
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

3503712月11日 晴 良 （28中京4）第4日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：12．2
1：10．2

良
不良

23 メイショウオクヒダ 牡2鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460± 01：13．6 6．4�
36 スマートニンバス 牝2栗 54 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 神垣 道弘 456－ 4 〃 クビ 2．2�
48 スピーディクール 牡2栗 55 杉原 誠人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 464－ 41：14．13 91．3�
611 スズカコーズライン 牡2鹿 55 田中 健永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 480＋ 21：14．2クビ 7．1�
47 ハトマークワルツ 牝2栗 54

53 ☆�島 克駿山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 426－ 21：14．83� 4．1�
35 キチロクエンパイア 牝2黒鹿 54

53 ☆中井 裕二山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 454＋ 21：15．01� 28．0	
510 メイショウカグラ 牡2栗 55 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 486－ 61：15．1� 12．0

24 プリンセスナナコ 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 根本 康広 浦河 浦河日成牧場 430－ 61：15．2クビ 23．9�
714 エスケイフェスタ 牡2栗 55

53 △義 英真服部 新平氏 坪 憲章 新ひだか へいはた牧場 404－ 41：15．41� 266．3�
11 オシノイッテ 牡2栗 55

53 △原田 和真西村新一郎氏 天間 昭一 青森 久保フアーム 434＋ 81：15．61� 93．4
12 ディアヒメノカリス 牝2青鹿54 菱田 裕二ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 田湯牧場 B456－101：15．81	 45．0�
59 タガノアヌビス 牡2鹿 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 61：16．12 35．2�
816 シゲルジャコウネコ 牝2黒鹿54 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 森永牧場 440± 01：16．73� 153．4�
815 アグネスヴォルツ 牡2鹿 55

54 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 498＋ 41：17．01
 103．8�
713 フ ク タ ヌ キ 牡2鹿 55 中谷 雄太桐谷 茂氏 星野 忍 日高 旭 牧場 452＋ 8 〃 ハナ 206．0�
612 アスターフローラ 牝2栗 54 太宰 啓介加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 460± 0 〃 ハナ 95．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，247，400円 複勝： 22，733，100円 枠連： 7，314，100円
馬連： 31，077，100円 馬単： 17，528，800円 ワイド： 20，070，500円
3連複： 49，311，600円 3連単： 63，837，900円 計： 227，120，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 120円 � 1，330円 枠 連（2－3） 610円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 290円 �� 5，120円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 10，110円 3 連 単 ��� 53，810円

票 数

単勝票数 計 152474 的中 � 18894（3番人気）
複勝票数 計 227331 的中 � 34956（2番人気）� 67624（1番人気）� 2603（12番人気）
枠連票数 計 73141 的中 （2－3） 9156（2番人気）
馬連票数 計 310771 的中 �� 35835（2番人気）
馬単票数 計 175288 的中 �� 9396（4番人気）
ワイド票数 計 200705 的中 �� 21356（1番人気）�� 904（43番人気）�� 1759（28番人気）
3連複票数 計 493116 的中 ��� 3657（26番人気）
3連単票数 計 638379 的中 ��� 860（147番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．0―13．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．5―35．5―48．7―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウオクヒダ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．30 小倉8着

2014．5．5生 牡2鹿 母 タキオンピュール 母母 ブランピュール 5戦1勝 賞金 5，750，000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 クリノワシントン号
（非抽選馬） 1頭 スーサンフェアリー号

3503812月11日 晴 良 （28中京4）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走10時25分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，000，000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

11 オージャイト 牝3鹿 54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：54．6 11．9�
714 セータコローナ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 496± 01：54．92 12．2�
48 クリッパールート 牝4黒鹿55 秋山真一郎�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 466－ 61：55．21� 7．2�
612 メイショウナゴミ 牝4青鹿 55

52 ▲坂井 瑠星松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 458－ 2 〃 クビ 8．4	
59 ス ク ラ ッ タ 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 396－ 21：55．3クビ 6．3

23 アイルーロス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 中川 公成 青森 諏訪牧場 454－ 4 〃 アタマ 180．8�
510 ノーブルスノー 牝3芦 54 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 490＋ 21：55．4� 74．1�
611 クリノセゴビア 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 446－ 61：55．72 69．2
47 ヒ ダ ロ マ ン 牝3黒鹿54 太宰 啓介日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 496＋ 41：55．91 5．1�
24 ショウナンサアーダ 牝4黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 516＋10 〃 クビ 112．1�
816 バイナリーコード 牝4栗 55 北村 友一 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 482＋ 21：56．21� 2．8�
36 	 ミュークロール 牝4黒鹿 55

53 △義 英真ドラゴンヒルズホースクラブ 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 518± 0 〃 ハナ 333．6�
713 ゲットクローサー 牝4青鹿55 中谷 雄太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 510－ 21：57．47 16．7�
12 	 リ プ カ 牝4栗 55 川須 栄彦佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 388＋ 41：57．82� 215．9�
35 	 クリノチョモラーリ 牝6栗 55 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 B498＋ 21：58．86 177．2�
815 アイアムプレシャス 牝3黒鹿54 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B488－ 22：01．9大差 148．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，188，300円 複勝： 29，298，300円 枠連： 11，296，500円
馬連： 35，272，000円 馬単： 18，682，000円 ワイド： 24，821，000円
3連複： 50，834，700円 3連単： 62，672，800円 計： 253，065，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 310円 � 330円 � 220円 枠 連（1－7） 3，260円

馬 連 �� 5，790円 馬 単 �� 12，080円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 1，100円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 8，470円 3 連 単 ��� 70，120円

票 数

単勝票数 計 201883 的中 � 13493（6番人気）
複勝票数 計 292983 的中 � 23851（6番人気）� 21998（7番人気）� 37380（3番人気）
枠連票数 計 112965 的中 （1－7） 2685（14番人気）
馬連票数 計 352720 的中 �� 4716（26番人気）
馬単票数 計 186820 的中 �� 1159（52番人気）
ワイド票数 計 248210 的中 �� 2731（27番人気）�� 5896（17番人気）�� 5955（16番人気）
3連複票数 計 508347 的中 ��� 4500（39番人気）
3連単票数 計 626728 的中 ��� 648（276番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．9―12．6―12．8―13．1―13．2―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．8―49．4―1：02．2―1：15．3―1：28．5―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

オージャイト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．12．19 中山5着

2013．2．3生 牝3鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 5戦2勝 賞金 14，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアムプレシャス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月11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。
（非当選馬） 1頭 カジノクイーン号

第４回 中京競馬 第４日



3503912月11日 晴 良 （28中京4）第4日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10時55分 （ダート・左）

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

59 スナッチアキス 牝4鹿 55
52 ▲坂井 瑠星西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 434－ 21：12．6 2．1�

36 オージーアイドル 牝4鹿 55
52 ▲荻野 極窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 452－ 21：13．13 52．6�

714 フィールブリーズ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 532＋ 21：13．2クビ 5．9�
35 キョウエイスコール 牡3栗 56 川須 栄彦田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 490＋ 61：13．3� 48．9�
611 マコトグナイゼナウ 牡4青鹿57 中谷 雄太�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 460＋101：13．4� 26．6�
23 ジャストザヨコハマ 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式
会社	須野牧場 508－ 2 〃 クビ 13．9


48 ロマンティックサン 牡3栗 56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 古賀 史生 浦河 金石牧場 480－ 21：13．61 130．5�
510 タガノフォルトゥナ 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 41：13．7� 9．3�
815 ア オ イ ソ ラ 牡3鹿 56

54 △原田 和真日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 492－ 21：13．8� 8．2�
12 レッドランタン 牝4青鹿55 的場 勇人 K.C．タン氏 水野 貴広 浦河 駿河牧場 460－16 〃 クビ 185．4�
24 ビップフウマ 牡3鹿 56 北村 友一鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 538＋ 6 〃 ハナ 6．9�
713	 ナ ウ シ カ 牝5鹿 55 太宰 啓介平川 浩之氏 加藤 和宏 新ひだか カントリー牧場 416＋ 41：14．33 304．3�
612	 カ キ ツ バ タ 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 416－ 81：14．83 413．2�
47 ユ ッ セ 牝3栗 54 伊藤 工真ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 472＋ 21：15．12 118．4�
11 オレオールカフェ 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 454＋ 61：15．52� 13．3�
816 ブリエアヴェニール 
4鹿 57 熊沢 重文岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか タイヘイ牧場 492－ 41：15．71� 258．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，951，300円 複勝： 29，625，200円 枠連： 12，877，500円
馬連： 41，575，000円 馬単： 23，365，700円 ワイド： 28，514，000円
3連複： 59，221，900円 3連単： 81，432，500円 計： 298，563，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 780円 � 240円 枠 連（3－5） 2，390円

馬 連 �� 5，450円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 380円 �� 3，530円

3 連 複 ��� 8，870円 3 連 単 ��� 52，290円

票 数

単勝票数 計 219513 的中 � 80173（1番人気）
複勝票数 計 296252 的中 � 80155（1番人気）� 6816（9番人気）� 28895（5番人気）
枠連票数 計 128775 的中 （3－5） 4167（9番人気）
馬連票数 計 415750 的中 �� 5907（20番人気）
馬単票数 計 233657 的中 �� 2187（29番人気）
ワイド票数 計 285140 的中 �� 3869（23番人気）�� 21876（2番人気）�� 1921（32番人気）
3連複票数 計 592219 的中 ��� 5006（28番人気）
3連単票数 計 814325 的中 ��� 1129（165番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．4―12．4―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．2―34．6―47．0―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F38．0
3 ・（3，4）－（1，6）8（9，15）5，10，14，2，11，7－（12，16）－13 4 ・（3，4）－（1，6）9，8，5，15－（2，10，14）11，7，12，16－13

勝馬の
紹 介

スナッチアキス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．11．9 東京8着

2012．4．7生 牝4鹿 母 ナンヨーウエスト 母母 グ ラ ブ 20戦2勝 賞金 22，200，000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。
（非抽選馬） 6頭 エクスシア号・シゲルオキサワラ号・スカイアクセス号・パルパルパンダ号・バーサーカー号・

メイショウマイカゼ号

3504012月11日 晴 良 （28中京4）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

711 サトノセレリティ 牡5鹿 60 石神 深一里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490＋103：17．2 7．5�
57 メモリーデシジョン �4栗 60 森 一馬�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 476＋ 43：17．41� 38．2�
813� アメリカンゴールド 牡4鹿 60 浜野谷憲尚吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate 538＋ 23：18．03� 105．2�
11 ツジスーパーサクラ 牝4芦 58 植野 貴也辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 83：19．17 7．0�
22 スズカローラー 牝5鹿 58 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484＋ 23：19．84 3．3�
34 ハクユウドルフィン 牡5青鹿60 難波 剛健 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 456＋ 23：20．11	 42．1	
814 メイショウヤギリ 牡4黒鹿60 平沢 健治松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 480－ 63：20．42 2．5

58 ラテラルアーク �5栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 伸尋 新ひだか カントリー牧場 500＋163：20．82� 18．2�
46 
 ダイメイサンジ 牡7鹿 60 蓑島 靖典宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 496＋ 23：21．43� 26．2�
610 ヤマイチレジェンド 牡4栗 60 熊沢 重文坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 520＋ 6 〃 同着 14．3
712 プレシャスムーン 牝5鹿 58 高野 和馬鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 456± 03：21．82� 206．9�
69 シゲルケンカヤマ 牡4栗 60 金子 光希森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 492－ 23：22．54 27．6�
45 
 サウスポールツアー 牝4栗 58 大江原 圭海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 428－ 23：26．8大差 274．4�
33 カゼニモマケズ 牝4栗 58 大庭 和弥江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 454－123：29．3大差 103．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，360，400円 複勝： 18，910，500円 枠連： 10，081，500円
馬連： 29，419，400円 馬単： 18，815，500円 ワイド： 19，624，000円
3連複： 48，569，600円 3連単： 68，340，800円 計： 231，121，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 270円 � 890円 � 1，980円 枠 連（5－7） 4，950円

馬 連 �� 17，150円 馬 単 �� 24，750円

ワ イ ド �� 3，870円 �� 9，190円 �� 17，540円

3 連 複 ��� 239，650円 3 連 単 ��� 1，011，160円

票 数

単勝票数 計 173604 的中 � 18410（4番人気）
複勝票数 計 189105 的中 � 21549（4番人気）� 5257（9番人気）� 2240（11番人気）
枠連票数 計 100815 的中 （5－7） 1578（21番人気）
馬連票数 計 294194 的中 �� 1329（40番人気）
馬単票数 計 188155 的中 �� 570（65番人気）
ワイド票数 計 196240 的中 �� 1321（37番人気）�� 550（53番人気）�� 287（69番人気）
3連複票数 計 485696 的中 ��� 152（219番人気）
3連単票数 計 683408 的中 ��� 49（1143番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 52．0－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノセレリティ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 タイトスポット デビュー 2014．2．24 東京12着

2011．4．6生 牡5鹿 母 ディアウィンク 母母 セ イ レ イ 障害：1戦1勝 賞金 7，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エリーフェアリー号・シゲルシマダイ号
（非抽選馬） 1頭 トーセンモバイル号



3504112月11日 晴 良 （28中京4）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
2：02．2
1：59．8

良
良

89 ダノンキングダム 牡2栗 55 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486 ―2：04．8 1．5�
55 スズカアカデミー 牡2鹿 55 酒井 学永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 490 ―2：05．22� 30．2�
33 テイエムグルービー 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 486 ―2：05．3� 22．6�
11 ローズカスケイド 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 434 ―2：05．61� 14．4�
66 コスモトゥイーク 牡2黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 484 ― 〃 クビ 7．4	
44 ベアスピード 牝2栗 54 川須 栄彦熊木 浩氏 高橋 康之 新ひだか 城地 清満 398 ―2：05．92 6．4

77 リテラルフォース 牡2黒鹿55 菱田 裕二村上 稔氏 佐藤 正雄 登別 ユートピア牧場 486 ―2：06．0� 15．6�
88 マーシアサルト 牡2栗 55 秋山真一郎佐藤 勝士氏 南井 克巳 新ひだか チャンピオンズファーム 524 ―2：06．21	 12．4�
22 ラガースウィフト 牝2黒鹿54 荻野 琢真奥村 啓二氏 大久保龍志 日高 賀張三浦牧場 478 ―2：06．62� 76．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 20，332，400円 複勝： 51，348，200円 枠連： 6，452，000円
馬連： 25，420，200円 馬単： 21，948，900円 ワイド： 16，960，500円
3連複： 33，839，000円 3連単： 79，883，100円 計： 256，184，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 460円 � 320円 枠 連（5－8） 1，570円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 660円 �� 540円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 19，050円

票 数

単勝票数 計 203324 的中 � 107073（1番人気）
複勝票数 計 513482 的中 � 377839（1番人気）� 7981（8番人気）� 12367（7番人気）
枠連票数 計 64520 的中 （5－8） 3179（7番人気）
馬連票数 計 254202 的中 �� 9994（7番人気）
馬単票数 計 219489 的中 �� 6932（10番人気）
ワイド票数 計 169605 的中 �� 6725（7番人気）�� 8413（6番人気）�� 1372（31番人気）
3連複票数 計 338390 的中 ��� 3775（23番人気）
3連単票数 計 798831 的中 ��� 3040（70番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―13．8―13．2―13．1―12．8―12．4―11．6―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．0―38．8―52．0―1：05．1―1：17．9―1：30．3―1：41．9―1：53．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．5
1
3
5－8（2，3，7）（4，6）9，1
5，8，7（2，9，3）（4，6）1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンキングダム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Azamour 初出走

2014．2．9生 牡2栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3504212月11日 晴 良 （28中京4）第4日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

816 シルバーポジー 牝3芦 54 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：25．0 18．3�
612 ディナスティーア 牝4鹿 55

52 ▲荻野 極下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 510＋ 71：25．1� 5．1�
35 オールスマイル 牝3青鹿54 小牧 太前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 6 〃 クビ 3．2�
12 ハイブリッドダンス 牝3黒鹿54 秋山真一郎水上 行雄氏 萩原 清 新ひだか 前川 正美 470＋ 41：26．05 14．5�
714 ジ ャ ル ー ズ 牝3鹿 54 太宰 啓介山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 宮内牧場 464＋ 2 〃 クビ 52．1	
36 クラリティーアイズ 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 470＋101：26．21� 13．8

815 ジョリガーニャント 牝3鹿 54

52 △原田 和真井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 須崎牧場 474± 01：26．3クビ 46．3�
11 レディゴーラウンド 牝4芦 55

52 ▲菊沢 一樹 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 61：26．61	 17．4�

510
 ミ ス ユ ー 牝3黒鹿54 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 448± 01：26．7	 93．8
47 スイートガーデン 牝5鹿 55 西村 太一田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 落合 一巳 492＋ 6 〃 アタマ 175．2�
24 フラワーファースト 牝3鹿 54 中谷 雄太�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 460－ 61：26．8クビ 4．7�
59 クィーンパレット 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 454± 01：27．01� 52．5�
611 ラピッドライズ 牝3青鹿 54

51 ▲坂井 瑠星下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 492＋ 81：27．1� 23．1�
713 ヘヴンズチョイス 牝5青鹿55 川須 栄彦 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：27．31� 10．6�
48 ラ タ ナ キ リ 牝4芦 55

53 △伴 啓太 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 470－ 21：27．51 194．7�
23 
 レッドラミア 牝4鹿 55

53 △義 英真 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B438＋101：28．13� 15．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，106，700円 複勝： 30，045，100円 枠連： 14，408，300円
馬連： 44，116，700円 馬単： 23，069，200円 ワイド： 31，803，800円
3連複： 68，689，000円 3連単： 81，556，000円 計： 315，794，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 520円 � 220円 � 150円 枠 連（6－8） 2，700円

馬 連 �� 5，700円 馬 単 �� 12，300円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 1，490円 �� 430円

3 連 複 ��� 6，050円 3 連 単 ��� 47，450円

票 数

単勝票数 計 221067 的中 � 9622（9番人気）
複勝票数 計 300451 的中 � 11256（9番人気）� 34850（3番人気）� 67427（1番人気）
枠連票数 計 144083 的中 （6－8） 4133（12番人気）
馬連票数 計 441167 的中 �� 5997（21番人気）
馬単票数 計 230692 的中 �� 1406（47番人気）
ワイド票数 計 318038 的中 �� 4239（21番人気）�� 5253（15番人気）�� 20584（2番人気）
3連複票数 計 686890 的中 ��� 8515（15番人気）
3連単票数 計 815560 的中 ��� 1246（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―34．8―47．1―1：00．1―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバーポジー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．2．14 京都6着

2013．2．14生 牝3芦 母 ビーポジティブ 母母 フェアリードール 5戦2勝 賞金 12，000，000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） 4頭 アオイサンシャイン号・キョウワクロニクル号・スモモチャン号・ベルベットムーブ号
（非抽選馬） 2頭 スマイルハッピー号・ビバラビダ号



3504312月11日 晴 良 （28中京4）第4日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
2：02．2
1：59．8

良
良

815 ス テ フ ィ ン 牡2鹿 55 小牧 太手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 462－ 42：02．7 2．7�
713 アルマシャール 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 486－102：02．8� 15．6�
611 ブルベアリンクス 牡2黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 452－ 42：03．12 36．4�
714	 エイシンフレイヤ 牝2鹿 54

52 △義 英真�栄進堂 野中 賢二 愛 Hong Kong
Eishindo 434＋ 4 〃 ハナ 24．4�

12 ロ キ 牡2黒鹿55 酒井 学野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 林 孝輝 462－ 42：03．2� 9．8�
510 マンボスカイ 牝2黒鹿54 北村 友一吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 490± 02：03．3� 6．2	
24 マイネルピョートル 牡2栗 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 42：03．51� 38．2

23 リュミエールドール 牝2鹿 54 菱田 裕二 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 62：03．6� 17．9�
47 コスモキバレ 牡2栗 55 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 62：03．7� 23．4
35 ザストリート 牡2鹿 55

53 △伴 啓太中村 智幸氏 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440－ 8 〃 クビ 7．6�

48 ピンクスパイダー 牡2鹿 55
53 △原田 和真 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 北田 剛 424－ 62：03．91 118．3�

36 ティーリアル 牝2栗 54
51 ▲三津谷隼人深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 沖田牧場 490－ 82：04．0
 291．7�

11 マ ン ト ン 牡2黒鹿55 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 444－ 22：04．74 5．3�
612 コスモストレンジ 牡2栗 55 宮崎 北斗岡田ゆりか氏 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 22：04．8クビ 33．3�
59 トウキョウコール 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 432－ 82：05．33 357．3�
816	 アポロオーランド 牡2栗 55 太宰 啓介アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Fred W.

Hertrich III 492－ 8 （競走中止） 190．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，850，700円 複勝： 31，511，000円 枠連： 13，445，200円
馬連： 39，547，300円 馬単： 21，141，500円 ワイド： 26，543，700円
3連複： 59，197，600円 3連単： 73，516，000円 計： 288，753，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 170円 � 320円 � 550円 枠 連（7－8） 800円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，820円 �� 3，770円

3 連 複 ��� 15，060円 3 連 単 ��� 58，310円

票 数

単勝票数 計 238507 的中 � 69481（1番人気）
複勝票数 計 315110 的中 � 62641（1番人気）� 23315（6番人気）� 12252（9番人気）
枠連票数 計 134452 的中 （7－8） 12893（2番人気）
馬連票数 計 395473 的中 �� 18897（5番人気）
馬単票数 計 211415 的中 �� 6769（5番人気）
ワイド票数 計 265437 的中 �� 11645（4番人気）�� 3675（20番人気）�� 1734（46番人気）
3連複票数 計 591976 的中 ��� 2948（53番人気）
3連単票数 計 735160 的中 ��� 914（186番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―13．3―13．3―12．6―12．3―12．4―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―36．5―49．8―1：02．4―1：14．7―1：27．1―1：38．8―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
1（10，13）（3，8，15）12，14，4（9，11，16）（2，7）－5－6・（1，10，13）（3，8，15）7，12（4，14）5（2，9，11）6，16

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ス テ フ ィ ン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．7．3 中京10着

2014．3．10生 牡2鹿 母 パラダイスバード 母母 サイレントハピネス 5戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走中止〕 アポロオーランド号は，最後の直線コースで外側に逃避したため，決勝線手前で競走中止。
〔制裁〕 ザストリート号の騎手伴啓太は，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：11番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アポロオーランド号は，平成28年12月12日から平成29年1月1日まで出走停止。停止期間の満了

後に平地調教再審査。
※出走取消馬 ライブリパシアン号（疾病〔左寛跛行〕のため）

3504412月11日 晴 良 （28中京4）第4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

710� ダイゴマサムネ 牡4栗 57
54 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 坪 憲章 浦河 ヒダカフアーム 512＋ 81：55．1 3．5�

711 タ ニ ガ ワ 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 474± 01：56．16 2．2�

45 � コパノハミルトン 牡4黒鹿 57
54 ▲菊沢 一樹小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 496－ 21：56．2� 23．5�

33 メイショウゲントク 牡4栗 57
55 △義 英真松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 484＋161：56．3� 88．3�

22 メープルフレイバー 牝3栗 54 平野 優尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 444± 01：56．4� 9．2�
11 ディスピュート 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 428－ 21：56．5クビ 24．7�
57 テ イ ア 牝4鹿 55 西村 太一	ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 21：56．71� 85．8

69 フロイデシューネル 牝4鹿 55

53 △伴 啓太岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか タガミファーム 496－161：56．8クビ 145．1�
813 グランノーブル 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 498－ 2 〃 アタマ 9．2�
68 シフォンカール 牝3芦 54

53 ☆中井 裕二 	シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 438－101：57．54 8．7
812 ルーナクレシェンテ 牝3栗 54

52 △原田 和真 	キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：57．7� 15．1�
56 テイエムダンシング 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 498＋101：57．8� 59．8�
44 � レオロフティー 牡4鹿 57 杉原 誠人�レオ 千田 輝彦 新冠 川島牧場 B496－ 1 〃 アタマ 151．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，773，800円 複勝： 22，381，900円 枠連： 11，703，000円
馬連： 36，895，400円 馬単： 22，805，000円 ワイド： 24，564，800円
3連複： 53，651，200円 3連単： 85，681，500円 計： 277，456，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 130円 � 370円 枠 連（7－7） 390円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，260円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 9，660円

票 数

単勝票数 計 197738 的中 � 43949（2番人気）
複勝票数 計 223819 的中 � 45578（2番人気）� 57081（1番人気）� 9968（8番人気）
枠連票数 計 117030 的中 （7－7） 22888（1番人気）
馬連票数 計 368954 的中 �� 79546（1番人気）
馬単票数 計 228050 的中 �� 20934（2番人気）
ワイド票数 計 245648 的中 �� 40429（1番人気）�� 4210（16番人気）�� 7233（11番人気）
3連複票数 計 536512 的中 ��� 17137（7番人気）
3連単票数 計 856815 的中 ��� 6425（24番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―13．7―13．0―12．5―12．8―13．1―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―38．9―51．9―1：04．4―1：17．2―1：30．3―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ダイゴマサムネ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Aptitude

2012．3．19生 牡4栗 母 キョウコマチ 母母 パ リ モ ニ ー 16戦1勝 賞金 15，900，000円
初出走 JRA



3504512月11日 晴 良 （28中京4）第4日 第9競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

510 ウィーバービル 牡3栗 56 伊藤 工真 �サンデーレーシング 木村 哲也 浦河 中村 雅明 B524＋ 82：01．5 12．2�
48 コスモボアソルテ 牡4芦 57

54 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 504－ 62：01．6� 8．8�
47 オカホンコー 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 496＋ 22：02．55 43．1�
36 サブトゥエンティ 牝4栗 55

52 ▲荻野 極吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 クビ 60．1�
714 トウシンタイガー �3鹿 56 菱田 裕二�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 492－142：02．6クビ 3．4	
12 フォースフィールド 牡4黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 434± 02：02．92 18．3

24 � タイセイエナジー 牡4栗 57

54 ▲菊沢 一樹田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B474－ 82：03．32	 164．1�
59 ワールドリースター 牡4鹿 57

56 ☆
島 克駿 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋ 4 〃 クビ 14．0�

611� ダンスールクレール �5鹿 57
55 △原田 和真 �シルクレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 492－142：03．51� 29．7

713 ベストインザスカイ 牡3鹿 56 畑端 省吾飯田 正剛氏 
島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B508＋ 22：03．92	 103．0�
816 エ イ ム 牡3青鹿56 国分 恭介ライオンレースホース� 西村 真幸 日高 モリナガファーム 456＋ 22：04．32	 203．9�
11 マヤノパーチェム 牡4栗 57 太宰 啓介田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 486＋ 22：04．93	 67．9�
612 ア ウ ア ウ 牝3鹿 54 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 498± 02：05．64 11．7�
35 アタックガール 牝3青鹿54 黛 弘人長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 424＋ 2 〃 アタマ 45．4�
815 エルメネジルド 牡4鹿 57

56 ☆中井 裕二飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 B480－10 〃 クビ 3．5�
23 ピッツバーグ 牡3鹿 56 中谷 雄太�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 504－ 42：05．92 6．7�
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売 得 金
単勝： 26，053，400円 複勝： 34，558，000円 枠連： 14，610，000円
馬連： 50，566，100円 馬単： 25，867，900円 ワイド： 33，131，000円
3連複： 71，025，800円 3連単： 93，904，000円 計： 349，716，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 420円 � 340円 � 1，200円 枠 連（4－5） 2，220円

馬 連 �� 5，430円 馬 単 �� 11，430円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 5，690円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 64，330円 3 連 単 ��� 343，840円

票 数

単勝票数 計 260534 的中 � 16985（6番人気）
複勝票数 計 345580 的中 � 22306（8番人気）� 29240（5番人気）� 6822（11番人気）
枠連票数 計 146100 的中 （4－5） 5082（12番人気）
馬連票数 計 505661 的中 �� 7217（22番人気）
馬単票数 計 258679 的中 �� 1696（46番人気）
ワイド票数 計 331310 的中 �� 4993（21番人気）�� 1484（54番人気）�� 2331（39番人気）
3連複票数 計 710258 的中 ��� 828（165番人気）
3連単票数 計 939040 的中 ��� 198（902番人気）

ハロンタイム 7．4―11．1―11．2―13．2―13．4―12．5―12．5―13．6―12．8―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．5―29．7―42．9―56．3―1：08．8―1：21．3―1：34．9―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．2
1
3
13（3，12，16）－（5，14）（6，15）10（1，4）11－（2，7）8＝9
13，14，10－12（3，16，15，7）（6，11）（4，8）－（5，1）2＝9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウィーバービル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．11．28 東京10着

2013．2．12生 牡3栗 母 ヒシタイトル 母母 ヒ シ タ エ コ 11戦2勝 賞金 21，400，000円
〔制裁〕 ウィーバービル号の騎手伊藤工真は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

3504612月11日 晴 良 （28中京4）第4日 第10競走 ��
��1，600�こ う や ま き 賞

発走14時50分 （芝・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

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

中央レコード
1：34．7
1：32．3

稍重
良

44 ペルシアンナイト 牡2黒鹿55 秋山真一郎�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 476＋ 21：35．4 1．3�
69 ジュンヴァリアス 牡2鹿 55 菱田 裕二河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 446－ 21：35．61� 8．0�
56 マイネルパラディ 牡2芦 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 472± 01：35．81� 19．8�
22 レイズアベール 牝2鹿 54 中谷 雄太 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 クビ 13．0�
11 アンジュデジール 牝2黒鹿54 太宰 啓介安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 468＋ 61：35．9� 21．9	
710 ペイドメルヴェイユ 牝2栗 54 杉原 誠人吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 470－ 21：36．11� 31．7

812 ケンビション 牡2鹿 55 義 英真中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 442＋ 21：36．31� 49．8�
45 アロンザモナ 牝2鹿 54 小牧 太ディアレストクラブ� 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 470－ 21：36．72� 6．6�
68 デュトロノミー 牡2鹿 55 西村 太一�ミルファーム 土田 稔 浦河 櫛桁牧場 480－ 41：37．65 523．1
33 フ ィ ス キ オ 牡2栗 55 北村 友一�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 460－ 81：37．7クビ 58．9�
711 ラブパッション 牝2鹿 54 藤田菜七子田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 原田 久司 370－101：38．33� 188．8�
813 コ チ 牝2栗 54 平野 優清水 敏氏 南田美知雄 新冠 有限会社 大

作ステーブル 440＋ 81：38．51� 326．0�
57 シャンパンゴールド 牝2黒鹿54 伊藤 工真�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 436－ 21：39．45 274．3�
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売 得 金
単勝： 43，684，500円 複勝： 129，152，400円 枠連： 15，466，600円
馬連： 72，566，500円 馬単： 53，273，300円 ワイド： 41，356，300円
3連複： 98，893，800円 3連単： 209，777，700円 計： 664，171，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 140円 � 240円 枠 連（4－6） 380円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 200円 �� 390円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 2，960円

票 数

単勝票数 計 436845 的中 � 251420（1番人気）
複勝票数 計1291524 的中 � 1006759（1番人気）� 78597（2番人気）� 28657（5番人気）
枠連票数 計 154666 的中 （4－6） 31299（1番人気）
馬連票数 計 725665 的中 �� 130299（2番人気）
馬単票数 計 532733 的中 �� 73776（2番人気）
ワイド票数 計 413563 的中 �� 65156（2番人気）�� 25219（4番人気）�� 11966（9番人気）
3連複票数 計 988938 的中 ��� 59745（3番人気）
3連単票数 計2097777 的中 ��� 51280（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―11．9―12．1―12．8―11．8―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．5―48．6―1：01．4―1：13．2―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

ペルシアンナイト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．21 小倉1着

2014．3．11生 牡2黒鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 3戦2勝 賞金 23，754，000円
〔発走状況〕 マイネルパラディ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ラブパッション号の騎手藤田菜七子は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）

レイズアベール号の騎手中谷雄太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番・8番・5番）
〔調教再審査〕 マイネルパラディ号は，発走調教再審査。
※コチ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目



3504712月11日 晴 良 （28中京4）第4日 第11競走 ��
��2，000�名古屋日刊スポーツ杯

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

名古屋日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

89 タイセイサミット 牡3栗 56 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 490± 02：01．9 1．7�
77 ウインテンダネス 牡3栗 56 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 498± 02：02．0� 13．3�
66 ビオラフォーエバー 	5栗 57 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 468－ 62：02．21 8．1�
88 キンショーユキヒメ 牝3芦 54 秋山真一郎礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 514＋ 2 〃 ハナ 4．0�
11 アドマイヤコリン 牡8青鹿57 
島 克駿近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 450＋10 〃 クビ 21．1�
22 � ケージーキンカメ 牡5黒鹿57 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 464－ 22：02．41 16．1	
33 アグリッパーバイオ 牡5黒鹿57 坂井 瑠星バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450± 02：02．61� 47．7

44 サイモンラムセス 牡6鹿 57 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B444－ 22：02．7� 14．5�
55 カレンバッドボーイ 牡6鹿 57 小牧 太鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B480± 02：03．23 37．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 42，379，900円 複勝： 71，712，900円 枠連： 23，122，500円
馬連： 110，474，900円 馬単： 65，811，300円 ワイド： 52，031，000円
3連複： 145，250，500円 3連単： 351，517，200円 計： 862，300，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 240円 � 210円 枠 連（7－8） 690円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 410円 �� 330円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 6，630円

票 数

単勝票数 計 423799 的中 � 196939（1番人気）
複勝票数 計 717129 的中 � 440235（1番人気）� 32583（5番人気）� 40577（3番人気）
枠連票数 計 231225 的中 （7－8） 25801（3番人気）
馬連票数 計1104749 的中 �� 83048（3番人気）
馬単票数 計 658113 的中 �� 36726（4番人気）
ワイド票数 計 520310 的中 �� 32962（3番人気）�� 43987（2番人気）�� 12276（12番人気）
3連複票数 計1452505 的中 ��� 55530（6番人気）
3連単票数 計3515172 的中 ��� 38394（18番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．8―13．5―12．4―11．2―11．3―11．5―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―38．2―51．7―1：04．1―1：15．3―1：26．6―1：38．1―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F35．3
1
3
4，8（3，9）6（2，1）（5，7）・（8，5）7（4，9）1（3，6）－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイサミット 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．9．19 阪神2着

2013．5．18生 牡3栗 母 ヴァインドレッサー 母母 ヴァイオレットラブ 11戦3勝 賞金 61，942，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時31分に変更。
〔制裁〕 ビオラフォーエバー号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

タイセイサミット号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）

3504812月11日 晴 良 （28中京4）第4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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 616，000円 176，000円 88，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．8
1：19．0

良
良

816 リヴィエール 牝5芦 55 黛 弘人杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 480－ 21：20．7 5．2�
818 ペガサスボス 牡4黒鹿57 中谷 雄太�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 526＋ 81：20．91 9．5�
611� クールゼファー 牝3芦 54 加藤 祥太橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米 Rabbah Blood-

stock LLC 536＋161：21．11	 7．8�
59 ユキノカトレア 牝4鹿 55 太宰 啓介北所 直人氏 坂口 正則 日高 川端 正博 486＋ 6 〃 クビ 6．3�
12 エイブルボス 牡4黒鹿57 菊沢 一樹中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 476－ 61：21．2
 67．3�
35 �� トーセンクリス 牝3鹿 53 北村 友一島川 	哉氏 大久保龍志 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

504－ 2 〃 クビ 5．1

48 � ポートレイト 牝3黒鹿54 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 426＋101：21．41� 81．2�
11 クラウンアイリス 牝5栗 55 菱田 裕二�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 402－ 21：21．5クビ 16．0
510� トルセドール 牡5鹿 57 秋山真一郎窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 470－ 21：21．6
 28．0�
612 ラ イ ザ ン 牡5青鹿57 島 良太林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 253．9�
715� エイシンピカソ 牝3栗 54 酒井 学平井 克彦氏 野中 賢二 米

Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

436－141：21．7クビ 14．8�
817 キンシロケット 牡3鹿 56 島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 502＋ 21：21．8
 255．9�
23 ショウナンタイザン 牡3黒鹿56 小牧 太国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 502＋ 41：21．9クビ 5．4�
47 ワンアフター 牡3栗 56 国分 恭介薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 464＋ 6 〃 アタマ 20．0�
36 マイネルパッセ 牡3栗 56 三津谷隼人 �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 452＋10 〃 クビ 306．6�
713� シンキングカミユ 牝3鹿 54 宮崎 北斗佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 436＋ 31：22．0
 152．6�
24 � ケンブリッジリニア 牝3栗 54 原田 和真中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 本桐牧場 436－16 〃 アタマ 276．1�
714 マ カ レ ア 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 398－ 21：22．31
 38．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，094，700円 複勝： 68，624，200円 枠連： 31，367，600円
馬連： 133，175，300円 馬単： 54，669，700円 ワイド： 69，399，100円
3連複： 192，245，000円 3連単： 256，035，100円 計： 857，610，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 310円 � 290円 枠 連（8－8） 2，440円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 760円 �� 920円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 38，850円

票 数

単勝票数 計 520947 的中 � 79206（2番人気）
複勝票数 計 686242 的中 � 105067（1番人気）� 52946（6番人気）� 57664（5番人気）
枠連票数 計 313676 的中 （8－8） 9961（12番人気）
馬連票数 計1331753 的中 �� 46551（7番人気）
馬単票数 計 546697 的中 �� 9901（12番人気）
ワイド票数 計 693991 的中 �� 24037（6番人気）�� 19455（9番人気）�� 12389（18番人気）
3連複票数 計1922450 的中 ��� 20388（20番人気）
3連単票数 計2560351 的中 ��� 4778（111番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．9―11．7―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―33．9―45．8―57．5―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リヴィエール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．9．1 函館11着

2011．4．3生 牝5芦 母 プラチナローズ 母母 スギノキューティー 24戦2勝 賞金 34，306，000円
※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。
（非抽選馬） 5頭 ヴァッフシュテルケ号・スミレタンポポ号・ベルリネッタ号・メイショウベニフジ号・ラトゥール号

４レース目



（28中京4）第4日 12月11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 172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

177，400，000円
2，530，000円
6，970，000円
1，630，000円
17，760，000円
66，642，500円
5，286，800円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
325，023，500円
539，900，800円
172，144，800円
650，105，900円
366，978，800円
388，819，700円
930，729，700円
1，508，154，600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 4，881，857，800円

総入場人員 17，711名 （有料入場人員 15，857名）
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