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3502512月10日 晴 良 （28中京4）第3日 第1競走 1，800�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：54．8
1：50．9

重
不良

815 サルサディオーネ 牝2栗 54 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 492－ 61：55．1 11．7�
714 アオイテソーロ 牝2黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：55．52� 1．9�
713 ワンダラスサイト 牝2黒鹿54 菱田 裕二 �コスモヴューファーム 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 482± 01：56．77 54．0�
36 メイショウササユリ 牝2黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 480－101：57．65 6．2�
47 ヨイマチグサ 牝2芦 54 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 浦河 絵笛牧場 450－ 61：57．91� 6．9�
510 スウィートグロリア 牝2鹿 54 丸田 恭介 	グリーンファーム矢野 英一 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 ハナ 6．8

816 ブロードビーチ 牝2黒鹿54 川須 栄彦 	キャピタル・システム 渡辺 薫彦 日高 目黒牧場 412－ 21：58．43 47．7�
611 ヒデノエーデル 牝2鹿 54 柴田 未崎大石 秀夫氏 梅田 智之 新ひだか 服部 健太郎 446－ 21：59．14 29．3�
59 ショーカノン 牝2鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 492－101：59．52� 20．0
12 サンボストン 牝2鹿 54 古川 吉洋 	加藤ステーブル 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 490＋ 61：59．81� 175．0�
23 モンテゾーロ 牝2鹿 54 国分 恭介�辻牧場 西村 真幸 浦河 辻 牧場 428－ 21：59．9� 62．2�
11 ワガミヨニフル 牝2栗 54

52 △原田 和真内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 上村 清志 482－122：00．11� 28．0�
48 オールトンパーク 牝2栗 54

52 △伴 啓太峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 田中 静一 460－ 42：01．9大差 179．0�
612 レインボータワー 牝2青鹿54 酒井 学�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 408－10 〃 アタマ 90．0�
35 ラグランドルー 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 浦河 大北牧場 440－102：02．11 191．2�

24 オリヴェヴリオ 牝2黒鹿 54
51 ▲菊沢 一樹神田 通博氏 浅野洋一郎 鹿児島 神田 通博 428＋ 22：07．9大差 223．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，566，600円 複勝： 26，049，300円 枠連： 8，349，500円
馬連： 29，627，100円 馬単： 17，019，900円 ワイド： 21，392，800円
3連複： 45，944，400円 3連単： 56，647，200円 計： 222，596，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 340円 � 130円 � 1，090円 枠 連（7－8） 1，130円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 760円 �� 6，450円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 15，190円 3 連 単 ��� 93，120円

票 数

単勝票数 計 175666 的中 � 11926（5番人気）
複勝票数 計 260493 的中 � 16105（5番人気）� 77943（1番人気）� 4247（10番人気）
枠連票数 計 83495 的中 （7－8） 5699（4番人気）
馬連票数 計 296271 的中 �� 11490（6番人気）
馬単票数 計 170199 的中 �� 2827（18番人気）
ワイド票数 計 213928 的中 �� 7616（6番人気）�� 817（47番人気）�� 3774（15番人気）
3連複票数 計 459444 的中 ��� 2268（48番人気）
3連単票数 計 566472 的中 ��� 441（277番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．7―50．5―1：03．3―1：16．3―1：29．5―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サルサディオーネ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2016．11．13 京都13着

2014．5．3生 牝2栗 母 サルサクイーン 母母 シーサイドエンゼル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ラグランドルー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔その他〕 ラグランドルー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オールトンパーク号・レインボータワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

1月10日まで平地競走に出走できない。
オリヴェヴリオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月10日まで平地競
走に出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 ラグランドルー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年1月10日まで出走できない。

3502612月10日 晴 良 （28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）

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
1：21．9
1：21．5

良
不良

23 ケ イ マ 牡3鹿 56 国分 恭介石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 B490＋ 21：26．1 3．8�
48 ロマンコスモ �3栗 56 菱田 裕二菅 實氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 514＋ 4 〃 クビ 26．7�
11 レンズフルパワー 牡4鹿 57 藤岡 康太田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 宮内牧場 508± 01：26．2クビ 2．6�
612 ノースウッド 牡4鹿 57 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 81：26．3� 4．8�
24 タイセイプレゼンス 牡3黒鹿56 津村 明秀田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 486＋ 41：26．4� 14．3�
714 グランアラミス �4栗 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 池田牧場 B500－ 2 〃 クビ 14．8�
815	 メイショウカロッタ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 496± 01：26．5クビ 18．9	
36 シ ュ ネ ー ル 牡5鹿 57 秋山真一郎永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：26．71� 39．5

611	 ユアザスター 牡3鹿 56

54 △木幡 初也西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490－ 41：27．23 182．8�
12 
	 オーバーウェルム 牡4黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太�Basic 池上 昌和 加 Ballycroy
Training Centre 462＋12 〃 ハナ 69．8

35 	 ドゥーイット 牡5栗 57
54 ▲菊沢 一樹�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 462＋ 21：27．3� 60．0�

816 シゲルキツネダイ �3青鹿56 丸田 恭介森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤本牧場 450－ 2 〃 アタマ 15．6�
59 	 レーヴドプランス �6鹿 57

56 ☆中井 裕二岡田 牧雄氏 柴田 政人 浦河 ガーベラパー
クスタツド 488＋ 41：28．47 62．8�

510 キョウエイインドラ 牡4鹿 57 酒井 学田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 502＋191：29．14 241．8�
47 インクレディブル 牡4鹿 57 藤懸 貴志前田 葉子氏 中村 均 浦河 谷川牧場 534＋ 9 〃 アタマ 39．1�
713	 クラウンコルデーロ 牡3青 56

54 △原田 和真矢野 恭裕氏 天間 昭一 平取 北島牧場 482－ 51：29．84 351．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，984，200円 複勝： 29，869，400円 枠連： 9，170，100円
馬連： 35，856，100円 馬単： 20，052，300円 ワイド： 24，796，300円
3連複： 53，021，900円 3連単： 69，125，400円 計： 262，875，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 430円 � 130円 枠 連（2－4） 2，120円

馬 連 �� 4，650円 馬 単 �� 7，230円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 270円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 23，450円

票 数

単勝票数 計 209842 的中 � 43940（2番人気）
複勝票数 計 298694 的中 � 52951（2番人気）� 11921（7番人気）� 76476（1番人気）
枠連票数 計 91701 的中 （2－4） 3341（10番人気）
馬連票数 計 358561 的中 �� 5965（17番人気）
馬単票数 計 200523 的中 �� 2079（27番人気）
ワイド票数 計 247963 的中 �� 4421（17番人気）�� 27861（1番人気）�� 5226（12番人気）
3連複票数 計 530219 的中 ��� 12014（8番人気）
3連単票数 計 691254 的中 ��� 2137（61番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．0―12．6―13．1―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．7―48．3―1：01．4―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ イ マ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 グ ラ ン デ ラ デビュー 2016．4．30 京都2着

2013．4．1生 牡3鹿 母 アキノフライ 母母 アキノグラン 4戦1勝 賞金 11，600，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 アルパーシャン号・シゲルジダイマツリ号・ランドハイパワー号

第４回 中京競馬 第３日



3502712月10日 晴 良 （28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）

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
1：10．1
1：08．7

重
重

35 � テキスタイルアート �4青鹿 57
55 △原田 和真岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 476± 01：12．4 2．4�

714 サ ラ マ ン カ 牝3黒鹿 54
53 ☆中井 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 522＋ 21：13．14 32．6�

47 クリノサンレオ 牡3栗 56
54 △城戸 義政栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 438± 01：13．2� 9．3�

815 レッツイットラン 牡4栗 57
56 ☆岩崎 翼深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 494＋201：13．41� 13．6�

12 オ ル ノ ス 牝3芦 54
51 ▲菊沢 一樹武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 448± 01：13．5� 8．6�

59 ホイールバーニング 牡3栗 56 藤懸 貴志市川義美ホール
ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 526－ 1 〃 ハナ 24．7	

48 � ウエスタンレオーネ 牡4青鹿 57
55 △伴 啓太西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 500＋101：13．6� 56．6


611 ヴェイルドスケール 牡4鹿 57
54 ▲藤田菜七子 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B520－ 21：13．91� 19．9�

612 ラ ブ タ ー ボ 牝3鹿 54 平野 優田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 432＋ 2 〃 クビ 23．3
36 モズワッショイ 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 406＋ 21：14．0クビ 3．5�
510 ボストンビリーヴ 牝6栗 55

52 ▲森 裕太朗ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452＋ 2 〃 クビ 90．6�
713 スリーチアサウス 牝5鹿 55

52 ▲三津谷隼人永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488＋ 21：14．32 62．5�
23 メイショウトキン 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 472＋ 81：14．4クビ 34．7�
816 シェヴェルニー 牝3黒鹿54 西村 太一�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 432＋ 21：14．71� 152．9�
11 ユキノマルガリータ 牝6鹿 55 森 一馬井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 41：14．8� 317．9�
24 ア ン ミ 牝4鹿 55

53 △木幡 初也武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 456－ 81：15．43� 79．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，458，300円 複勝： 32，803，200円 枠連： 11，177，100円
馬連： 37，601，800円 馬単： 21，477，600円 ワイド： 28，958，300円
3連複： 54，661，600円 3連単： 73，737，600円 計： 282，875，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 530円 � 290円 枠 連（3－7） 1，290円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 460円 �� 3，810円

3 連 複 ��� 8，110円 3 連 単 ��� 31，740円

票 数

単勝票数 計 224583 的中 � 73563（1番人気）
複勝票数 計 328032 的中 � 78810（1番人気）� 12466（9番人気）� 25651（4番人気）
枠連票数 計 111771 的中 （3－7） 6696（6番人気）
馬連票数 計 376018 的中 �� 8295（11番人気）
馬単票数 計 214776 的中 �� 4324（9番人気）
ワイド票数 計 289583 的中 �� 5426（14番人気）�� 17712（3番人気）�� 1827（40番人気）
3連複票数 計 546616 的中 ��� 5055（24番人気）
3連単票数 計 737376 的中 ��� 1684（88番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．6―12．6―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―35．0―47．6―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 4，13－5（1，6，12）（7，3）（14，15）8，9（2，16）－（11，10） 4 4，13，5，1（7，6，12）14（8，3，15）9（2，16）－（11，10）

勝馬の
紹 介

�テキスタイルアート �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード

2012．4．2生 �4青鹿 母 リバティープリント 母母 エアリバティー 12戦2勝 賞金 21，650，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 オルノス号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）
※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 ノーフェイト号

3502812月10日 晴 良 （28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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：16．7良

22 ポセイドンバローズ 牡6栗 60 佐久間寛志猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新冠 新冠橋本牧場 480＋103：19．2 2．9�
34 ゴールドメダリオン �4栗 60 難波 剛健西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 452＋143：19．62� 15．8�
813 メイショウルンバ 牝5栗 58 森 一馬松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 490± 03：19．81� 10．1�
45 ピースメーカー 牡5鹿 60 平沢 健治小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 63：20．12 5．0�
712	 ソウダイショウ 牡3鹿 58 山本 康志廣松 金次氏 星野 忍 新ひだか 鹿嶋牧場 456－ 6 〃 ハナ 25．8�
11 クラシックマーク 牝5栗 58 石神 深一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 444± 03：20．2クビ 6．9�
57 ルグランシェクル 牡3黒鹿58 大江原 圭藤田 岳彦氏 大江原 哲 日高 木村牧場 460＋103：21．37 124．9	
69 	 スズカグランデ �5栗 60 林 満明永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 436＋ 23：21．4� 3．5

33 シゲルアカメバル 牝3鹿 56 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 浦河 中村 雅明 466－ 43：24．0大差 87．1�
610 ボブキャット 牡6鹿 60 五十嵐雄祐村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 506－ 83：24．63� 93．3�
58 アンゲネーム �8鹿 60 高野 和馬ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 486－ 43：25．87 55．2�
46 クラウンデュナミス 牝5黒鹿58 上野 翔矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 458－ 43：26．01� 75．4�
711	 フローレンスオーロ 牡4鹿 60 浜野谷憲尚平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 496＋ 4 （競走中止） 80．7�
814	 クリノマッタホルン 牝6青鹿58 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 日西牧場 462－17 （競走中止） 151．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，230，100円 複勝： 17，861，700円 枠連： 7，667，600円
馬連： 25，499，100円 馬単： 15，176，000円 ワイド： 17，656，900円
3連複： 40，640，200円 3連単： 60，940，400円 計： 199，672，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 330円 � 300円 枠 連（2－3） 1，920円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 660円 �� 790円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 5，710円 3 連 単 ��� 26，920円

票 数

単勝票数 計 142301 的中 � 38857（1番人気）
複勝票数 計 178617 的中 � 37462（2番人気）� 11956（6番人気）� 13449（5番人気）
枠連票数 計 76676 的中 （2－3） 3080（8番人気）
馬連票数 計 254991 的中 �� 12115（6番人気）
馬単票数 計 151760 的中 �� 3834（10番人気）
ワイド票数 計 176569 的中 �� 7129（6番人気）�� 5763（9番人気）�� 2522（18番人気）
3連複票数 計 406402 的中 ��� 5337（19番人気）
3連単票数 計 609404 的中 ��� 1641（83番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 51．8－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポセイドンバローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．9．23 阪神2着

2010．5．4生 牡6栗 母 ダディーズシューズ 母母 ダイナサルーン 障害：2戦1勝 賞金 9，400，000円
〔競走中止〕 フローレンスオーロ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため2周目5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

クリノマッタホルン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため2周目5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※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 アラタマシャトル号・イェドプリオル号・クリスティアーノ号・ワークショップ号



3502912月10日 晴 良 （28中京4）第3日 第5競走 ��3，300�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時20分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：34．3稍重

813 グッドスカイ 牝3黒鹿56 森 一馬杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 464＋ 23：36．2 25．7�
711 ウインアーマー 牡4栗 60 平沢 健治�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 6 〃 ハナ 7．2�
712 アドマイヤフォルム 牡3黒鹿58 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460＋ 23：36．83� 17．5�
45 サトノギャラント 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508± 0 〃 ハナ 3．2�
46 � コ ン コ ー ド 牡4鹿 60 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 520± 03：37．01� 2．9�
34 クリノダイコクテン 牡5栃栗60 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 484＋123：37．21� 8．1	
69 シベリアンタイガー 	5鹿 60 金子 光希岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 466－ 43：37．51
 24．6

57 � ビットアレグロ 牡7栗 60 上野 翔礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 496－ 23：37．92� 117．1�
814 マイネルアイザック 牡7黒鹿60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B466＋ 4 〃 クビ 44．1�
11 クリノキングムーン 牡5黒鹿60 白浜 雄造栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 446－ 43：38．64 47．6
33 クラウンテイラー 牡4鹿 60 蓑島 靖典�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 446－ 23：38．81� 148．9�
22 アサクサリーダー 	4黒鹿60 江田 勇亮田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 468－ 83：40．07 288．1�
58 エッケザックス 	4鹿 60 浜野谷憲尚 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454－ 23：40．63� 7．5�
610 プルーヴダモール 牝4芦 58 難波 剛健 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 438＋123：42．210 93．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，534，300円 複勝： 21，393，400円 枠連： 11，029，200円
馬連： 28，196，400円 馬単： 16，159，400円 ワイド： 19，691，000円
3連複： 46，610，000円 3連単： 66，871，200円 計： 226，484，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，570円 複 勝 � 640円 � 220円 � 480円 枠 連（7－8） 2，360円

馬 連 �� 7，290円 馬 単 �� 17，640円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 2，720円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 15，420円 3 連 単 ��� 123，670円

票 数

単勝票数 計 165343 的中 � 5137（8番人気）
複勝票数 計 213934 的中 � 7824（8番人気）� 29489（3番人気）� 10869（7番人気）
枠連票数 計 110292 的中 （7－8） 3610（10番人気）
馬連票数 計 281964 的中 �� 2997（25番人気）
馬単票数 計 161594 的中 �� 687（54番人気）
ワイド票数 計 196910 的中 �� 3096（18番人気）�� 1833（32番人気）�� 4098（12番人気）
3連複票数 計 466100 的中 ��� 2267（50番人気）
3連単票数 計 668712 的中 ��� 392（355番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 52．0－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッドスカイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．11．22 京都6着

2013．2．9生 牝3黒鹿 母 プラチナチャリス 母母 Silver Chalice 障害：2戦2勝 賞金 20，500，000円
〔制裁〕 アドマイヤフォルム号の騎手北沢伸也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルクレイズ号
（非抽選馬） 1頭 トーセンハナミズキ号

3503012月10日 晴 良 （28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）

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
1：48．9
1：47．8

重
重

710 フ ィ エ ル テ 牝4鹿 55 藤岡 康太�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488＋ 61：54．9 6．5�

69 � ラックアサイン 牝4鹿 55 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 492－ 81：55．32� 29．0�
813 リリカルホワイト 牝3芦 54 津村 明秀 �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 520－ 6 〃 クビ 5．1�
44 ティープラズマ 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星深見 富朗氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 478± 01：55．61� 50．3�
45 サムシングフレア 牝3鹿 54

52 △原田 和真阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 484＋10 〃 クビ 73．7	
22 エ レ ー デ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444＋ 2 〃 ハナ 1．9


56 ジャーマンアイリス 牝3芦 54 杉原 誠人金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：56．02� 16．7�

812 エグランティエ 牝4栗 55 丸山 元気�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 430－ 81：56．42� 5．5�
57 クラウンロマン 牝3芦 54

51 ▲菊沢 一樹矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 446± 0 〃 クビ 92．3
33 � レッドベリンダ 牝4鹿 55

53 △木幡 初也 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B458－ 81：56．5� 25．9�
68 メイショウアケボノ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 504＋ 41：56．6クビ 57．4�
11 カジノクイーン 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 446± 01：56．81� 329．9�
711 コットンパール 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 448－ 81：57．33 248．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，093，300円 複勝： 32，561，500円 枠連： 10，478，800円
馬連： 35，805，900円 馬単： 22，211，300円 ワイド： 25，221，400円
3連複： 50，848，900円 3連単： 83，055，400円 計： 283，276，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 240円 � 630円 � 230円 枠 連（6－7） 4，140円

馬 連 �� 7，440円 馬 単 �� 12，020円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 680円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 57，840円

票 数

単勝票数 計 230933 的中 � 28258（4番人気）
複勝票数 計 325615 的中 � 38467（4番人気）� 11433（7番人気）� 39799（3番人気）
枠連票数 計 104788 的中 （6－7） 1958（14番人気）
馬連票数 計 358059 的中 �� 3727（21番人気）
馬単票数 計 222113 的中 �� 1385（36番人気）
ワイド票数 計 252214 的中 �� 3023（21番人気）�� 9913（7番人気）�� 4295（16番人気）
3連複票数 計 508489 的中 ��� 4839（26番人気）
3連単票数 計 830554 的中 ��� 1041（180番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．7―13．1―12．9―12．7―13．4―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．8―49．9―1：02．8―1：15．5―1：28．9―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

フ ィ エ ル テ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Point Given デビュー 2014．9．20 阪神7着

2012．5．6生 牝4鹿 母 ペルサントクリール 母母 Try N Sue 16戦3勝 賞金 24，750，000円
※カジノクイーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3503112月10日 晴 良 （28中京4）第3日 第7競走 1，600�サラブレッド系2歳
発走13時25分 （芝・左）

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

中央レコード
1：34．7
1：32．3

稍重
良

713 ゴールドポセイドン 牡2鹿 55 津村 明秀 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 452－ 21：35．8 5．9�

48 シャンティローザ 牝2青鹿54 藤岡 康太星野 康三氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 440－16 〃 クビ 2．5�
47 ルックアットミー 牝2鹿 54 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 452－ 41：35．9クビ 13．8�
612 ダンツストーク 牝2青鹿54 北村 友一山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 432－121：36．11� 13．5�
24 ヒハマタノボル 牝2鹿 54

52 △木幡 初也山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村田牧場 470＋ 81：36．2� 12．6�
12 サンデームーティエ 牡2栗 55 岩部 純二戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 440± 0 〃 ハナ 53．8�
816 トーホウシーマ 牡2栗 55 酒井 学東豊物産	 高橋 亮 日高 竹島 幸治 470－10 〃 ハナ 21．4

36 カ レ ン カ カ 牡2芦 55 丸田 恭介鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 クビ 4．2�
815 エジステンツァ 牡2鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482± 01：36．52 27．8
714 ペプチドホープ 牡2鹿 55 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 478＋ 41：36．6� 136．2�
11 バックナンバー 牡2青鹿 55

52 ▲坂井 瑠星三宅 勝俊氏 佐々木晶三 浦河 昭和牧場 464＋ 61：36．7� 213．2�
23 ニシノヒナマツリ 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 468＋181：36．8� 27．5�
611 コスモプラシデス 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム B444＋ 61：37．43� 13．9�
510 ア カ イ バ ラ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太�和田牧場 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 412＋ 21：38．14 340．7�

59 シゲルハリネズミ 牡2鹿 55
53 △原田 和真森中 蕃氏 蛯名 利弘 新ひだか 坂本牧場 464－ 41：38．52� 349．5�

35 シエルブラン 牝2栗 54 菱田 裕二金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 440＋22 （競走中止） 130．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，935，400円 複勝： 32，897，500円 枠連： 11，699，700円
馬連： 36，991，700円 馬単： 19，638，900円 ワイド： 26，797，000円
3連複： 53，625，100円 3連単： 69，312，600円 計： 272，897，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 120円 � 280円 枠 連（4－7） 690円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，260円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 19，340円

票 数

単勝票数 計 219354 的中 � 29286（3番人気）
複勝票数 計 328975 的中 � 45645（3番人気）� 99963（1番人気）� 21262（5番人気）
枠連票数 計 116997 的中 （4－7） 13045（3番人気）
馬連票数 計 369917 的中 �� 32997（2番人気）
馬単票数 計 196389 的中 �� 7077（4番人気）
ワイド票数 計 267970 的中 �� 21064（2番人気）�� 5072（17番人気）�� 9156（6番人気）
3連複票数 計 536251 的中 ��� 11353（8番人気）
3連単票数 計 693126 的中 ��� 2598（39番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．7―11．9―12．6―12．6―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．5―35．2―47．1―59．7―1：12．3―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．1

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドポセイドン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2016．11．6 京都8着

2014．3．25生 牡2鹿 母 ディアエスペランサ 母母 ディアウィンク 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 コスモプラシデス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔競走中止〕 シエルブラン号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 コスモプラシデス号は，発走調教再審査。

シエルブラン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アシュランス号

3503212月10日 晴 良 （28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
1：58．4
1：56．1

良
良

510 ロ ゼ リ ー ナ 牝3栗 54 北村 友一 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 430－ 62：00．9 4．5�
611 アオイプリンセス 牝3鹿 54 藤岡 康太新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 436－ 22：01．0� 2．5�
47 ヴェルジョワーズ 牝5鹿 55 伊藤 工真 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－10 〃 ハナ 19．3�
816 ヒメタチバナ 牝3黒鹿54 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 468－ 42：01．1� 5．6�
817 アドマイヤアロマ 牝5栗 55 津村 明秀近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 456＋122：01．2� 17．3�
23 サマーローズ 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 472＋ 2 〃 クビ 10．7	
715� メイショウミソラ 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 462＋ 7 〃 アタマ 24．1

24 サトノオニキス 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 414＋ 22：01．62� 11．9�
12 パラノーマル 牝3栗 54

52 △木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 22：01．81� 95．5

48 エ ア シ ョ ウ 牝3黒鹿54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470＋162：02．33 77．3�

11 ナイアガラモンロー 牝4鹿 55 丸山 元気塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 504－ 4 〃 クビ 18．7�
59 イタリアンフェッテ 牝5鹿 55

53 △原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 422＋ 42：02．83 212．8�
714 サンレイフローラ 牝6鹿 55

52 ▲森 裕太朗永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B456＋ 42：03．65 141．4�
35 � ボ ラ ボ ラ 牝4栗 55

53 △伴 啓太坂本 浩一氏 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 22：04．45 496．1�

818� ラ ブ コ ー ル 牝5芦 55 秋山真一郎畑佐 博氏 長浜 博之 新ひだか 神垣 道弘 476－ 22：04．71� 26．6�
713 クラウンドジャック 牝3栗 54 太宰 啓介�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 476－ 42：04．91� 236．5�
612� ゴールドウィング 牝4栗 55 川須 栄彦林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 430－ 82：05．21� 201．5�
36 ヤマニンナジャーハ 牝4黒鹿 55

53 △城戸 義政土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 446＋ 6 （競走中止） 231．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，326，600円 複勝： 35，217，700円 枠連： 15，433，900円
馬連： 42，434，000円 馬単： 21，006，300円 ワイド： 28，856，500円
3連複： 61，930，900円 3連単： 78，667，200円 計： 305，873，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 130円 � 390円 枠 連（5－6） 650円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，540円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 16，940円

票 数

単勝票数 計 223266 的中 � 38926（2番人気）
複勝票数 計 352177 的中 � 53034（2番人気）� 94528（1番人気）� 15748（7番人気）
枠連票数 計 154339 的中 （5－6） 18229（2番人気）
馬連票数 計 424340 的中 �� 49551（1番人気）
馬単票数 計 210063 的中 �� 10635（3番人気）
ワイド票数 計 288565 的中 �� 30123（1番人気）�� 4328（19番人気）�� 9085（7番人気）
3連複票数 計 619309 的中 ��� 12002（7番人気）
3連単票数 計 786672 的中 ��� 3365（30番人気）

ハロンタイム 12．5―10．3―12．0―12．4―12．7―12．3―12．5―12．2―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―22．8―34．8―47．2―59．9―1：12．2―1：24．7―1：36．9―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．2
1
3

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

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

ロ ゼ リ ー ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．2．7 京都6着

2013．2．16生 牝3栗 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー 5戦2勝 賞金 14，000，000円
〔競走中止〕 ヤマニンナジャーハ号は，4コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 スターファセット号



3503312月10日 晴 良 （28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

48 メイショウバッハ 牡3栗 56 藤岡 康太松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 484＋ 61：55．4 20．1�
611 ゴールドインゴット 牡3黒鹿56 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 470＋ 21：56．03� 2．4�
713 グラスアクト 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 458－ 61：56．1� 14．0�
510 メイショウサルーテ 牝5鹿 55

53 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 514＋ 2 〃 アタマ 30．6�
612 アースシンフォニー �4鹿 57 太宰 啓介	ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 480－ 21：56．2クビ 7．1

35 ローデルバーン 牡3黒鹿56 田中 健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 462＋ 61：56．3� 56．0�
714 ダンツペレット 牡3芦 56 菱田 裕二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 500± 01：56．4クビ 22．1�
59 � クリノエビスジン 牡5鹿 57 酒井 学栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 482－ 61：56．5� 43．4
47 ウォーターミリオン 牡3栗 56 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 444± 0 〃 クビ 12．3�
12 ブロウユアマインド 牡4鹿 57 杉原 誠人 �シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 460＋101：56．6クビ 80．3�
36 � モ ン ド ー ル 牡3栗 56 国分 恭介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 470－171：56．81	 36．0�
11 コアコンピタンス 牡3鹿 56 丸田 恭介 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B500－ 41：56．9� 4．3�
24 コ マ ク サ 牡4黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 472± 0 〃 クビ 11．5�
23 � アイティワイルド 牡4栗 57

55 △木幡 初也一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 武田牧場 474－ 41：57．43 203．7�
816� クリノダイシャリン 牡4栗 57

54 ▲坂井 瑠星栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 504－ 41：57．93 55．6�
815� キングヴァラール 牡4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 518－ 41：58．43 141．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，752，500円 複勝： 27，540，500円 枠連： 15，325，300円
馬連： 42，068，000円 馬単： 22，586，500円 ワイド： 27，863，200円
3連複： 59，176，600円 3連単： 81，106，700円 計： 297，419，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 400円 � 140円 � 290円 枠 連（4－6） 710円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 3，730円 �� 750円

3 連 複 ��� 13，400円 3 連 単 ��� 92，450円

票 数

単勝票数 計 217525 的中 � 8648（7番人気）
複勝票数 計 275405 的中 � 14193（7番人気）� 68997（1番人気）� 21396（5番人気）
枠連票数 計 153253 的中 （4－6） 16587（2番人気）
馬連票数 計 420680 的中 �� 10897（9番人気）
馬単票数 計 225865 的中 �� 2301（26番人気）
ワイド票数 計 278632 的中 �� 6324（11番人気）�� 1843（41番人気）�� 9884（5番人気）
3連複票数 計 591766 的中 ��� 3312（44番人気）
3連単票数 計 811067 的中 ��� 636（288番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―38．4―52．1―1：04．5―1：17．3―1：30．2―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウバッハ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．2．27 阪神15着

2013．4．17生 牡3栗 母 リバーサウンド 母母 チームカラーズ 8戦2勝 賞金 12，400，000円

3503412月10日 晴 良 （28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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

611 テイエムナナヒカリ 牡3青鹿55 菱田 裕二竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 506＋ 22：12．1 20．1�
815 レッドイグニス 牡3黒鹿55 丸山 元気 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450± 02：12．31 4．4�
59 マイネルフレスコ 牡5栗 57 津村 明秀 �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 474－ 22：12．62 25．8�
35 ミッキーシャンティ 牡3青鹿55 藤岡 康太野田みづき氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466± 02：12．7� 3．0�
612� スティルウォーター 牝3黒鹿53 加藤 祥太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 400－182：13．01� 43．8�
23 ララエクラテール 牡4鹿 57 北村 友一フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B422＋ 2 〃 クビ 6．2	
714 ホットファイヤー 牡3鹿 55 丸田 恭介西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 464＋ 62：13．1クビ 23．7

510 エクセレントミスズ 牡3鹿 55 太宰 啓介永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 460＋14 〃 クビ 5．8�
816 グローリーミスト 牡3青鹿55 古川 吉洋 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 482＋ 62：13．2クビ 76．2�
12 � マ リ ネ リ ス 牝3鹿 53 原田 和真今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 406－ 22：13．94 67．3
47 マイネルリード 牡4鹿 57 木幡 初也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 508＋102：14．0� 29．6�
48 � オンファロス 牝4鹿 55 国分 恭介村木 篤氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 422－ 62：14．1� 10．8�
24 ロードグリッター 牡4栗 57 酒井 学 �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 B490＋ 6 〃 ハナ 39．8�
36 アイオシルケン 牡4黒鹿57 坂井 瑠星石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 490－ 42：14．2� 217．1�
713 マルカベッカム 牡3鹿 55 川須 栄彦日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 490－102：14．52 40．2�
11 � ノ ア ブ ギ ー 牡4栗 57 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 平取 原田 新治 486－ 82：14．92� 373．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，709，300円 複勝： 38，870，200円 枠連： 17，665，000円
馬連： 62，985，200円 馬単： 30，701，400円 ワイド： 37，396，200円
3連複： 89，141，500円 3連単： 117，173，500円 計： 421，642，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 440円 � 190円 � 490円 枠 連（6－8） 2，710円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 9，510円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 3，520円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 23，640円 3 連 単 ��� 146，210円

票 数

単勝票数 計 277093 的中 � 11002（6番人気）
複勝票数 計 388702 的中 � 20971（6番人気）� 64349（2番人気）� 18438（7番人気）
枠連票数 計 176650 的中 （6－8） 5048（12番人気）
馬連票数 計 629852 的中 �� 11971（13番人気）
馬単票数 計 307014 的中 �� 2419（36番人気）
ワイド票数 計 373962 的中 �� 6627（15番人気）�� 2686（42番人気）�� 6423（18番人気）
3連複票数 計 891415 的中 ��� 2828（76番人気）
3連単票数 計1171735 的中 ��� 581（443番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．2―12．4―12．8―12．5―12．2―12．0―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� 2，000�
12．7―23．3―34．5―46．9―59．7―1：12．2―1：24．4―1：36．4―1：48．5―2：00．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムナナヒカリ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2015．12．13 中京2着

2013．3．16生 牡3青鹿 母 エリモトゥデイ 母母 レ ー ス カ ム 13戦2勝 賞金 21，617，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



3503512月10日 晴 良 （28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，27．12．12以降28．12．4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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

35 オールマンリバー 牡4黒鹿57 北村 友一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 506＋ 61：53．2 2．6�
23 キングカヌヌ 牡4芦 55 中谷 雄太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B498－ 41：53．41� 6．1�
12 ベーリングメファ 牝4栗 53 岡田 祥嗣手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 452－ 21：53．5� 6．2�
815 ランドオザリール 牡5鹿 55 酒井 学 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 4 〃 クビ 26．7�
714 ス ル タ ー ナ 牝4鹿 52 古川 吉洋�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 484－ 41：53．6クビ 5．4�
48 オーシャンブルグ 牝5鹿 52 菱田 裕二松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 462－ 61：53．81� 149．0	
510� ヤンキーソヴリン �6黒鹿53 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 S. D.

Brilie, L. P. 504－ 21：53．9� 95．0

59 チ ャ オ �5芦 53 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 458＋ 21：54．0� 44．9�
47 オイルタウン 牡4栗 54 太宰 啓介山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 476＋ 21：54．42� 9．2
24 キーブランド 牡7鹿 53 国分 恭介北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 516－101：54．71� 279．8�
611 ハイヴォルテージ 牡4栗 53 木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456＋ 61：54．8� 92．9�
612 キングラディウス 牡3栗 54 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B472± 01：54．9クビ 14．7�
713 ダイチヴュルデ 牡5鹿 54 川須 栄彦 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 452± 0 〃 ハナ 19．9�
36 サンライズレーヴ 牡5栗 54 国分 優作松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480＋161：55．22 32．6�
11 ショウリノウタゲ 牝6鹿 51 菊沢 一樹平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 520－ 81：55．41 130．8�
816 サ マ ー ラ ヴ 牡5黒鹿53 原田 和真�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム B462＋ 61：57．1大差 264．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，900，100円 複勝： 61，788，600円 枠連： 33，735，900円
馬連： 141，804，600円 馬単： 63，890，700円 ワイド： 68，113，200円
3連複： 209，660，400円 3連単： 292，191，200円 計： 915，084，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 160円 � 170円 枠 連（2－3） 740円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 310円 �� 300円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 5，130円

票 数

単勝票数 計 439001 的中 � 134723（1番人気）
複勝票数 計 617886 的中 � 179778（1番人気）� 89461（2番人気）� 76069（3番人気）
枠連票数 計 337359 的中 （2－3） 35259（2番人気）
馬連票数 計1418046 的中 �� 129020（3番人気）
馬単票数 計 638907 的中 �� 33949（2番人気）
ワイド票数 計 681132 的中 �� 59095（2番人気）�� 61140（1番人気）�� 24806（6番人気）
3連複票数 計2096604 的中 ��� 101269（1番人気）
3連単票数 計2921912 的中 ��� 41264（2番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―13．1―12．6―12．5―12．9―13．2―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．6―36．7―49．3―1：01．8―1：14．7―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4F51．4―3F38．5
1
3
16（12，15）－（2，13）3，1（5，9）11（4，6）7，14，8，10
16，12（15，13）（2，3）10（11，5，1）9，14，7，4，6，8

2
4

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

勝馬の
紹 介

オールマンリバー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．26 京都2着

2012．3．27生 牡4黒鹿 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 25戦4勝 賞金 88，466，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エネスク号・ゼンノスサノヲ号
（非抽選馬） 1頭 ストリクス号

3503612月10日 晴 良 （28中京4）第3日 第12競走 1，600�
と よ か わ

豊 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56�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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
1：32．8
1：30．7

良
良

714 プルメリアスター 牝4鹿 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：34．3 5．8�
11 エクストラファイン 牝4黒鹿55 丸山 元気 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 454－ 8 〃 ハナ 8．0�
612 モンテエベレスト �6青鹿57 丸田 恭介毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 500＋ 21：34．4� 24．7�
12 ティーエスクライ 牝4芦 55 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 448－ 2 〃 クビ 3．1�
24 ウェルブレッド 牡4黒鹿57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 21：34．5� 4．0	
47 ホワイトウインド 牝4芦 55 木幡 初也 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 454－ 41：34．6� 20．4

815 ロンバルディア 牡4鹿 57 杉原 誠人村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 476＋161：34．7クビ 25．9�
59 ダンツアトラス 牡6鹿 57 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 494± 0 〃 ハナ 18．9�
36 � コパノディール 牝3黒鹿54 国分 優作小林 祥晃氏 崎山 博樹 むかわ 市川牧場 424± 01：34．91� 45．9
816 ミスズスター 牡3鹿 56 加藤 祥太永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 456＋ 61：35．11 78．7�
510 ゴールドエフォート 牝3栗 54 川須 栄彦 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 41：35．2� 8．0�
23 ナッツスター 牡3鹿 56 伴 啓太早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 41：35．41� 81．6�
611 フォーワンタイキ 牡4栗 57 古川 吉洋川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 B458＋ 21：36．14 96．0�
713 サトノアイリ 牝3黒鹿54 伊藤 工真里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 436＋ 61：36．31� 106．7�
48 � マリーズラン 牝4鹿 55 秋山真一郎西村 健氏 森 秀行 新ひだか 土田農場 456－181：36．4� 129．5�
35 タニマサガール 牝3鹿 54 原田 和真谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 422± 01：36．93 181．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，873，900円 複勝： 45，503，700円 枠連： 22，866，700円
馬連： 75，743，300円 馬単： 35，068，900円 ワイド： 44，550，900円
3連複： 106，356，300円 3連単： 150，962，200円 計： 515，925，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 260円 � 470円 枠 連（1－7） 590円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，630円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 13，650円 3 連 単 ��� 53，910円

票 数

単勝票数 計 348739 的中 � 47537（3番人気）
複勝票数 計 455037 的中 � 61607（3番人気）� 45959（5番人気）� 21980（7番人気）
枠連票数 計 228667 的中 （1－7） 30023（2番人気）
馬連票数 計 757433 的中 �� 23775（8番人気）
馬単票数 計 350689 的中 �� 5912（13番人気）
ワイド票数 計 445509 的中 �� 12193（8番人気）�� 7003（19番人気）�� 4194（27番人気）
3連複票数 計1063563 的中 ��� 5842（40番人気）
3連単票数 計1509622 的中 ��� 2030（162番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．7―11．6―11．9―11．6―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．7―47．3―59．2―1：10．8―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

プルメリアスター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 American Post デビュー 2014．8．9 新潟5着

2012．1．29生 牝4鹿 母 リ リ サ イ ド 母母 Miller’s Lily 15戦3勝 賞金 37，151，000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 クラウンルシフェル号・サグレス号
（非抽選馬） 2頭 コスモヨハネ号・ノミネーション号



（28中京4）第3日 12月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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

187，850，000円
1，270，000円
4，660，000円
2，000，000円
18，740，000円
73，527，500円
6，491，600円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
287，364，600円
402，356，700円
174，598，800円
594，613，200円
304，989，200円
371，293，700円
871，617，800円
1，199，790，600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 4，206，624，600円

総入場人員 13，000名 （有料入場人員 11，532名）
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