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3502512月12日 晴 重 （27中京4）第3日 第1競走 1，200�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
1：12．2
1：10．2

良
不良

24 デビルウイング 牡2栗 55 横山 和生 �スピードファーム小西 一男 新冠 スピードフアーム 474＋ 21：13．3 50．0�
35 オリエンタルローズ 牝2鹿 54 田中 健山口多賀司氏 福島 信晴 浦河 東栄牧場 482－ 61：13．72� 3．2�
11 アンペラール 牡2芦 55

52 ▲伴 啓太金山 圭充氏 池添 兼雄 日高 松平牧場 438± 01：13．8� 3．6�
36 スピードムテキ 牝2鹿 54 黛 弘人遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 440－ 21：14．01� 10．8�
48 モズワッショイ 牝2黒鹿54 中谷 雄太 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 408＋ 61：14．31� 17．8	
612 ディアヒラリー 牝2栗 54

51 ▲加藤 祥太永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 424－12 〃 クビ 27．1

510 ダッシュビーム 牡2鹿 55 丸山 元気矢野 秀春氏 金成 貴史 新ひだか 真歌田中牧場 476± 01：14．5� 13．7�
713 ア レ ッ チ 牡2鹿 55 勝浦 正樹手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 470＋ 21：14．6� 8．5�
611 ヤマニンロスター 牡2栗 55 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 476＋18 〃 アタマ 293．6
815 アムロタイプ 牡2鹿 55

53 △城戸 義政萩 英男氏 坪 憲章 日高 中川 哲也 446－ 21：15．34 142．4�
714 エイシンシトラス 牝2鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 まるとみ冨岡牧場 434－ 41：15．51� 8．2�
816 イナフイズイナフ 牡2鹿 55

53 △�島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 510－10 〃 ハナ 7．8�
23 アイファーチェリー 牝2鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 B398－ 21：15．81� 356．7�
47 オニニカナボー 牡2鹿 55 川島 信二西村新一郎氏 天間 昭一 むかわ 高田 良一 460＋ 21：16．22� 251．4�
59 サンケネット 牝2青鹿54 嶋田 純次加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 浦河育成牧場 454－ 21：16．83� 249．5�
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12 イ ル メ リ オ 牝2鹿 54 北村 友一長谷川守正氏 的場 均 浦河 大島牧場 434＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，188，300円 複勝： 23，437，400円 枠連： 8，525，400円
馬連： 31，540，900円 馬単： 18，446，100円 ワイド： 20，225，200円
3連複： 46，881，700円 3連単： 59，824，900円 計： 225，069，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，000円 複 勝 � 670円 � 140円 � 140円 枠 連（2－3） 5，760円

馬 連 �� 10，810円 馬 単 �� 30，000円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 1，520円 �� 320円

3 連 複 ��� 8，190円 3 連 単 ��� 115，660円

票 数

単勝票数 差引計 161883（返還計 973） 的中 � 2587（10番人気）
複勝票数 差引計 234374（返還計 2480） 的中 � 5736（10番人気）� 51216（1番人気）� 50069（2番人気）
枠連票数 差引計 85254（返還計 402） 的中 （2－3） 1146（20番人気）
馬連票数 差引計 315409（返還計 7482） 的中 �� 2260（31番人気）
馬単票数 差引計 184461（返還計 4481） 的中 �� 461（73番人気）
ワイド票数 差引計 202252（返還計 6041） 的中 �� 1670（33番人気）�� 3183（19番人気）�� 18804（1番人気）
3連複票数 差引計 468817（返還計 22956） 的中 ��� 4292（31番人気）
3連単票数 差引計 598249（返還計 25209） 的中 ��� 375（349番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．6―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．9―48．5―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デビルウイング �
�
父 ウインクリューガー �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2015．6．6 東京13着

2013．4．8生 牡2栗 母 リ ュ ウ ジ ョ 母母 マスカットワイン 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走除外〕 イルメリオ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔制裁〕 アイファーチェリー号の騎手藤懸貴志は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グットトキメク号・シングンガガ号・ブラッキングウェイ号
（非抽選馬） 2頭 アキツシマ号・シゲルオキサワラ号

3502612月12日 晴 重 （27中京4）第3日 第2競走 1，400�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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

23 デルマアラレチャン 牝4鹿 55
52 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 472＋ 21：25．1 131．5�

713 オールオブナイト 牝4黒鹿55 松田 大作市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 438＋ 6 〃 ハナ 20．4�
11 ファインドヌーヴ 牝3芦 54 丸山 元気井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 450± 01：25．31� 10．5�
24 ビーチパラソル 牝3芦 54 松若 風馬谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 476－ 6 〃 ハナ 5．2�
510 アンスタンフィール 牝5鹿 55 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 466－101：25．4クビ 48．6�
12 マ ナ オ ラ ナ 牝4青鹿 55

53 △�島 克駿吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436＋101：25．5� 66．4�
35 インヴォーク 牝4栗 55 菱田 裕二	アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 432＋161：25．71� 78．3

611 グランシュクレ 牝3芦 54

51 ▲加藤 祥太間宮 秀直氏 庄野 靖志 新冠 芳住 鉄兵 442＋ 21：25．8� 3．3�
36 � メイショウルナ 牝4鹿 55

53 △義 英真松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 506＋ 61：26．22� 19．2�
47 パセンジャーシップ 牝3芦 54 石橋 脩吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 490＋ 2 〃 ハナ 6．5
612 ユメノマイホーム 牝3栗 54 西村 太一�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 444± 0 〃 アタマ 16．0�
714 フローラルダンサー 牝3鹿 54

52 △城戸 義政岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 512＋ 21：26．3クビ 22．8�
48 ラブミーテンダー 牝3鹿 54 古川 吉洋飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 492－101：27．04 31．8�
815 レッドムーヴ 牝5鹿 55 伊藤 工真 	東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 452＋ 41：27．63� 207．9�
816 ダ ン シ ン グ 牝3栗 54 藤懸 貴志副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 490＋ 81：28．34 164．6�
59 フォークスグローブ 牝3黒鹿54 中谷 雄太吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 524－ 2 〃 クビ 4．7�
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売 得 金
単勝： 17，621，000円 複勝： 26，116，800円 枠連： 8，279，500円
馬連： 30，347，800円 馬単： 17，123，000円 ワイド： 19，911，500円
3連複： 44，290，400円 3連単： 52，990，300円 計： 216，680，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，150円 複 勝 � 2，590円 � 650円 � 480円 枠 連（2－7） 2，080円

馬 連 �� 92，960円 馬 単 �� 273，230円

ワ イ ド �� 22，910円 �� 19，290円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 357，180円 3 連 単 ��� 4，268，660円

票 数

単勝票数 計 176210 的中 � 1072（14番人気）
複勝票数 計 261168 的中 � 2469（14番人気）� 10767（8番人気）� 15379（6番人気）
枠連票数 計 82795 的中 （2－7） 3071（10番人気）
馬連票数 計 303478 的中 �� 253（94番人気）
馬単票数 計 171230 的中 �� 47（210番人気）
ワイド票数 計 199115 的中 �� 223（96番人気）�� 265（88番人気）�� 1467（35番人気）
3連複票数 計 442904 的中 ��� 93（354番人気）
3連単票数 計 529903 的中 ��� 9（2490番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．2―46．7―59．6―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマアラレチャン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．10．6 新潟11着

2011．5．8生 牝4鹿 母 ユークロニア 母母 ミッシングロジック 17戦2勝 賞金 17，925，000円
〔制裁〕 オールオブナイト号の騎手松田大作は，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：8番）

オールオブナイト号の騎手松田大作は，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：4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 ハナズプルメリア号・ワンダーベレーザ号

第４回 中京競馬 第３日



3502712月12日 晴 重 （27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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

24 シゲルハダカマツリ 牡3鹿 56 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B540＋ 61：12．1 9．1�
47 ビットアリエス 牝4青鹿55 松若 風馬礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 464＋121：12．2� 21．9�
713 オールオブユー 牝3栗 54

52 △�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506＋161：12．41� 11．0�

612 ディーエスフェイム 牡3鹿 56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 488＋ 2 〃 クビ 7．6�
11 シゲルミマサカ 牝4青鹿55 菱田 裕二森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 村上牧場 420－ 81：12．61� 30．7�
59 アーネストミノル 牡4鹿 57 中谷 雄太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446＋ 4 〃 ハナ 53．2�
815 ミカルベウス 牝4芦 55 丸山 元気尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 474－ 61：12．7クビ 8．5	
714 ダイシンバルカン 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 504＋ 61：12．8� 1．7


12 オーロラッシュ 牡3鹿 56 古川 吉洋山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 440＋ 21：12．9� 21．6�

23 キクノブレイン 牡5黒鹿57 小坂 忠士菊池 五郎氏 奥村 豊 浦河 松田 憲一 500＋121：13．0� 37．0�
611� ゲ ッ ト ミ ー 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼薪浦 州平氏 千田 輝彦 日高 下川 茂広 474＋151：13．32 189．6
510 ファイアフライ 牝3栗 54 石橋 脩坂本 浩一氏 奥村 武 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－121：13．72 104．2�
36 ノーブルサイレンス 牝4青鹿55 杉原 誠人吉木 伸彦氏 松永 康利 新ひだか 城地 清満 444＋ 6 〃 クビ 112．1�
35 ブリッツカイザー �4栗 57

55 △城戸 義政岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 21：14．12� 93．3�
48 ワンダービリーヴ 牝5鹿 55 伊藤 工真半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 454－101：15．37 205．4�
816 ヒカリユニキャスト 牡5黒鹿57 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 546＋181：16．15 169．8�
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売 得 金
単勝： 18，746，800円 複勝： 57，801，600円 枠連： 9，986，200円
馬連： 31，217，500円 馬単： 21，916，700円 ワイド： 21，954，000円
3連複： 46，077，600円 3連単： 71，170，600円 計： 278，871，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 450円 � 770円 � 820円 枠 連（2－4） 3，730円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 12，810円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，680円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 25，240円 3 連 単 ��� 144，530円

票 数

単勝票数 計 187468 的中 � 16465（4番人気）
複勝票数 計 578016 的中 � 35713（2番人気）� 19503（5番人気）� 18041（6番人気）
枠連票数 計 99862 的中 （2－4） 2072（13番人気）
馬連票数 計 312175 的中 �� 4210（15番人気）
馬単票数 計 219167 的中 �� 1283（29番人気）
ワイド票数 計 219540 的中 �� 3657（14番人気）�� 3394（17番人気）�� 1782（32番人気）
3連複票数 計 460776 的中 ��� 1369（60番人気）
3連単票数 計 711706 的中 ��� 357（328番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．1―12．2―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―35．4―47．6―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルハダカマツリ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．8．17 新潟13着

2012．5．16生 牡3鹿 母 アメイジング 母母 イブキロングラン 17戦2勝 賞金 23，800，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 アーネストミノル号の騎手北村友一は，第1競走での馬場入場後の落馬による検査のため中谷雄太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 テンテマリ号・ユキノマルガリータ号
（非抽選馬） 2頭 スズカチャンプ号・マルカメテオ号

3502812月12日 晴 稍重 （27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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

46 レッドフォルツァ �6鹿 60 上野 翔 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B482－ 83：24．1 7．4�
813� エルインペレイター �5鹿 60 浜野谷憲尚�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 496＋ 23：24．31 13．0�
11 ナッハフォルガー �4青鹿60 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 478＋103：24．4� 77．9�
22 マイネルマーク 牡7青鹿60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 8 〃 クビ 2．5�
58 シゲルハリマ 牡4栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 三石川上牧場 514＋ 63：24．5� 34．4�
69 ドリームトレイン 牡6黒鹿60 中村 将之前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 514＋ 23：24．81� 7．1	
814 アルディエス 牡6鹿 60 西谷 誠�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 462－ 23：24．9� 3．4

33 スカイパッション 牝3栗 56 難波 剛健小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 444－123：25．85 47．5�
712 モリトブイコール �7栗 60 高野 和馬石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 476－103：26．33 135．1�
34 プ レ ス リ ー 牡4黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 496± 0 〃 クビ 12．4
45 クラウンロベルト 牡3青鹿58 鈴木 慶太�クラウン 小野 次郎 浦河 高昭牧場 432＋ 23：26．93	 207．8�
610 コスモトゥルーラヴ 牡6鹿 60 原田 和真 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 502＋ 63：27．43 42．8�
711� ステキステキ 牝4栗 58 石神 深一西村新一郎氏 天間 昭一 様似 猿倉牧場 472＋ 43：28．14 46．8�
57 � クリノチョモラーリ 牝5栗 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 478＋103：38．6大差 81．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，785，800円 複勝： 18，200，400円 枠連： 7，828，700円
馬連： 22，393，100円 馬単： 15，496，000円 ワイド： 13，263，800円
3連複： 36，639，800円 3連単： 52，546，400円 計： 181，154，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 380円 � 1，900円 枠 連（4－8） 1，100円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 6，660円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 5，930円 �� 8，900円

3 連 複 ��� 75，080円 3 連 単 ��� 331，270円

票 数

単勝票数 計 147858 的中 � 15908（4番人気）
複勝票数 計 182004 的中 � 23770（4番人気）� 12511（6番人気）� 2099（11番人気）
枠連票数 計 78287 的中 （4－8） 5506（5番人気）
馬連票数 計 223931 的中 �� 5418（12番人気）
馬単票数 計 154960 的中 �� 1745（23番人気）
ワイド票数 計 132638 的中 �� 3262（12番人気）�� 566（44番人気）�� 376（56番人気）
3連複票数 計 366398 的中 ��� 366（124番人気）
3連単票数 計 525464 的中 ��� 115（607番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．0－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドフォルツァ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Forestry デビュー 2012．1．14 中山1着

2009．4．23生 �6鹿 母 ホワイトウォーター 母母 Colorado Song 障害：12戦1勝 賞金 19，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 タガノレイヨネ号・ツカサブレイブ号・ハクサンゲイン号・ミリノカイザー号



3502912月12日 晴 稍重 （27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 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：34．3稍重

33 マイネルアダマス 牡6鹿 62 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 43：39．7 15．3�

34 ニホンピロバロン 牡5栗 60 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 474± 03：40．12� 8．9�
46 コアレスドラード 牡7栗 60 植野 貴也小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 468＋ 4 〃 クビ 6．0�
712 ヴィーヴァギブソン �8鹿 62 平沢 健治芹澤 精一氏 作田 誠二 平取 スガタ牧場 540＋16 〃 ハナ 18．1�
58 ユキノスライダー 牡5栗 60 難波 剛健遠藤 定子氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 446± 03：40．31 9．6�
610� パ ス テ ィ 牡6鹿 62 上野 翔坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 464＋ 43：40．83 8．2	
69 プレミアムウォーズ �6栗 60 江田 勇亮中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 466－ 4 〃 アタマ 108．0

814 レッドヴィーヴォ �5黒鹿60 北沢 伸也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444－ 43：41．33 14．0�
45 シャドウカラーズ 牝4鹿 58 山本 康志飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 466＋ 23：41．4	 5．1�
22 ニジブルーム 牡7芦 61 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 496－ 43：41．5� 3．2
11 � アラビアンドラゴン �5芦 60 森 一馬吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 428－ 2 〃 クビ 82．8�
813 タイセイジーニアス 牡7黒鹿60 白浜 雄造田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 484－ 23：41．81	 46．5�
57 セイウンコレット 牝4黒鹿58 草野 太郎西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 476－ 43：42．86 120．6�
711 テイエムシシーポス 牡5鹿 60 佐久間寛志竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 490＋ 63：43．65 131．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，323，100円 複勝： 19，725，900円 枠連： 9，555，100円
馬連： 25，391，000円 馬単： 15，386，500円 ワイド： 16，337，800円
3連複： 43，331，000円 3連単： 57，600，200円 計： 202，650，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 570円 � 280円 � 220円 枠 連（3－3） 8，460円

馬 連 �� 8，370円 馬 単 �� 18，310円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 2，070円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 21，950円 3 連 単 ��� 154，660円

票 数

単勝票数 計 153231 的中 � 8004（8番人気）
複勝票数 計 197259 的中 � 7791（9番人気）� 18437（5番人気）� 26359（3番人気）
枠連票数 計 95551 的中 （3－3） 875（24番人気）
馬連票数 計 253910 的中 �� 2351（35番人気）
馬単票数 計 153865 的中 �� 630（70番人気）
ワイド票数 計 163378 的中 �� 1792（31番人気）�� 2018（29番人気）�� 3400（15番人気）
3連複票数 計 433310 的中 ��� 1480（79番人気）
3連単票数 計 576002 的中 ��� 270（521番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 53．6－3F 40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→	」
1
�

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

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

マイネルアダマス �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2011．6．25 函館2着

2009．2．21生 牡6鹿 母 マイネディアマンテ 母母 プリンセスエイブル 障害：7戦3勝 賞金 31，000，000円
〔制裁〕 マイネルアダマス号の騎手五十嵐雄祐は，2周目5号障害を内側に斜飛したことについて平成27年12月19日の騎乗を停

止。（被害馬：4番）
〔調教再審査〕 マイネルアダマス号は，2周目5号障害および2周目6号障害を内側に斜飛したことについて障害調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スカイアクセス号・タマモショパン号

3503012月12日 晴 重 （27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）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

24 オイルタウン 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 458－ 41：53．5 3．7�
11 シングンパワー 牡3栗 56 長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育

成牧場 478－121：53．6� 44．2�
48 � トーコーヴィオラ 牝5黒鹿 55

53 △義 英真森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466－ 21：54．02� 29．8�
47 カシノランド 牡3黒鹿 56

54 △�島 克駿柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 478＋ 81：54．21� 5．1�
36 セレッソレアル 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 488± 0 〃 クビ 4．5�
59 ゼンノイザナギ 牡3栗 56 森 一馬大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 482－ 21：54．3クビ 19．7�
12 トウカイララバイ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太内村 正則氏 村山 明 平取 二風谷ファーム 484－101：54．83 103．6	
611 トーセンテレマーク 牡3青鹿56 小野寺祐太島川 
哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム B480－ 3 〃 クビ 225．3�
815 キ ザ シ 牡3栗 56 西村 太一 �フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 446－141：54．9クビ 177．8
713 モンシュシュ 牝5鹿 55

52 ▲加藤 祥太 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 512± 0 〃 クビ 6．6�
612 ゼンノウラヌス 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 488－ 41：55．0� 69．9�
23 トミケンスラーヴァ 牡5鹿 57 杉原 誠人冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 500－ 41：55．1� 20．7�
35 ジャストフォーユー 牡3鹿 56 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 472－ 61：55．41� 10．9�
714 ブラボーランサー 牡4鹿 57 花田 大昂田畑 富子氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 532－ 21：56．03� 114．7�
510 ヴァンクウィッシュ 牡4青鹿 57

55 △城戸 義政前田 幸治氏 森田 直行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498± 01：56．74 83．8�

816 ニシノクラッチ 牡3黒鹿56 嶋田 純次西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 500－ 41：57．01� 8．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，564，100円 複勝： 26，766，600円 枠連： 9，604，400円
馬連： 32，695，800円 馬単： 18，622，800円 ワイド： 21，245，800円
3連複： 46，720，200円 3連単： 61，652，400円 計： 235，872，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 200円 � 940円 � 740円 枠 連（1－2） 4，350円

馬 連 �� 8，460円 馬 単 �� 15，260円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 2，440円 �� 7，800円

3 連 複 ��� 47，540円 3 連 単 ��� 218，030円

票 数

単勝票数 計 185641 的中 � 39565（1番人気）
複勝票数 計 267666 的中 � 45061（2番人気）� 6444（10番人気）� 8306（9番人気）
枠連票数 計 96044 的中 （1－2） 1709（16番人気）
馬連票数 計 326958 的中 �� 2995（32番人気）
馬単票数 計 186228 的中 �� 915（56番人気）
ワイド票数 計 212458 的中 �� 2269（30番人気）�� 2265（31番人気）�� 693（57番人気）
3連複票数 計 467202 的中 ��� 737（127番人気）
3連単票数 計 616524 的中 ��� 205（611番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．5―13．2―12．5―12．5―12．5―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．0―51．2―1：03．7―1：16．2―1：28．7―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

オイルタウン �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．10．11 京都8着

2012．4．5生 牡3栗 母 スーパーオアシス 母母 ビーウェルオン 20戦2勝 賞金 21，700，000円
〔制裁〕 トーセンテレマーク号の騎手小野寺祐太は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

オイルタウン号の騎手水口優也は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・14番）
トーコーヴィオラ号の騎手義英真は，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：6番）



3503112月12日 晴 稍重 （27中京4）第3日 第7競走 1，200�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
1：09．6
1：07．8

良
良

48 キンシロケット 牡2鹿 55 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 464－ 61：10．6 9．3�
36 ミスズスター 牡2鹿 55 丸山 元気永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 448± 01：10．7� 2．6�
59 サカジロテンオー 牡2鹿 55 国分 恭介ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 492－ 21：11．12� 3．9�
12 シャンボール 牝2栗 54 西村 太一�ミルファーム 高市 圭二 日高 正和山本牧場 420－ 4 〃 ハナ 10．5�
817 ウインプリマ 牝2栗 54 黛 弘人�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 430± 01：11．2� 155．9	
816 メイショウフレイヤ 牝2栗 54 松田 大作松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 456－ 81：11．3クビ 11．4

611 クニサキゴメスタア 牝2栗 54

53 ☆岩崎 翼國島 周夫氏 西橋 豊治 浦河 山田 昇史 448－10 〃 クビ 270．4�
510 オーディンローズ 牡2栗 55 松若 風馬古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 472＋141：11．51� 16．7�
24 ロ ッ ク オ ン 牡2栗 55 石橋 脩石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 450＋ 8 〃 ハナ 10．2
23 カシノミライ 牝2黒鹿 54

52 △�島 克駿柏木 務氏 二本柳俊一 平取 協栄組合 406± 01：11．6� 239．7�
818 ロングハード 牝2黒鹿54 太宰 啓介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 450－ 6 〃 クビ 23．3�
35 ツバメガエシ 牡2栗 55

52 ▲加藤 祥太�ターフ・スポート佐々木晶三 浦河 大道牧場 468－ 21：11．7クビ 44．0�
713 セレナオーキッド 牝2黒鹿54 勝浦 正樹島川 利子氏 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 436－ 61：11．91� 26．6�
612 ウイングラウベン 牡2青 55 伊藤 工真�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム B464－ 2 〃 ハナ 115．9�

47 アートオブグラン 牝2黒鹿54 古川 吉洋�佐藤牧場 佐藤 吉勝 新ひだか 神垣 道弘 430－121：12．0� 112．3�
（法634）

11 ミヤビキラリ 牝2鹿 54 菱田 裕二村上 義勝氏 加藤 敬二 新ひだか 高橋 修 454－ 41：12．53 99．2�
714 セルデューク 牡2栗 55

53 △義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 B488－ 41：13．03 129．5�

715 ゴードンカズマ 牡2鹿 55
52 ▲伴 啓太�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 B500－ 61：13．31� 43．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，221，100円 複勝： 25，753，800円 枠連： 10，895，300円
馬連： 32，617，700円 馬単： 18，496，300円 ワイド： 21，923，200円
3連複： 46，703，400円 3連単： 66，112，200円 計： 240，723，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 180円 � 130円 � 140円 枠 連（3－4） 1，030円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 280円 �� 600円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 10，780円

票 数

単勝票数 計 182211 的中 � 15555（3番人気）
複勝票数 計 257538 的中 � 30289（3番人気）� 55300（1番人気）� 48900（2番人気）
枠連票数 計 108953 的中 （3－4） 8143（3番人気）
馬連票数 計 326177 的中 �� 23322（2番人気）
馬単票数 計 184963 的中 �� 4553（8番人気）
ワイド票数 計 219232 的中 �� 20195（2番人気）�� 8009（5番人気）�� 26274（1番人気）
3連複票数 計 467034 的中 ��� 23748（1番人気）
3連単票数 計 661122 的中 ��� 4443（16番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―11．6―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．4―46．0―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．2
3 10（8，18）15（9，12）6（4，13）5（2，16，17）7（3，11）－14－1 4 10（8，18）－6（9，15，12）（5，4）13，2（16，17）－7（3，11）－14－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キンシロケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Belong to Me デビュー 2015．8．2 新潟6着

2013．2．17生 牡2鹿 母 ビオジオズベイビー 母母 Fois Gras 6戦1勝 賞金 8，350，000円
〔騎手変更〕 ロングハード号の騎手北村友一は，第1競走での馬場入場後の落馬負傷のため太宰啓介に変更。
〔制裁〕 ゴードンカズマ号の調教師西浦勝一は，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。

キンシロケット号の騎手田中健は，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50，000円。（被害馬：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カシノネイマール号
（非抽選馬） 2頭 シゲルタイ号・ミキノカブキ号

3503212月12日 曇 稍重 （27中京4）第3日 第8競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

714 シ ャ ル ー ル 牝3栗 54
52 △�島 克駿 �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 442－102：01．6 2．5�
612 テイエムフタエマル 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 470－ 42：02．02� 135．9�
23 ティックルゴールド 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 22：02．1クビ 15．2�
59 リッチガール 牝3栗 54 松田 大作吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 02：02．2� 11．0�
611 ウインティアラ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 412－ 8 〃 クビ 16．5	
36 ミッキーカーニバル 牝3鹿 54 太宰 啓介野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 476± 02：02．41� 13．7

817 メローハーモニー 牝3鹿 54 石橋 脩青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 452－ 62：02．5クビ 9．0�
11 エクストラファイン 牝3黒鹿54 黛 弘人 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 アタマ 33．1�
48 トウシンハンター 牝3黒鹿54 菱田 裕二�サトー 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 438－ 42：02．6� 22．9
12 ハッピーユニバンス 牝3黒鹿54 松若 風馬亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 448－ 42：03．02� 8．8�
713 メイショウグレア 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 424－102：03．1� 45．9�
815� ダノンサイクロン 牝4青鹿55 藤懸 貴志�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：03．31� 143．9�
24 テイエムサンビカ 牝4青鹿 55

53 △義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 468± 02：03．51� 145．9�
35 アドマイヤアロマ 牝4栗 55 国分 恭介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 444＋ 42：03．6� 30．7�
510 エストレージャ 牝3黒鹿54 伊藤 工真 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 468－162：03．92 105．6�
47 � ワイドショー 牝4鹿 55 古川 吉洋安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 478－222：04．64 209．3�
816 フロレットアレー 牝3鹿 54 杉原 誠人 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 420＋ 42：05．77 5．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 23，736，300円 複勝： 36，985，000円 枠連： 13，954，800円
馬連： 45，501，600円 馬単： 24，958，800円 ワイド： 28，988，900円
3連複： 65，116，900円 3連単： 89，032，700円 計： 328，275，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 3，020円 � 350円 枠 連（6－7） 1，510円

馬 連 �� 15，490円 馬 単 �� 21，970円

ワ イ ド �� 5，300円 �� 660円 �� 24，080円

3 連 複 ��� 54，440円 3 連 単 ��� 200，460円

票 数

単勝票数 計 237363 的中 � 74107（1番人気）
複勝票数 計 369850 的中 � 102518（1番人気）� 2185（15番人気）� 23803（7番人気）
枠連票数 計 139548 的中 （6－7） 7129（5番人気）
馬連票数 計 455016 的中 �� 2276（50番人気）
馬単票数 計 249588 的中 �� 852（73番人気）
ワイド票数 計 289889 的中 �� 1364（59番人気）�� 12203（5番人気）�� 297（103番人気）
3連複票数 計 651169 的中 ��� 897（171番人気）
3連単票数 計 890327 的中 ��� 322（613番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．6―49．0―1：01．2―1：13．1―1：25．3―1：37．5―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ャ ル ー ル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Kaldoun デビュー 2014．8．16 札幌1着

2012．1．19生 牝3栗 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope 10戦2勝 賞金 31，128，000円
〔騎手変更〕 アドマイヤアロマ号の騎手北村友一は，第1競走での馬場入場後の落馬負傷のため国分恭介に変更。
※出走取消馬 トーホウレゼルヴ号（疾病〔腹部フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴァンデミエール号
（非抽選馬） 3頭 アイノカケハシ号・ソムニアシチー号・レイヨンヴェール号



3503312月12日 曇 重 （27中京4）第3日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時25分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

815 ワイルドダンサー 牡3鹿 56
53 ▲加藤 祥太草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 478－ 21：53．7 5．2�

35 � アースコネクター 牡4栗 57 中谷 雄太 �グリーンファーム和田 正道 米
FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B502＋ 21：53．8� 3．6�
24 マルイチワンダー 牡5栗 57 国分 恭介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 454± 01：53．9クビ 40．7�
11 � サリレモンド 牡4栗 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

506± 01：54．0� 5．6�
47 チャップリン 牡3黒鹿56 松田 大作髙瀬 真尚氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 486＋ 41：54．32 72．4�
59 ドラゴンケーニッヒ 牡3黒鹿 56

54 △	島 克駿窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：54．51
 17．8	
23 シーサイドバウンド �4芦 57 菱田 裕二 
サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 478＋261：54．6� 22．1�
611 ジ ェ ッ ト 牡3黒鹿56 	島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 478± 01：54．81
 14．8�
612 クワッドアクセル 牡3栗 56 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 454－ 2 〃 ハナ 66．9
510 ディプロイディ 牡3黒鹿56 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 562－ 21：54．9� 13．5�
48 シャドウシティー 牡4鹿 57 松若 風馬飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478± 01：55．0� 21．1�
12 エリオットベイ 牡3栗 56 丸山 元気 
キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 520± 01：55．1� 5．6�
714� ミ ス エ リ カ 牝3黒鹿54 石橋 脩荒牧 政美氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B524＋ 21：55．3� 16．7�
816 サードグラッド 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 486＋ 21：55．61� 54．4�
36 � ヴィクトリーノヴァ 牡4芦 57 嶋田 純次古賀 慎一氏 谷原 義明 日高 中川 浩典 436－ 41：55．7クビ 326．1�
713 キャメロンロード 牝5鹿 55 黛 弘人森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 442－141：56．55 148．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，648，800円 複勝： 35，039，100円 枠連： 14，622，500円
馬連： 44，095，600円 馬単： 22，380，200円 ワイド： 26，296，700円
3連複： 59，311，900円 3連単： 85，904，100円 計： 309，298，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 150円 � 880円 枠 連（3－8） 900円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 380円 �� 3，010円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 8，590円 3 連 単 ��� 37，900円

票 数

単勝票数 計 216488 的中 � 33183（2番人気）
複勝票数 計 350391 的中 � 48044（3番人気）� 75792（1番人気）� 7257（11番人気）
枠連票数 計 146225 的中 （3－8） 12509（3番人気）
馬連票数 計 440956 的中 �� 36650（2番人気）
馬単票数 計 223802 的中 �� 8299（4番人気）
ワイド票数 計 262967 的中 �� 19833（2番人気）�� 2085（38番人気）�� 3857（19番人気）
3連複票数 計 593119 的中 ��� 5178（25番人気）
3連単票数 計 859041 的中 ��� 1643（93番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―13．3―13．2―12．6―12．9―12．6―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―36．6―49．8―1：02．4―1：15．3―1：27．9―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

ワイルドダンサー �
�
父 ワイルドワンダー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．1．4 中山2着

2012．5．1生 牡3鹿 母 スイートフラッグ 母母 Serengeti Day 9戦2勝 賞金 20，250，000円

3503412月12日 曇 稍重 （27中京4）第3日 第10競走 ��2，200�
な が ら が わ

長 良 川 特 別
発走15時00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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

611 クインズストーム 牡4芦 57 黛 弘人 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 佐竹 学 488＋102：17．0 14．1�
816 ミュゼダルタニアン 牡3栗 55 丸山 元気坂本 肇氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 510－ 2 〃 クビ 6．3�
35 マイネルカレッツァ 牡3黒鹿55 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 504－ 22：17．53 4．3�
47 プラトンイミシャン 牡3鹿 55 勝浦 正樹池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 464－ 8 〃 クビ 37．7�
713 トウキョウタフガイ 牡4鹿 57 菱田 裕二市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 6．7�
714 ドンアルフォンス 牡3黒鹿55 加藤 祥太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 458± 02：17．6� 52．7	
715 サウンドメモリー 牡4鹿 57 古川 吉洋嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 484± 02：17．7� 4．7

36 ステイザコース �5栗 57 松若 風馬 �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 2 〃 アタマ 7．0�
24 インプレショニスト 牝5鹿 55 中谷 雄太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：17．91� 35．9
817 コートオブアームズ 牡3鹿 55 松田 大作 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 452＋162：18．0� 53．7�
11 マイネボニータ 牝4栗 55 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 416＋ 62：18．21 49．3�
818 マイネルレオーネ 牡3黒鹿55 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 408－ 2 〃 ハナ 13．2�
12 ラッシュアタック 牡3鹿 55 伴 啓太 �キャロットファーム 菊川 正達 洞	湖 レイクヴィラファーム 490－ 2 〃 クビ 27．3�
510 ビレッジソング 牝4鹿 55 
島 克駿岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 434－ 22：18．51� 79．4�
612 クラウンジーニアス 牡3栗 55 横山 和生�クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 B486± 02：18．71� 31．0�
23 � ト ラ ヴ ィ ス 牡4鹿 57 田中 健�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム 480± 02：18．8� 91．8�
48 � ゴールドクラウス �4鹿 57 嶋田 純次磯波 勇氏 武井 亮 新ひだか 城地 和義 448－16 〃 同着 180．2�
59 レッドオラシオン 牡4芦 57 太宰 啓介 �東京ホースレーシング 中舘 英二 千歳 社台ファーム 452－ 42：19．33 169．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，957，100円 複勝： 45，600，400円 枠連： 23，452，200円
馬連： 67，876，600円 馬単： 31，322，200円 ワイド： 36，986，900円
3連複： 94，227，800円 3連単： 124，681，300円 計： 450，104，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 410円 � 300円 � 190円 枠 連（6－8） 2，050円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 11，760円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 1，540円 �� 740円

3 連 複 ��� 9，140円 3 連 単 ��� 73，790円

票 数

単勝票数 計 259571 的中 � 14674（7番人気）
複勝票数 計 456004 的中 � 25502（7番人気）� 37800（4番人気）� 74548（2番人気）
枠連票数 計 234522 的中 （6－8） 8840（8番人気）
馬連票数 計 678766 的中 �� 10468（15番人気）
馬単票数 計 313222 的中 �� 1997（42番人気）
ワイド票数 計 369869 的中 �� 5710（16番人気）�� 6083（14番人気）�� 13358（6番人気）
3連複票数 計 942278 的中 ��� 7730（24番人気）
3連単票数 計1246813 的中 ��� 1225（209番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．1―14．4―13．8―12．8―12．4―11．7―11．6―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．9―36．0―50．4―1：04．2―1：17．0―1：29．4―1：41．1―1：52．7―2：04．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．9
1
3

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

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

クインズストーム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．9．8 中山3着

2011．4．8生 牡4芦 母 ケイアイベローナ 母母 レディベローナ 12戦2勝 賞金 24，829，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 レッドオラシオン号の騎手北村友一は，第1競走での馬場入場後の落馬負傷のため太宰啓介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エーティーロゼッタ号・ケルンダッシュ号・サマーローズ号・マイネルフレスコ号
（非抽選馬） 2頭 スズカステイボーイ号・メイショウミソラ号



3503512月12日 曇 重 （27中京4）第3日 第11競走 ��1，800�
は ま な こ

浜 名 湖 特 別
発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，26．12．13以降27．12．6まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

510 サクセスグローリー 牡4黒鹿56 �島 良太髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 544＋ 61：50．6 4．8�

24 マウントハレアカラ 牡3鹿 53 丸山 元気金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 460± 01：51．13 19．7�

12 マッシヴヒーロー 牡6鹿 54 太宰 啓介小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 466± 01：51．63 20．3�
11 ストロベリーキング �4黒鹿55 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 478－ 21：51．91� 10．1�
47 トゥヴァビエン 牡5黒鹿55 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 526± 01：52．11� 13．5�
36 	 ポンデザムール �5黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 506＋ 61：52．2� 114．6	
23 カレングラスジョー 牡5栗 55 石橋 脩鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：52．3� 4．0

35 マルカウォーレン 牡3黒鹿53 松若 風馬日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 510－ 61：52．83 6．0�
816 サンウィノナ 牝3鹿 51 川島 信二加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 450＋ 2 〃 アタマ 34．4�
714 トウケイウイン 牡5黒鹿55 古川 吉洋木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 454± 01：52．9
 13．2
48 クレスコモア 牡5黒鹿54 菱田 裕二堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 524＋ 81：54．17 28．2�
815 デルマハンニャ 牝5鹿 52 �島 克駿浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 454＋ 81：54．2� 71．6�
611 カゼノサファイア 牝5青 50 加藤 祥太深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 476－ 21：54．41� 194．3�
713 プレジールシチー 牡4黒鹿55 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 494＋ 21：54．5
 5．8�
612	 ジョーチャーリー 牡4黒鹿53 横山 和生上田けい子氏 畠山 吉宏 浦河 バンブー牧場 458－ 81：54．71� 226．5�
59 ツクバホシノオー 牡4鹿 54 伊藤 工真荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 504＋ 41：54．8クビ 68．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，999，300円 複勝： 59，047，200円 枠連： 34，243，400円
馬連： 142，684，500円 馬単： 63，669，700円 ワイド： 61，333，600円
3連複： 198，274，700円 3連単： 288，740，700円 計： 888，993，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 270円 � 630円 � 540円 枠 連（2－5） 1，050円

馬 連 �� 7，800円 馬 単 �� 11，960円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 2，180円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 35，220円 3 連 単 ��� 145，870円

票 数

単勝票数 計 409993 的中 � 67523（2番人気）
複勝票数 計 590472 的中 � 63859（4番人気）� 22801（9番人気）� 27302（8番人気）
枠連票数 計 342434 的中 （2－5） 25062（4番人気）
馬連票数 計1426845 的中 �� 14176（29番人気）
馬単票数 計 636697 的中 �� 3990（48番人気）
ワイド票数 計 613336 的中 �� 5761（34番人気）�� 7292（26番人気）�� 4340（46番人気）
3連複票数 計1982747 的中 ��� 4222（114番人気）
3連単票数 計2887407 的中 ��� 1435（469番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．7―12．5―12．2―12．3―12．1―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．9―49．4―1：01．6―1：13．9―1：26．0―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
10－（8，15）－4－13－（2，3）9（1，5）（11，16）7，14，6－12
10－（4，8，15）－13－3，2（1，14）（7，11，16，5）（6，9）＝12

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

勝馬の
紹 介

サクセスグローリー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．15 京都1着

2011．4．7生 牡4黒鹿 母 サクセスビューティ 母母 アワーミスレッグス 11戦4勝 賞金 47，410，000円
〔騎手変更〕 マウントハレアカラ号の騎手北村友一は，第1競走での馬場入場後の落馬負傷のため丸山元気に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キョウワランサー号・ラブリースター号

3503612月12日 曇 稍重 （27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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 553，000円 158，000円 79，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

816 サクラディソール 牝5鹿 55 勝浦 正樹�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 440± 01：22．2 4．8�
35 � オ ウ ノ ミ チ 牡4黒鹿57 �島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 472－ 21：22．41 6．3�
818 インストアイベント 牡5栗 57 横山 和生 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482－ 81：22．82� 4．7�
612 ラ イ ザ ン 牡4青鹿57 松若 風馬林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 クビ 39．4�
36 オリエンタルリリー 牝5鹿 55 岩崎 翼近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：22．9	 63．2	
715
 シ ン ガ ン 牡4青鹿57 義 英真林 正道氏 国枝 栄 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 490－ 41：23．0	 22．0

611 ノミネーション 牡3黒鹿56 国分 恭介石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 462－ 4 〃 ハナ 10．4�
817 ベーリングメファ 牝3栗 54 石橋 脩手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 450＋ 81：23．1� 62．3�
23 
 ウィズアミッション 牝4鹿 55 松田 大作吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 428＋ 21：23．2クビ 4．6
12 ノーブルルージュ 牝3黒鹿54 菱田 裕二吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 448－ 2 〃 アタマ 11．8�
714 セラフィーナ 牝3青鹿54 中谷 雄太矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B442＋22 〃 クビ 254．5�
59 ディレットリーチェ 牝5栗 55 古川 吉洋飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B494－ 61：23．3クビ 23．6�
510 シセイカスガ 牡4黒鹿57 丸山 元気猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 410－ 81：23．4� 61．7�
47 ポップジェムズ �5鹿 57 杉原 誠人吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B462－ 4 〃 アタマ 28．3�
713 ク ロ ー ソ ー 牝3鹿 54 加藤 祥太大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 416－161：23．5クビ 21．5�
48 � サイモングレゴリー 牡3黒鹿56 川島 信二澤田 昭紀氏 天間 昭一 浦河 三嶋牧場 512± 01：23．6� 195．7�
11 レッドファーレン 牝3青鹿54 伊藤 工真 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 442－141：24．13 47．1�
24 � ブリリアントミノル 牡4鹿 57 太宰 啓介吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 448－16 〃 アタマ 132．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，960，200円 複勝： 50，495，300円 枠連： 26，537，500円
馬連： 85，209，000円 馬単： 38，969，500円 ワイド： 44，815，100円
3連複： 121，307，700円 3連単： 162，129，500円 計： 562，423，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 180円 � 170円 枠 連（3－8） 700円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 560円 �� 400円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 12，300円

票 数

単勝票数 計 329602 的中 � 54569（3番人気）
複勝票数 計 504953 的中 � 75547（2番人気）� 71609（4番人気）� 81478（1番人気）
枠連票数 計 265375 的中 （3－8） 29307（2番人気）
馬連票数 計 852090 的中 �� 43240（4番人気）
馬単票数 計 389695 的中 �� 9615（7番人気）
ワイド票数 計 448151 的中 �� 19807（5番人気）�� 29882（1番人気）�� 21337（3番人気）
3連複票数 計1213077 的中 ��� 37235（2番人気）
3連単票数 計1621295 的中 ��� 9553（9番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．0―11．6―11．8―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．1―45．7―57．5―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラディソール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．8．12 新潟4着

2010．4．9生 牝5鹿 母 ブリリアントクロス 母母 アグネスミネルバ 25戦3勝 賞金 59，611，000円
〔騎手変更〕 オリエンタルリリー号の騎手北村友一は，第1競走での馬場入場後の落馬負傷のため岩崎翼に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アグネスキズナ号・イキオイ号・エイブルボス号・コスモマイルール号・シャンデリアハウス号・

スズカブレーン号・ヤマタケマツリ号



（27中京4）第3日 12月12日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 194頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

182，040，000円
1，060，000円
4，080，000円
2，020，000円
16，680，000円
72，749，500円
6，589，400円
1，862，400円

勝馬投票券売得金
264，751，900円
424，969，500円
177，485，000円
591，571，100円
306，787，800円
333，282，500円
848，883，100円
1，172，385，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，120，116，200円

総入場人員 13，074名 （有料入場人員 11，323名）
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