
3506112月17日 晴 良 （29中京4）第6日 第1競走 ��
��1，800�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
1：54．8
1：50．9

重
不良

612 カレンガリアード 牡2黒鹿55 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 468＋ 61：55．2 5．3�
713 タマモストーム 牡2栗 55

54 ☆�島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 静内フアーム 494＋ 41：56．47 2．8�
48 ショウナンマリブ 牡2芦 55 松若 風馬国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 470＋ 41：56．82� 4．4�
12 スズカハイライト 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 454＋ 41：56．9クビ 154．4�
59 マースゴールド 牡2栗 55 藤岡 康太キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 462± 01：57．53� 6．8�
611 ベルクカッツェ 牡2青鹿 55

52 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 466－ 21：57．81	 26．7	
510 カヴァロディーオ 牡2栗 55

52 ▲菊沢 一樹 �Gリビエール・
レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B488＋ 81：57．9クビ 18．3


47 ローズサクシード 牡2鹿 55 菱田 裕二 �シルクレーシング 吉村 圭司 洞
湖 レイクヴィラファーム 504＋ 81：58．11� 45．6�
23 ショウナンバローロ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 500＋141：58．31� 72．6
24 メイショウルクール 牝2鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 476－ 4 〃 クビ 46．4�
815 パワフルノンコ 牝2鹿 54 秋山真一郎吉田 千津氏 小島 太 千歳 社台ファーム 498－ 81：59．25 74．6�
816 サンタローザ 牝2栗 54

51 ▲富田 暁 �カナヤマホール
ディングス 池添 学 新ひだか 中田 英樹 464＋ 2 〃 クビ 89．1�

714 スズカヒューズ 牡2栗 55 岩崎 翼永井 啓弍氏 加藤 敬二 新冠 森 牧場 498± 01：59．94 302．4�
11 イマジンピース 牡2鹿 55 黛 弘人薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 木下牧場 474＋ 22：00．0� 271．1�
36 ペイシャモカ 牝2鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 坂口 正則 浦河 梅田牧場 482－ 62：00．1� 173．4�
35 ポジティブスタンド 牡2鹿 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 高橋 亮 安平 追分ファーム B472－ 42：00．42 11．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，998，100円 複勝： 27，828，900円 枠連： 8，983，800円
馬連： 36，203，700円 馬単： 19，429，800円 ワイド： 25，693，800円
3連複： 56，485，600円 3連単： 66，649，900円 計： 262，273，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 150円 � 120円 � 150円 枠 連（6－7） 600円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 270円 �� 350円 �� 270円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計 209981 的中 � 33537（3番人気）
複勝票数 計 278289 的中 � 43701（3番人気）� 70304（1番人気）� 44405（2番人気）
枠連票数 計 89838 的中 （6－7） 11588（2番人気）
馬連票数 計 362037 的中 �� 43990（2番人気）
馬単票数 計 194298 的中 �� 9778（5番人気）
ワイド票数 計 256938 的中 �� 24798（2番人気）�� 17547（3番人気）�� 25039（1番人気）
3連複票数 計 564856 的中 ��� 45842（1番人気）
3連単票数 計 666499 的中 ��� 9094（7番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．2―12．9―13．1―13．2―13．3―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．5―50．4―1：03．5―1：16．7―1：30．0―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カレンガリアード �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．9．30 阪神2着

2015．3．14生 牡2黒鹿 母 カ レ ン マ マ 母母 アズウィロー 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔制裁〕 カレンガリアード号の騎手北村友一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・9番・8

番）
メイショウルクール号の騎手�島良太は，1コーナー通過後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・

8番）
〔その他〕 ポジティブスタンド号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポジティブスタンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月17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 テイエムギフテッド号

3506212月17日 晴 良 （29中京4）第6日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10時25分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

48 タマモサザンクロス 牡3黒鹿 56
53 ▲富田 暁タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 452＋ 41：13．1 2．9�

36 スズカモナミ 牝3鹿 54 菱田 裕二永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 424－ 4 〃 アタマ 5．9�
714 ブラックランナー 牡3鹿 56 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 476＋161：13．31� 3．6�
816 マ ッ セ ル 牡3鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋161：13．61� 5．4�
24 サンマルメジャール 牝5鹿 55

53 △森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 470± 01：13．7クビ 62．2�
35 � メイショウアバラガ 牡5鹿 57 古川 吉洋松本 和子氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 530＋ 41：14．02 23．2	
23 ダブルミステリー 牝3栗 54

53 ☆城戸 義政西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 444＋10 〃 クビ 120．8

59 コスモクウェンチ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 81：14．1クビ 15．3�
510 ネイチャーポイント 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 508＋ 6 〃 クビ 53．5
713 セローフォース 牡3鹿 56 長岡 禎仁 �カナヤマホール

ディングス 竹内 正洋 新ひだか 藤原牧場 502－101：14．31 18．5�
47 ラニカイシチー 牡3鹿 56 国分 優作 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 パカパカ

ファーム B486＋161：14．51� 105．0�
815 スマイルハッピー 牝5鹿 55

52 ▲三津谷隼人臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 460＋ 41：14．6� 322．1�
12 サンマルライバル 牡3青鹿56 丸山 元気相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 474＋ 8 〃 クビ 31．6�
611� アドバンスゴード 牡5芦 57 岩崎 翼山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 516＋281：14．81 69．1�
612 スマートダフネ 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 460＋101：15．22� 151．7�
11 メイショウオクヒダ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 470＋121：16．05 88．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，591，900円 複勝： 30，188，600円 枠連： 10，504，000円
馬連： 39，794，100円 馬単： 20，119，400円 ワイド： 29，219，000円
3連複： 56，569，300円 3連単： 69，268，900円 計： 278，255，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 170円 � 140円 枠 連（3－4） 660円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 330円 �� 290円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 6，940円

票 数

単勝票数 計 225919 的中 � 62066（1番人気）
複勝票数 計 301886 的中 � 69491（1番人気）� 38393（4番人気）� 54989（2番人気）
枠連票数 計 105040 的中 （3－4） 12286（2番人気）
馬連票数 計 397941 的中 �� 30189（4番人気）
馬単票数 計 201194 的中 �� 8095（6番人気）
ワイド票数 計 292190 的中 �� 22779（3番人気）�� 26943（1番人気）�� 12514（6番人気）
3連複票数 計 565693 的中 ��� 31659（2番人気）
3連単票数 計 692689 的中 ��� 7234（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．1―12．6―12．0―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモサザンクロス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．8．13 小倉9着

2014．3．5生 牡3黒鹿 母 チャームペンダント 母母 ダイヤモンドピアス 16戦2勝 賞金 21，550，000円
〔制裁〕 スズカモナミ号の騎手菱田裕二は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14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。
（非抽選馬） 5頭 アナトリア号・アポロリュウセイ号・エンセラダス号・ストラボ号・トモジャポルックス号

第４回 中京競馬 第６日

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3506312月17日 晴 良 （29中京4）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走10時55分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

816 ナムラライラ 牝3黒鹿54 古川 吉洋奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 464＋ 41：55．2 27．7�
510 フレグラントブレス 牝4芦 55 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B488＋ 21：55．3� 5．2�
714 クリノヴィクトリア 牝3栗 54 松若 風馬栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 442＋ 21：55．93� 4．4�
23 アオイテソーロ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B510＋ 21：56．21� 10．2�
48 トミケンチャダル 牝5鹿 55

54 ☆木幡 初也冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 服部 牧場 502－ 2 〃 クビ 115．7�
47 デ ュ ナ ミ ス 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B534＋20 〃 ハナ 13．3�

11 ジュンテオドーラ 牝3鹿 54 藤岡 康太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460－ 81：56．3クビ 3．5	
713 ロイヤルクルーズ 牝4黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人
ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 456＋ 41：56．4� 6．6�
612 モアアピール 牝5芦 55 黛 弘人�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486－ 21：56．5� 149．8
59 クリノセゴビア 牝4黒鹿55 中井 裕二栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 458＋ 21：56．6� 99．5�
611 ワタシノロザリオ 牝3青鹿54 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 448＋ 21：56．7� 16．0�
36 ウインミレーユ 牝4黒鹿55 菱田 裕二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 41：56．8クビ 15．9�
12 レディーゴー 牝4鹿 55 田中 健髙岡 義雄氏 服部 利之 浦河 赤田牧場 488＋ 21：57．43� 212．6�
815 ミヤラビランド 牝3鹿 54 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 444－101：57．82� 30．3�
35 スイートメモリーズ 牝4黒鹿55 大庭 和弥堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石ファーム 508± 01：57．9クビ 233．1�
24 エ ル ヴ ス 牝3栗 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 村上牧場 464＋ 41：58．11 188．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，342，300円 複勝： 35，823，400円 枠連： 12，498，200円
馬連： 42，341，300円 馬単： 21，940，800円 ワイド： 32，870，000円
3連複： 62，788，700円 3連単： 75，524，600円 計： 307，129，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，770円 複 勝 � 490円 � 190円 � 170円 枠 連（5－8） 3，610円

馬 連 �� 8，390円 馬 単 �� 20，850円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 1，830円 �� 410円

3 連 複 ��� 10，030円 3 連 単 ��� 99，910円

票 数

単勝票数 計 233423 的中 � 6723（9番人気）
複勝票数 計 358234 的中 � 14608（8番人気）� 52638（3番人気）� 62364（2番人気）
枠連票数 計 124982 的中 （5－8） 2681（17番人気）
馬連票数 計 423413 的中 �� 3911（31番人気）
馬単票数 計 219408 的中 �� 789（66番人気）
ワイド票数 計 328700 的中 �� 3627（26番人気）�� 4374（22番人気）�� 22964（2番人気）
3連複票数 計 627887 的中 ��� 4694（36番人気）
3連単票数 計 755246 的中 ��� 548（327番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．6―37．7―50．6―1：03．1―1：15．8―1：29．1―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

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

勝馬の
紹 介

ナムラライラ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．8．7 小倉4着

2014．4．26生 牝3黒鹿 母 カイテキセレブ 母母 アイリッシュピース 16戦2勝 賞金 19，831，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 フラワーズブルーム号・メイショウケンプウ号

3506412月17日 晴 良 （29中京4）第6日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．2良

46 コスモストレンジ 牡3栗 58 山本 康志 �ブルースターズファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 63：19．4 16．9�
58 スマートガルーダ 牡4鹿 60 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 492＋ 23：20．03� 46．5�
11 メイショウヤエヤマ 牡3鹿 58 平沢 健治松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 534＋363：20．85 11．5�
712 ブルーガーディアン 牡5黒鹿60 江田 勇亮 �ブルーマネジメント星野 忍 新ひだか 加野牧場 510＋123：21．01� 4．6�
610 テイエムファンドル 牡3栗 58 北沢 伸也竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 石川 栄一 488＋ 23：21．1� 90．2�
45 アンヴェイルド 牡6鹿 60 浜野谷憲尚窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 508＋ 83：21．2� 12．2	
813 スズカプリティー 牝6鹿 58 大庭 和弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 462－103：22．37 20．3

34 キングスーサ 牡3栗 58 難波 剛健田上 雅春氏 飯田 雄三 新ひだか ヒサイファーム 470＋ 83：22．4� 2．8�
814	 ナ ポ レ オ ン 牡5栗 60 高野 和馬前迫 義幸氏 和田正一郎 新ひだか タイヘイ牧場 490± 03：22．71� 6．4�
711 コスモヴァーズ 牡3青鹿58 植野 貴也 ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 450＋123：25．1大差 10．0�
33 	 シンボリダルク 牝4青鹿58 五十嵐雄祐杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 470－ 23：26．16 16．2�
69 	 ワンダーオブテール 牡5黒鹿60 黒岩 悠山本 能成氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 514± 03：27．16 53．8�
22 レディーピンク 牝7鹿 58 草野 太郎小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 466＋ 23：27．63 65．1�
57 ナイアガラモンロー 牝5鹿 58 大江原 圭塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 
川 啓一 504－ 4 （競走中止） 37．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，614，800円 複勝： 19，413，500円 枠連： 12，834，200円
馬連： 30，924，100円 馬単： 17，133，200円 ワイド： 20，968，600円
3連複： 50，074，700円 3連単： 65，236，700円 計： 234，199，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 390円 � 990円 � 340円 枠 連（4－5） 5，340円

馬 連 �� 13，180円 馬 単 �� 26，490円

ワ イ ド �� 4，620円 �� 2，970円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 81，460円 3 連 単 ��� 407，720円

票 数

単勝票数 計 176148 的中 � 8311（8番人気）
複勝票数 計 194135 的中 � 13414（6番人気）� 4650（11番人気）� 15864（4番人気）
枠連票数 計 128342 的中 （4－5） 1860（20番人気）
馬連票数 計 309241 的中 �� 1818（43番人気）
馬単票数 計 171332 的中 �� 485（89番人気）
ワイド票数 計 209686 的中 �� 1166（52番人気）�� 1831（33番人気）�� 1425（42番人気）
3連複票数 計 500747 的中 ��� 461（186番人気）
3連単票数 計 652367 的中 ��� 116（957番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 54．1－3F 41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモストレンジ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．9．25 中山10着

2014．5．31生 牡3栗 母 ストレンジラブ 母母 フェアリークイーン 障害：3戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走中止〕 ナイアガラモンロー号は，競走中に異常歩様となったため2周目4号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ナイアガラモンロー号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 シゲルロウニンアジ号・タイセイエナジー号・テンエイロータス号・ニホンピロボーラー号・

ブライトインベガス号



3506512月17日 晴 良 （29中京4）第6日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・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
1：34．2
1：32．3

良
良

48 イルーシヴグレイス 牝2鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 396－101：36．5 5．9�
510 ナ イ ス ド ゥ 牝2栗 54

52 △森 裕太朗田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 428± 01：36．71� 2．1�
612 コンセッションズ 牝2栗 54

51 ▲横山 武史山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 414＋ 2 〃 アタマ 41．0�
47 ターフェルムジーク 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 418± 0 〃 ハナ 5．7�
36 リビングマイライフ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496＋ 2 〃 ハナ 11．9	

35 ショーコーズ 牝2栗 54 松若 風馬吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 440＋ 61：36．8� 56．1

23 トーホウディアーナ 牝2黒鹿54 丸田 恭介東豊物産� 古賀 史生 日高 オリオンファーム 440＋ 61：36．9� 14．8�
24 リ ズ ロ ン 牝2黒鹿54 北村 友一安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 442－ 61：37．0� 85．9�
611 レ ユ シ ッ ト 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 初也落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 川島牧場 458± 01：37．21 19．2
12 ピースフルウィーク 牝2栗 54

53 ☆�島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 416－121：37．3� 189．9�
59 マーガレットステラ 牝2鹿 54 菱田 裕二大森 悌次氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム 454－ 21：37．62 19．0�
713 ジョーダンドリーム 牝2栗 54 �島 良太廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 396－ 21：37．91� 102．4�
815 キサラギコマチ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 酒井 亨 452－ 4 〃 クビ 303．8�
816 タガノマリーチャン 牝2芦 54 太宰 啓介八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456＋ 61：38．21� 161．7�
714 ボードウォーク 牝2鹿 54 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 452＋ 21：38．41� 28．7�
11 アドマイヤテンプウ 牝2黒鹿54 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 424－ 6 〃 クビ 62．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，963，300円 複勝： 35，571，600円 枠連： 14，886，700円
馬連： 39，768，800円 馬単： 22，260，200円 ワイド： 32，174，300円
3連複： 60，909，500円 3連単： 79，614，600円 計： 313，149，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 130円 � 580円 枠 連（4－5） 250円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，860円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 23，870円

票 数

単勝票数 計 279633 的中 � 39464（3番人気）
複勝票数 計 355716 的中 � 40015（3番人気）� 105406（1番人気）� 10582（9番人気）
枠連票数 計 148867 的中 （4－5） 45113（1番人気）
馬連票数 計 397688 的中 �� 46929（2番人気）
馬単票数 計 222602 的中 �� 9777（4番人気）
ワイド票数 計 321743 的中 �� 26689（2番人気）�� 2647（28番人気）�� 6632（12番人気）
3連複票数 計 609095 的中 ��� 8180（18番人気）
3連単票数 計 796146 的中 ��� 2418（62番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．3―12．0―12．5―12．0―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．6―48．6―1：01．1―1：13．1―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イルーシヴグレイス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Elusive City デビュー 2017．8．19 札幌4着

2015．1．20生 牝2鹿 母 イルーシヴウェーヴ 母母 Multicolour Wave 3戦1勝 賞金 6，850，000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 コウノトリ号
（非抽選馬） 1頭 アイファーアイドル号

3506612月17日 晴 良 （29中京4）第6日 第6競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

12 バ レ ッ テ ィ �3鹿 56 菱田 裕二 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 516＋ 62：01．1 2．1�
816 オンワードハンター 牡6鹿 57

54 ▲藤田菜七子樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 472± 02：01．2� 54．7�
611 ライデンバローズ 牡3芦 56 秋山真一郎猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B532－ 42：01．41� 30．0�
36 ジャコバイティズム 牡5青鹿 57

56 ☆木幡 巧也野本 巧氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 482＋122：01．61� 95．8�
510 アルマシャール 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 506± 02：02．02	 27．1�
59 ロードキング 牡4鹿 57

56 ☆
島 克駿市川義美ホール
ディングス	 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B486＋ 62：02．1	 11．4


815 プ エ ル ト �5鹿 57 丸田 恭介池谷 誠一氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム B534－ 42：02．31� 6．0�
23 � ジョウショーチカラ 牡5青鹿57 藤岡 康太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 526＋ 2 〃 クビ 24．0�
24 セレブレイトソング �5栗 57 藤懸 貴志 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B488－ 22：02．51	 75．3
11 ミヤジユウダイ 牡3鹿 56 中井 裕二曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 544＋ 22：02．6	 21．4�
35 ワンダースペリオル 牡4鹿 57 荻野 琢真山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 真歌伊藤牧場 494＋ 82：02．7	 16．7�
612� メイショウエミュー 牡4鹿 57

54 ▲川又 賢治松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 478＋ 42：03．65 212．0�
714 ス テ フ ィ ン 牡3鹿 56 北村 友一手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 470－ 22：04．13 82．3�
47 タイキダイヤモンド 牡3青鹿56 丸山 元気�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 470＋ 62：05．27 44．7�
48 レッドグルック 牡6鹿 57 高田 潤 	東京ホースレーシング 寺島 良 千歳 社台ファーム 510＋222：06．26 228．0�
713 ダンツエンペラー 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 478± 0 （競走中止） 4．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，901，500円 複勝： 33，794，700円 枠連： 13，136，300円
馬連： 43，749，900円 馬単： 24，923，600円 ワイド： 34，225，500円
3連複： 64，389，900円 3連単： 88，699，300円 計： 333，820，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 980円 � 590円 枠 連（1－8） 530円

馬 連 �� 7，690円 馬 単 �� 10，960円

ワ イ ド �� 2，650円 �� 1，160円 �� 11，500円

3 連 複 ��� 37，640円 3 連 単 ��� 156，080円

票 数

単勝票数 計 309015 的中 � 113937（1番人気）
複勝票数 計 337947 的中 � 92379（1番人気）� 6687（12番人気）� 11778（9番人気）
枠連票数 計 131363 的中 （1－8） 19121（2番人気）
馬連票数 計 437499 的中 �� 4406（23番人気）
馬単票数 計 249236 的中 �� 1705（33番人気）
ワイド票数 計 342255 的中 �� 3306（27番人気）�� 7819（10番人気）�� 747（71番人気）
3連複票数 計 643899 的中 ��� 1283（93番人気）
3連単票数 計 886993 的中 ��� 412（398番人気）

ハロンタイム 7．3―11．2―11．5―13．7―13．4―12．2―12．4―13．2―13．1―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．5―30．0―43．7―57．1―1：09．3―1：21．7―1：34．9―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

バ レ ッ テ ィ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．3．19 中山10着

2014．2．4生 �3鹿 母 ザ レ マ 母母 シ ェ ン ク 7戦2勝 賞金 17，000，000円
〔競走中止〕 ダンツエンペラー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドグルック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月17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 ドラゴンイモン号



3506712月17日 晴 良 （29中京4）第6日 第7競走 1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （芝・左）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

612 キラービューティ 牝3栗 54 藤懸 貴志 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454－ 21：21．4 22．7�
816 ダノンブライト 牡5青鹿 57

54 ▲川又 賢治�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 476＋ 6 〃 クビ 4．0�
48 カウントオンイット 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B504＋ 8 〃 ハナ 6．6�
11 エスカラード 牡4鹿 57

55 △森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド B470＋ 81：21．61� 27．4�

23 アマルティア 牝4黒鹿 55
52 ▲菊沢 一樹�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 454＋ 2 〃 ハナ 14．3	

714 クローディオ �5鹿 57
54 ▲三津谷隼人 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 アタマ 3．3


35 � センターフォワード �4鹿 57 森 一馬馬場 祥晃氏 斉藤 崇史 日高 ファーミングヤナキタ 464＋121：21．7クビ 13．6�
817 シンボリバーグ 牝3芦 54 杉原 誠人シンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 492－ 2 〃 クビ 8．7�
611 ス ノ ー マ ン 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 506＋16 〃 ハナ 8．1
510 キュイキュイ 牝3栗 54 嶋田 純次 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 464＋121：21．8クビ 42．3�
59 フェアラフィネ 牝5芦 55 長岡 禎仁ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 454＋ 6 〃 ハナ 59．7�
815 バーミーブリーズ 牝3鹿 54

53 ☆城戸 義政吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 クビ 69．2�
47 ヤマニンルサリー 牝3鹿 54 原田 和真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 448＋ 61：22．11� 130．8�
24 � メイショウワカアユ 牡5鹿 57

54 ▲富田 暁松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 492＋10 〃 クビ 54．8�
12 � タイセイプロスパー 牡3栗 56

53 ▲横山 武史田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 504＋ 41：22．63 204．2�
713 ブライティアサイト 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 476± 01：22．81� 211．7�
（16頭）

36 � ハ リ ー 牡4鹿 57
54 ▲藤田菜七子馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，444，500円 複勝： 35，261，200円 枠連： 14，747，700円
馬連： 49，599，800円 馬単： 23，957，200円 ワイド： 34，043，700円
3連複： 70，679，400円 3連単： 89，307，200円 計： 344，040，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 440円 � 160円 � 240円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 11，420円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，980円 �� 590円

3 連 複 ��� 7，100円 3 連 単 ��� 68，080円

票 数

単勝票数 差引計 264445（返還計 508） 的中 � 9279（8番人気）
複勝票数 差引計 352612（返還計 622） 的中 � 16555（8番人気）� 71467（1番人気）� 37485（3番人気）
枠連票数 差引計 147477（返還計 15） 的中 （6－8） 14510（2番人気）
馬連票数 差引計 495998（返還計 727） 的中 �� 9904（14番人気）
馬単票数 差引計 239572（返還計 285） 的中 �� 1572（39番人気）
ワイド票数 差引計 340437（返還計 673） 的中 �� 6625（15番人気）�� 4255（22番人気）�� 15672（2番人気）
3連複票数 差引計 706794（返還計 2226） 的中 ��� 7458（21番人気）
3連単票数 差引計 893072（返還計 2031） 的中 ��� 951（218番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．7―12．1―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―46．0―58．1―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キラービューティ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Congaree デビュー 2016．10．29 京都2着

2014．3．3生 牝3栗 母 キラーグレイシス 母母 Heatherdoesntbluff 10戦2勝 賞金 18，466，000円
〔出走取消〕 ハリー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

3506812月17日 晴 良 （29中京4）第6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）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

510 カ ネ ノ イ ロ 牡4鹿 57 丸山 元気江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 488＋ 81：53．7 11．0�
11 スズカフューラー 牡3栗 56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 426＋ 21：54．12� 4．2�
713 ウォーターシャウト 牡4青鹿57 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 B492＋ 21：54．2� 4．7�
59 	 アンナペレンナ 牝4芦 55 藤岡 康太中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 518＋ 2 〃 クビ 7．2�
611 アースシンフォニー 
5鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 478± 01：54．73 6．5�
12 サノノカガヤキ 牡4鹿 57 中井 裕二佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 504－ 21：55．02 16．4	
714� アンリキャトル 
6黒鹿 57

56 ☆木幡 初也村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 472＋ 61：55．1クビ 20．6

612 サウンドスタジオ 牡4鹿 57 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 490－ 8 〃 アタマ 39．2�
815� メイショウナンプウ 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B482± 01：55．2� 25．1�
23 デストリーライズ 
5鹿 57 杉原 誠人広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 504± 01：55．3クビ 98．7
35 ディライトラッシュ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 500＋ 21：55．51� 11．1�

24 アスカノハヤテ 牡3鹿 56
55 ☆島 克駿豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 470＋ 8 〃 クビ 11．5�

48 セイウンアワード 牡5鹿 57 丹内 祐次西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 538＋ 41：55．92� 116．6�
47 ヤサカナンティー 
5鹿 57 丸田 恭介志邑 宣彦氏 青木 孝文 むかわ 新井牧場 470－ 81：57．510 249．0�
36 � ランニングマン 牡3芦 56

53 ▲横山 武史杉浦 和也氏 石栗 龍彦 新ひだか 小野 秀治 488± 02：00．5大差 108．3�
816 スズカミラージュ 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 武 牧場 480＋122：00．92� 24．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，200，000円 複勝： 39，686，400円 枠連： 17，690，800円
馬連： 54，857，800円 馬単： 26，412，000円 ワイド： 41，085，500円
3連複： 82，852，500円 3連単： 100，025，400円 計： 391，810，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 320円 � 180円 � 170円 枠 連（1－5） 900円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 5，700円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，000円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 28，720円

票 数

単勝票数 計 292000 的中 � 21129（5番人気）
複勝票数 計 396864 的中 � 26183（5番人気）� 61111（2番人気）� 67486（1番人気）
枠連票数 計 176908 的中 （1－5） 15123（2番人気）
馬連票数 計 548578 的中 �� 16518（6番人気）
馬単票数 計 264120 的中 �� 3471（20番人気）
ワイド票数 計 410855 的中 �� 11697（6番人気）�� 10064（9番人気）�� 27632（1番人気）
3連複票数 計 828525 的中 ��� 15455（4番人気）
3連単票数 計1000254 的中 ��� 2525（47番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．2―12．9―12．4―12．4―12．8―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―37．8―50．7―1：03．1―1：15．5―1：28．3―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ネ ノ イ ロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2015．8．1 新潟1着

2013．3．31生 牡4鹿 母 エルサフィール 母母 ポルタトーリ 26戦3勝 賞金 30，750，000円
〔その他〕 スズカミラージュ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランニングマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月17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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アウトリガーカヌー号・ヤマカツリーダー号・ライブリシュナイト号・ロードクロムウェル号
（非抽選馬） 4頭 ヴィトンリード号・コアコンピタンス号・トーアライジン号・ブンブンブラウ号



3506912月17日 晴 良 （29中京4）第6日 第9競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

59 � マサハヤダイヤ 牡4栗 57 岩崎 翼中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474－ 62：12．9 89．9�
510 ダノンスターズ 牡3黒鹿 55

52 ▲富田 暁�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 450＋ 42：13．0� 5．3�
36 ナンヨーテンプル 牡5黒鹿57 丸田 恭介中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 498－ 82：13．1� 118．7�
12 ライトオブピース 牡3鹿 55 北村 友一前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 2 〃 ハナ 13．0�
24 シ ン デ ン 牡3鹿 55

54 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 482－ 6 〃 ハナ 114．0�
11 ファスナハト 牡4青鹿57 藤岡 康太 	社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 548＋ 2 〃 ハナ 2．9

612 アルマレイモミ 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 460＋10 〃 ハナ 54．1�
818 マスターコード 牡3黒鹿55 松若 風馬�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 42：13．2クビ 15．5�
48 カ マ ク ラ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 454＋ 22：13．51� 15．7
714 ロードゼスト 牡3鹿 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 468＋182：13．71	 23．7�
816 エ ー ル 
3黒鹿55 古川 吉洋�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B430＋ 2 〃 クビ 15．8�
47 ブラックカード 牡3黒鹿 55

53 △森 裕太朗岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大
作ステーブル 452± 0 〃 アタマ 5．6�

23 � スリープレッピー 
4黒鹿57 太宰 啓介永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 462＋ 42：13．8クビ 51．6�
713� メルドオール 牡5鹿 57

56 ☆�島 克駿 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤 和宏 日高 浦新 徳司 442－142：14．01	 156．0�

817 コ ン ボ ル ド 牡3芦 55 長岡 禎仁金山 敏也氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 454＋102：14．21	 16．3�
611� ブライアンキング 牡5鹿 57 菱田 裕二林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 500＋ 82：14．52 79．4�
715 クラウンマグマ 牡4黒鹿 57

54 ▲川又 賢治矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：14．71� 358．2�
35 マサノヒロイン 牝4鹿 55 秋山真一郎中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 468－ 4 〃 クビ 11．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，269，500円 複勝： 39，092，200円 枠連： 20，084，800円
馬連： 54，179，700円 馬単： 27，202，900円 ワイド： 38，420，200円
3連複： 78，235，500円 3連単： 103，356，500円 計： 390，841，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，990円 複 勝 � 3，180円 � 280円 � 2，840円 枠 連（5－5） 27，070円

馬 連 �� 31，470円 馬 単 �� 81，280円

ワ イ ド �� 10，860円 �� 74，340円 �� 12，870円

3 連 複 ��� 826，430円 3 連 単 ��� 4，162，970円

票 数

単勝票数 計 302695 的中 � 2693（14番人気）
複勝票数 計 390922 的中 � 2926（16番人気）� 44444（3番人気）� 3277（15番人気）
枠連票数 計 200848 的中 （5－5） 575（32番人気）
馬連票数 計 541797 的中 �� 1334（65番人気）
馬単票数 計 272029 的中 �� 251（140番人気）
ワイド票数 計 384202 的中 �� 916（72番人気）�� 133（148番人気）�� 772（78番人気）
3連複票数 計 782355 的中 ��� 71（618番人気）
3連単票数 計1033565 的中 ��� 18（3458番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―35．2―48．1―1：00．7―1：12．7―1：24．4―1：36．2―1：48．2―2：00．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�マサハヤダイヤ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ

2013．4．5生 牡4栗 母 ココモオレンジ 母母 オレンジピール 5戦1勝 賞金 7，500，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ブラックカード号の騎手森裕太朗は，3コーナー通過後の御法（内柵に接触した）について戒告。（被害馬：8番・3番）
マスターコード号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで蛇行したことについて戒告。（被害馬：12番・6番）

3507012月17日 晴 良 （29中京4）第6日 第10競走 ��
��1，200�

く わ な

桑 名 特 別
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

59 � コスモペリドット 牡3栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-
vestments Ltd 476＋ 81：08．8 5．2�

24 デザートストーム 牡3黒鹿56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438－ 61：08．9	 27．4�

12 アドマイヤジャズ 牡5青鹿57 藤岡 佑介近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：09．11
 34．5�
715 サウンドドゥイット 牡5鹿 57 丸山 元気増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 456＋ 4 〃 クビ 13．3�
611 インシュラー �3鹿 56 伊藤 工真 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 450－ 61：09．2クビ 19．7�
47 モンテヴェルデ 牡3青鹿56 古川 吉洋寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B468± 0 〃 ハナ 3．8	
714 ヤマニンペダラーダ 牡3黒鹿56 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 470＋ 6 〃 クビ 18．6

817 クリノスーアンコー 牡5青鹿57 菱田 裕二栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 496－ 81：09．3
 19．5�
23 カープストリーマー 牡4栗 57 松若 風馬 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 522± 01：09．4クビ 9．0�
11 ファミーユボヌール 牝3黒鹿54 秋山真一郎原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 450± 01：09．5
 5．7
48 プレシャスロード �5青鹿57 岩崎 翼山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 470＋ 6 〃 クビ 11．7�
816 マイネルパッセ 牡4栗 57 黛 弘人 �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 476＋121：09．6
 18．3�
36  ジ ェ ス ロ �4鹿 57 �島 克駿松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 432＋101：09．7
 67．2�
35 ビービーバーレスク 牝3鹿 54 富田 暁�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 490＋ 41：09．91� 40．5�
612 エースナンバー 牡5黒鹿57 横山 武史�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 510＋191：10．11� 163．1�
713 ロングハード 牝4黒鹿55 国分 優作中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 442－151：10．41	 66．4�
818� カムホームラッシー 牝4黒鹿55 太宰 啓介岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 John

O’Connor 470＋ 41：10．61� 89．7�
510 サンドベージュ 牝3栗 54 原田 和真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 458± 0 〃 クビ 162．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，853，700円 複勝： 49，679，100円 枠連： 25，224，800円
馬連： 88，404，900円 馬単： 39，571，400円 ワイド： 53，610，500円
3連複： 136，434，600円 3連単： 170，886，900円 計： 600，665，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 230円 � 630円 � 650円 枠 連（2－5） 2，220円

馬 連 �� 7，540円 馬 単 �� 11，830円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 2，560円 �� 6，870円

3 連 複 ��� 57，000円 3 連 単 ��� 264，160円

票 数

単勝票数 計 368537 的中 � 56428（2番人気）
複勝票数 計 496791 的中 � 68812（2番人気）� 18799（10番人気）� 18026（12番人気）
枠連票数 計 252248 的中 （2－5） 8803（11番人気）
馬連票数 計 884049 的中 �� 9083（26番人気）
馬単票数 計 395714 的中 �� 2507（43番人気）
ワイド票数 計 536105 的中 �� 5477（29番人気）�� 5440（30番人気）�� 1989（70番人気）
3連複票数 計1364346 的中 ��� 1795（187番人気）
3連単票数 計1708869 的中 ��� 469（864番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―11．8―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．2―46．0―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．6
3 10，16（5，8）9（3，7，11）（2，4，14，17）18，15，1，12，6，13 4 10，16（5，8，9）（3，7，11）（4，17）2（14，15）18，1，12（6，13）

勝馬の
紹 介

�コスモペリドット �
�
父 Jimmy Choux �

�
母父 Testa Rossa デビュー 2017．1．22 中京4着

2014．8．28生 牡3栗 母 Diva Von Tessa 母母 Baltics 8戦2勝 賞金 27，583，000円
※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 カノヤパリティ号・コパノピエール号・フリームーヴメント号・ペイシャマリヤ号・ラトゥール号・

リルティングインク号・ルイ号

１レース目



3507112月17日 晴 良 （29中京4）第6日 第11競走 ��
��1，400�

み か わ

三河ステークス
発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，28．12．17以降29．12．10まで1回以上出走馬，除未出走馬お
よび未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 ヒデノインペリアル 牡5栗 56 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 518＋ 21：24．1 6．2�
35 タイセイプレシャス �5栗 54 菱田 裕二田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 472＋ 41：24．2� 41．6�
612 タイセイエクレール 牡4鹿 55 秋山真一郎田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 524＋121：24．51� 8．4�
713 ツーエムマイスター 牡5黒鹿54 藤岡 佑介水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 462＋ 21：24．6	 15．0�
59 アディラート 牡3黒鹿55 丸山 元気安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B496± 0 〃 アタマ 2．1�
23 ショウナンカサロ 牝5青鹿53 丸田 恭介国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 468－ 21：24．7	 50．6�
816 クールオープニング 牡6青鹿54 北村 友一前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋12 〃 アタマ 45．9	
47 オールポッシブル 牝3鹿 52 松若 風馬
G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 494± 01：24．8クビ 10．2�
36 カネコメオスター 牡6栗 52 岩崎 翼髙岡 義雄氏 服部 利之 新ひだか 藤沢牧場 510＋ 8 〃 ハナ 186．2�
48 ライドオンウインド 牡5栗 55 古川 吉洋名古屋友豊
 木原 一良 日高 春木 昭雄 504－ 21：24．9	 32．6
12 クワドループル 牡5黒鹿53 木幡 巧也 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494± 01：25．0	 104．8�
714
 エイシンビジョン 牡4鹿 55 藤岡 康太
栄進堂 藤原 英昭 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

470－ 41：25．1	 7．1�
815 リュクサンブール �6鹿 53 木幡 初也村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 478＋ 8 〃 ハナ 155．5�
11 ラブミークン 牡5栗 53 藤田菜七子小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 508＋ 21：25．2� 37．2�
510
 エルフィンコーブ 牝4鹿 53 �島 克駿吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

508＋ 21：25．73 20．5�
611� フレンドスイート 牝6鹿 50 菊沢 一樹横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 468－ 21：26．12	 152．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，052，000円 複勝： 74，485，800円 枠連： 45，825，000円
馬連： 191，474，800円 馬単： 87，748，700円 ワイド： 96，975，700円
3連複： 281，346，300円 3連単： 422，327，100円 計： 1，263，235，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 900円 � 270円 枠 連（2－3） 4，670円

馬 連 �� 7，750円 馬 単 �� 13，840円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 780円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 18，230円 3 連 単 ��� 109，940円

票 数

単勝票数 計 630520 的中 � 80918（2番人気）
複勝票数 計 744858 的中 � 114243（2番人気）� 17511（12番人気）� 73023（4番人気）
枠連票数 計 458250 的中 （2－3） 7593（16番人気）
馬連票数 計1914748 的中 �� 19147（24番人気）
馬単票数 計 877487 的中 �� 4755（43番人気）
ワイド票数 計 969757 的中 �� 9998（26番人気）�� 33510（7番人気）�� 9189（28番人気）
3連複票数 計2813463 的中 ��� 11573（56番人気）
3連単票数 計4223271 的中 ��� 2785（301番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．8―12．1―12．6―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―34．9―47．0―59．6―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒデノインペリアル �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2014．11．15 福島2着

2012．3．25生 牡5栗 母 ジャックヒマワリ 母母 レディアイスキューブス 29戦5勝 賞金 114，733，000円
〔制裁〕 アディラート号の騎手丸山元気は，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：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アチーヴ号・コパノリスボン号・ゴールドスーク号・ジャコカッテ号・ナムラミラクル号・ナンヨーマーク号・

ハングリーベン号

3507212月17日 晴 良 （29中京4）第6日 第12競走 ��
��2，200�

お わ り

尾 張 特 別
発走16時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

813� レイホーロマンス 牝4鹿 55 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 418－ 22：13．1 2．5�
22 チェスナットコート 牡3栗 55 藤岡 康太窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 454＋ 4 〃 クビ 4．6�
812 フォイヤーヴェルク 牡4青鹿57 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 442＋ 22：13．31	 4．2�
69 レッドアルティスタ 
5鹿 57 丸山 元気 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 466＋102：13．4� 26．3�
56 アグリッパーバイオ 牡6黒鹿57 秋山真一郎バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452－ 62：13．72 10．3	
44 アガスティア 牡6黒鹿57 熊沢 重文 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 528－ 62：13．8クビ 18．9

45 アートフェスタ 牡6黒鹿57 菱田 裕二森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 518－ 4 〃 クビ 140．8�
11 サイモンラムセス 牡7鹿 57 古川 吉洋澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B452± 02：14．01	 12．5�
711 ハギノカエラ 牝4栗 55 �島 克駿安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 414－ 4 〃 クビ 114．2
33 サダムロードショー 牡7鹿 57 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 02：14．21 37．2�
68 � エアシーラン 牡5黒鹿57 藤懸 貴志村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 498－ 62：15．15 164．0�
57 � スリーマキシマム 牡6鹿 57 丸田 恭介永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 500＋ 22：15．31 18．0�
710 ラウレアブルーム 牡5鹿 57 森 裕太朗横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 496＋ 2 〃 クビ 29．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，205，800円 複勝： 56，359，000円 枠連： 35，568，900円
馬連： 117，260，100円 馬単： 54，564，900円 ワイド： 66，797，800円
3連複： 166，943，300円 3連単： 260，309，400円 計： 812，009，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 140円 � 150円 枠 連（2－8） 440円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 280円 �� 240円 �� 340円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 3，690円

票 数

単勝票数 計 542058 的中 � 169859（1番人気）
複勝票数 計 563590 的中 � 124262（1番人気）� 102586（2番人気）� 90449（3番人気）
枠連票数 計 355689 的中 （2－8） 61290（1番人気）
馬連票数 計1172601 的中 �� 126502（2番人気）
馬単票数 計 545649 的中 �� 32402（2番人気）
ワイド票数 計 667978 的中 �� 61909（2番人気）�� 73996（1番人気）�� 46378（3番人気）
3連複票数 計1669433 的中 ��� 152436（1番人気）
3連単票数 計2603094 的中 ��� 51070（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．4―36．1―48．6―1：00．1―1：11．8―1：23．7―1：35．9―1：48．6―2：00．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レイホーロマンス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス

2013．3．21生 牝4鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 15戦3勝 賞金 51，967，000円
初出走 JRA

〔その他〕 ラウレアブルーム号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※ハギノカエラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（29中京4）第6日 12月17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 191頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

202，650，000円
5，060，000円
11，360，000円
1，590，000円
22，400，000円
76，855，000円
5，780，800円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
383，437，400円
477，184，400円
231，985，200円
788，559，000円
385，264，100円
506，084，600円
1，167，709，300円
1，591，206，500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 5，531，430，500円

総入場人員 16，894名 （有料入場人員 14，830名）



平成29年度 第4回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，120頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，389，760，000円
17，710，000円
85，170，000円
15，240，000円
159，930，000円
457，943，000円
34，029，000円
10，752，000円

勝馬投票券売得金
2，968，610，700円
3，941，382，400円
1，733，619，900円
6，522，994，300円
2，995，470，300円
3，830，019，500円
10，046，172，800円
14，164，324，200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 46，202，594，100円

総入場延人員 112，780名 （有料入場延人員 100，210名）
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