586 的中 ��� 15516（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．4―46．4―58．3―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トシザグレイト �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2011．12．25 中山11着

2009．2．25生 牡4鹿 母 トシメロディー 母母 サツマリーベ 16戦3勝 賞金 37，626，000円
〔制裁〕 リネンヴィヴィッド号の騎手西田雄一郎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 イエスミートゥー号・クローチェ号・ケルンフォーティー号・シルクフラッシュ号・タニオブローズ号
（非抽選馬） 3頭 カイシュウタビビト号・スリーキャピトル号・ファンアットコート号

４レース目



（25中京4）第2日 12月1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 200頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

162，910，000円
5，770，000円
2，190，000円
15，000，000円
67，349，000円
5，200，000円
1，920，000円

勝馬投票券売得金
247，113，900円
396，009，200円
179，450，200円
568，859，700円
342，267，100円
270，867，400円
847，024，700円
1，363，484，600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 4，215，076，800円

総入場人員 19，200名 （有料入場人員 16，947名）
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