
３５００１１２月１３日 晴 良 （２０中京３）第１日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系２歳
発走９時５５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

１：４５．９
１：４５．９

重

重

５９ キクノセンヒメ 牝２鹿 ５４ 川島 信二菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４５６－ ８１：４９．０ ２．４�

４７ メイショウカガリビ 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二松本 好雄氏 山内 研二 浦河 三嶋牧場 ５１４－ ４１：４９．４２� ４．７�
４８ チリトテシャン 牝２鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４５２＋ ２１：４９．７１� １５５．７�
８１６ モ ア 牝２黒鹿５４ 飯田 祐史 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ４４４－ ４１：５０．１２� ７．１�
１１ ファストストリーム 牝２栗 ５４ 中舘 英二加藤 信之氏 昆 貢 青森 マルシチ牧場 ４４６－ ２１：５０．２� ４．５�
３５ ハニーインチーフ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥中村 政勝氏 松永 康利 三石 タツヤファーム ４３８± ０１：５０．４１ １５．５�
３６ アーバンマーメイド 牝２栗 ５４ 北村 友一古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４１８－１２１：５０．７１� １３９．４	
１２ カシノクリス 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 パカパカ

ファーム ４２８－ ４ 〃 ハナ １８６．７

７１４ クレッシェンド 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗グリーンスウォード 天間 昭一 浦河 上山牧場 ４８８＋ ８１：５０．８� ３７．６�
８１５ ムーヴトゥゴール 牝２栗 ５４

５３ ☆藤岡 康太中村 祐子氏 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム ４８２＋ ８１：５１．５４ ９５．７�
５１０ ロングアイドル 牝２黒鹿５４ 渡辺 薫彦中井 敏雄氏 安田伊佐夫 浦河 小島牧場 ４３６－ ６ 〃 クビ ５３．３
２４ ニホンピロジール 牝２栗 ５４ 安藤 光彰小林百太郎氏 服部 利之 浦河 ミルファーム ４１２－ ８１：５１．８１� ２８３．８�
６１２ コスモハイスペック 牝２栗 ５４

５１ ▲丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 嶋田 潤 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－１０１：５１．９クビ １０．９�
２３ マイネサブリナ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 柴崎 勇 新冠 ムラカミファーム ４４２± ０１：５２．０� １０３．０�

７１３ サラスヴァティー 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲荻野 琢真石川 博氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４２４± ０１：５３．２７ ２９３．１�

６１１ スマイルオンリップ 牝２黒鹿５４ 西田雄一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 静内 岡田牧場 ４１８－ ６１：５４．２６ １１４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７，９５８，７００円 複勝： １１，５６２，８００円 枠連： ６，８６８，１００円

普通馬連： ２３，７９０，７００円 馬単： ２１，８３５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ８，８１１，７００円

３連複： ３３，０３９，２００円 ３連単： ４４，８７６，１００円 計： １５８，７４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ２，４２０円 枠 連（４－５） ６２０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ５，１６０円 �� ９，１１０円

３ 連 複 ��� ２４，３１０円 ３ 連 単 ��� ７７，０２０円

票 数

単勝票数 計 ７９５８７ 的中 � ２７１１１（１番人気）
複勝票数 計 １１５６２８ 的中 � ４１４２４（１番人気）� １４６３９（３番人気）� ７０１（１３番人気）
枠連票数 計 ６８６８１ 的中 （４－５） ８２１２（２番人気）
普通馬連票数 計 ２３７９０７ 的中 �� ２６６３５（２番人気）
馬単票数 計 ２１８３５０ 的中 �� １３０６２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８８１１７ 的中 �� ７８２１（２番人気）�� ３８６（４１番人気）�� ２１７（５８番人気）
３連複票数 計 ３３０３９２ 的中 ��� １００３（５６番人気）
３連単票数 計 ４４８７６１ 的中 ��� ４３０（１８４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．４―４２．７―５５．９―１：０９．２―１：２２．７―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F３９．８
１
３
１０（７，１１，１２）（５，１６）１５，６，１，８，２（３，９）（４，１４）－１３
１０，７，１６（５，１２，８）（１，１５，９）－２（６，１１）（３，１４）－４＝１３

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

勝馬の
紹 介

キクノセンヒメ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１１．１５ 京都５着

２００６．３．１６生 牝２鹿 母 ヤマノケントップ 母母 セノエダンサー ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 サラスヴァティー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマイルオンリップ号は，平成２１年１月１３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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 インモータルローズ号・クリノシーグリーン号・クレバーチーコ号・ヤコモクリスタル号・ラッキーパズル号



３５００２１２月１３日 晴 良 （２０中京３）第１日 第２競走 ��１，０００�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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

不良

稍重

５１０ ゴールドヴェイン 牡５鹿 ５７
５４ ▲千葉 直人池谷 誠一氏 粕谷 昌央 静内 畠山牧場 ４７８＋ ２ ５９．２ １２．５�

２３ ラスカルシチー 牡５黒鹿 ５７
５４ ▲丸田 恭介 �友駿ホースクラブ 松永 康利 浦河 上山牧場 ４７８－ ８ ５９．３� １．８�

３６ ラスカルデューク 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４４６＋１０ 〃 クビ １０．８�

４７ � テイエムカイブツ �６栃栗５７ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 静内 千代田牧場 ４５０＋ ２ ５９．５１� ３１．４�
７１３ テンシノボストン 牡３栗 ５６ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 静内 友田牧場 ４８２＋１０ ５９．６� １９．３�
１２ ヒシシャトル 牝３鹿 ５４ 中舘 英二阿部雅一郎氏 中野 隆良 新冠 カミイスタット ４６０± ０ ５９．８１ ２４．８�
４８ ヤマニンブリオン 牡３鹿 ５６

５４ △田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 豊浦 飯原牧場 ４９０＋１０ 〃 クビ ８．２	
８１６ ホ ト ダ ー 牡６栗 ５７ 西田雄一郎井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４９０＋ ６ ５９．９クビ ２０．９

６１２ ミスターオリオン 牡３芦 ５６ 小林慎一郎平本 敏夫氏 矢作 芳人 三石 大塚牧場 ５０２＋１２１：００．１１� ７．４�
５９ マイネバイレ 牝４鹿 ５５

５４ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 根本 康広 池田 新田牧場 ４７２－ ４１：００．７３� １６６．２�

７１４� キングベガロード 牡６鹿 ５７ 難波 剛健�ダービー社 高橋 成忠 白老 社台牧場 ５２４＋ ２１：００．８	 ２７６．０
１１ � ユキノハナカイドウ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一柏木 務氏 沢 峰次 門別 浜本牧場 ４６８＋ ６１：００．９� ２９５．５�
２４ � カルストンアルプス 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太清水 貞光氏 浜田 光正 浦河 村下 貞憲 ４６０＋ １１：０１．１１� ２４７．８�
３５ � モエレヘイセイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎田口 廣氏 坂本 勝美 三石 松本牧場 ４８０＋ ４ 〃 アタマ ２２５．４�
８１５ ファイナルパンチ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４６４＋ ２１：０１．８４ １３．９�
６１１ ア ト ス 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 牧 光二 門別 サンシャイン

牧場 B４４８＋ ２ （競走中止） １２９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，１２１，９００円 複勝： １４，８４６，９００円 枠連： ８，７０７，６００円

普通馬連： ２５，５２４，６００円 馬単： ２２，４７９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １０，５８４，０００円

３連複： ３４，９１０，６００円 ３連単： ４８，２４３，２００円 計： １７５，４１８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ２５０円 � １２０円 � ２５０円 枠 連（２－５） １，１００円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� ３，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ９５０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ２，６３０円 ３ 連 単 ��� ２１，８９０円

票 数

単勝票数 計 １０１２１９ 的中 � ６４３０（５番人気）
複勝票数 計 １４８４６９ 的中 � １１４２８（５番人気）� ５３６９８（１番人気）� １２０２８（４番人気）
枠連票数 計 ８７０７６ 的中 （２－５） ５８８１（５番人気）
普通馬連票数 計 ２５５２４６ 的中 �� １６１３５（４番人気）
馬単票数 計 ２２４７９２ 的中 �� ４３２２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０５８４０ 的中 �� ８４０３（２番人気）�� ２４７１（１１番人気）�� ７８３１（３番人気）
３連複票数 計 ３４９１０６ 的中 ��� ９８０６（６番人気）
３連単票数 計 ４８２４３２ 的中 ��� １６２７（５９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．７―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．１―３４．８―４６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３６．１
３ ２，３（８，１０）１６，１２，１１，１３（１，７，１５）（６，１４）（５，４）－９ ４ ・（２，３）（８，１０）１６－１２，１３（７，６）１４（１，４，１５）－５，９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴールドヴェイン �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ゴールドレツト デビュー ２００５．６．２５ 福島１着

２００３．３．７生 牡５鹿 母 ヤマタケポロン 母母 ヤマタケサリー ２３戦３勝 賞金 ３０，９６５，０００円
〔競走中止〕 アトス号は，競走中に疾病〔左第１指骨開放骨折〕を発症したため４コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 オーメドック号・チチブヨマツリ号・ブラックスティング号・メイショウアーチャ号
（非抽選馬） ６頭 オウシュウバラッド号・カシノダンク号・スリーフォートラン号・テイエムデスカイ号・ファンダフル号・

ブループレミアム号



３５００３１２月１３日 晴 良 （２０中京３）第１日 第３競走 ��１，７００�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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

８１６ ヒロアンジェロ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４９０± ０１：４６．９ ２．７�

４７ レティセントガール 牝３黒鹿５４ M．デムーロ池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２４＋ ２１：４７．２１� ６．９�

（伊）

１１ ワキノキルシェ 牝３青鹿５４ 北村 友一脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ３８８－ ６１：４７．３� ５０．９�
５１０ メイショウコレット 牝４栗 ５５ 長谷川浩大松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４５０± ０ 〃 クビ ７．１�
７１４ アドマイヤミスティ 牝４鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 正 浦河 辻 牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ５．８�
８１５� キラメキパスワード 牝５栗 ５５ 古川 吉洋ディアレスト 福島 信晴 静内 佐竹 学 ４４６＋ ８１：４７．４� ４９．２�
３６ ペ チ カ 牝４芦 ５５ 藤田 伸二吉田 照哉氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４６０－ ８ 〃 クビ ９．２�
７１３ ビバロングライフ 牝５鹿 ５５ 飯田 祐史池住 安信氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４６０＋ ２１：４７．５クビ ４９．３	
２３ パナマックス 牝３芦 ５４ 秋山真一郎 
社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ２１：４７．６� ６．２�
３５ ウ レ ッ コ 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎角田 睦子氏 坪 憲章 様似 ホウセイ牧場 ４３０＋ ６１：４７．８１ ３３．５�
５９ ツクバプリティ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人荻原 昭二氏 高橋 祥泰 門別 ヤナガワ牧場 ４１２＋ ８１：４７．９� １２５．７
６１１� ペルネティアナ 牝４栗 ５５ 鮫島 良太 
キャロットファーム 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４４２－ ４ 〃 クビ １１３．０�
２４ トーホウロサード 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗東豊物産� 中川 公成 新冠 ハシモトフアーム B４６０± ０１：４８．０クビ ５０．０�
１２ スズカクリアー 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介永井 啓弍氏 村山 明 浦河 辻 牧場 ４６４＋２２１：４８．４２� ６５．４�
４８ � ワイズプロローグ 牝３鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人
イクタ 浜田 光正 池田 高橋 正三 ４５２－１３１：４９．０３� １４６．０�
６１２� ブロートジョウ 牝４青 ５５ 丹内 祐次保手浜弘規氏 石毛 善彦 浦河 馬道 隆 ４００－ ８ 〃 クビ ４２５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，２２４，８００円 複勝： １８，７２１，１００円 枠連： １０，２２７，３００円

普通馬連： ２８，９５５，６００円 馬単： ２３，４５６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，５８１，４００円

３連複： ３９，１３２，３００円 ３連単： ５５，２７６，９００円 計： １９８，５７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ２６０円 � １，３２０円 枠 連（４－８） ８９０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� １，６４０円 �� ３，７４０円

３ 連 複 ��� １３，１００円 ３ 連 単 ��� ５０，０００円

票 数

単勝票数 計 １１２２４８ 的中 � ３３７９５（１番人気）
複勝票数 計 １８７２１１ 的中 � ５３８３６（１番人気）� １７１７２（５番人気）� ２４９９（１２番人気）
枠連票数 計 １０２２７３ 的中 （４－８） ８５０８（５番人気）
普通馬連票数 計 ２８９５５６ 的中 �� １９０７１（４番人気）
馬単票数 計 ２３４５６３ 的中 �� ９４９１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１５８１４ 的中 �� ５６３８（５番人気）�� １７００（１７番人気）�� ７２４（３５番人気）
３連複票数 計 ３９１３２３ 的中 ��� ２２０６（３８番人気）
３連単票数 計 ５５２７６９ 的中 ��� ８１６（１５１番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．４―１２．０―１３．３―１３．１―１２．９―１２．７―１２．２―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．２―３０．２―４３．５―５６．６―１：０９．５―１：２２．２―１：３４．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒロアンジェロ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００７．８．２５ 札幌９着

２００５．３．５生 牝３鹿 母 スポーデズブルー 母母 Wedgewood Blue １７戦２勝 賞金 ２６，８５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 チャームピクチャー号
（非抽選馬） ９頭 アースマリン号・エンジェルクィーン号・カシノアマゾネス号・ハイデフィニション号・ハイパーラッシュ号・

メルシーヨーク号・ヨイチイースト号・ラインジュエル号・リカオーナイン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５００４１２月１３日 晴 良 （２０中京３）第１日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時２５分 （芝・左）

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

中央レコード

２：０１．６
１：５９．９

良

良

７１４ レッドシャガーラ 牡２鹿 ５５
５４ ☆藤岡 康太 �東京ホースレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２２：０２．７ ４．５�

２３ � メダリアビート 牡２黒鹿５５ M．デムーロ門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse
Farm, Inc. ４５２－ ６ 〃 クビ １．９�

（伊）

５１０ ディバインフレイム 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二 �キャロットファーム 清水 出美 早来 ノーザンファーム ５００－１４２：０３．０１� １２．０�
８１６ トーホウホープ 牡２栗 ５５ 中舘 英二東豊物産� 柴田 光陽 静内 静内酒井牧場 ４３０＋ ６２：０３．２１� ７．２�
４８ タマモリバー 牡２栗 ５５ 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 ５０４－ ２２：０３．３� ５．０�
６１２ ガーネットダスク 牡２鹿 ５５ 北村 友一 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０＋ ６２：０３．５１� ３２９．２	
４７ ダイワエモーション 牝２鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗大城 敬三氏 嶋田 功 新ひだか 幌村牧場 ４４４－１２２：０３．７１ ２１０．４

８１７ マイネルヴァルカン 牡２栗 ５５

５２ ▲黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 三石 松田 一夫 ４３８－ ４ 〃 ハナ １０９．７�

２４ ローザレーヌ 牝２青鹿 ５４
５１ ▲荻野 琢真エデンアソシエーション 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４４６± ０２：０３．９１� １６３．５�

５９ インバラトゥーラ 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４１４－１４２：０４．０	 ３０３．１
３５ カヤドーモトヒメ 牝２栗 ５４

５３ ☆田中 博康黒澤 尚氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４６４－ ６２：０４．３１� ４９．５�
３６ マ ア ー ラ ウ 牡２栗 ５５ 蓑島 靖典 �天羽
治牧場 河野 通文 新冠 ハクツ牧場 ４７０＋ ６２：０４．６２ ９１．６�
１２ ワ ン メ イ ク 牝２黒鹿５４ 武士沢友治岩崎 銀一氏 中島 敏文 浦河 大柳ファーム ４３８－ ４２：０４．９１� １３３．８�
１１ ツカサゲンキ 牡２鹿 ５５

５２ ▲大江原 圭中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ４８８－ ２２：０５．３２	 ２９７．７�
８１５ テイエムソンゴクウ 牡２芦 ５５ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 鎌田 正嗣 ４９６－ ４２：０５．５１� ３６１．３�
６１１ クールリターンズ 牡２芦 ５５ 古川 吉洋川上 哲司氏 蛯名 信広 鵡川 木下 勉 ４４６＋ ８２：０５．７１	 ２７８．９�
７１３ ノボビクトリー 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信�LS.M 河野 通文 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４５０＋ ４２：０５．９１� ３３４．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １４，５７７，９００円 複勝： ２１，１４７，５００円 枠連： ９，２６９，２００円

普通馬連： ３０，８０５，８００円 馬単： ３１，７３８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１，４１９，３００円

３連複： ３７，３９２，３００円 ３連単： ６９，２３８，５００円 計： ２２５，５８９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（２－７） ４１０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ８５０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ７，５６０円

票 数

単勝票数 計 １４５７７９ 的中 � ２５８４９（２番人気）
複勝票数 計 ２１１４７５ 的中 � ２９４４４（２番人気）� １０１６０７（１番人気）� １３０７０（５番人気）
枠連票数 計 ９２６９２ 的中 （２－７） １６９６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ３０８０５８ 的中 �� ５５８１１（２番人気）
馬単票数 計 ３１７３８７ 的中 �� ２２１５３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１４１９３ 的中 �� １８９８２（１番人気）�� ２７０４（１０番人気）�� ８２５２（４番人気）
３連複票数 計 ３７３９２３ 的中 ��� ２１０７９（５番人気）
３連単票数 計 ６９２３８５ 的中 ��� ６７６１（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．０―２３．２―３５．２―４８．２―１：０１．４―１：１４．２―１：２７．０―１：３９．３―１：５０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

レッドシャガーラ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００８．１１．３０ 東京２着

２００６．４．８生 牡２鹿 母 グリーンポーラ 母母 Irish Valley ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 レッドシャガーラ号の騎手藤岡康太は，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。
〔その他〕 レッドシャガーラ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※出走取消馬 クニノソウシ号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 トゥザハッスル号・モンスターハンター号
（非抽選馬） １頭 カタンジャレ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５００５１２月１３日 晴 良 （２０中京３）第１日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１１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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

８１５ ルシフェリン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２＋ ２１：４５．３ ４．４�

７１４ ホワイトショウフク 牡３芦 ５６
５３ ▲丸田 恭介山本 廣氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４４４－ ２１：４５．６１� ２９．１�

８１６ ウインプレミアム 牡４芦 ５７ 中舘 英二�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ
ファーム ５００＋１４ 〃 クビ ６．５�

６１１ ホッコーキングオー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５０２± ０１：４５．９１� ６．１�
７１３ ホウライブライアン 牡３黒鹿５６ M．デムーロ橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４７４＋ ８１：４６．２２ ３．２�

（伊）

２３ パッセジャーレ �３鹿 ５６ 古川 吉洋藤田 孟司氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５２４－ ２１：４６．４１� ４０．９	
２４ タニノロッキー 牡４栗 ５７ 藤田 伸二谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４６０＋ ８１：４６．５クビ ５．０

１２ マルタカラッキー 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ４４．９�
５９ ブルーベドウィン 牡３鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 有限会社
ケンブリッジ ４８０＋ ４１：４７．４５ ３４７．７�

３５ � メモリージャグラー 牡４栗 ５７ 西田雄一郎�シンザンクラブ 福永 甲 浦河 成隆牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ４６．８
１１ � ギブミーアチャンス 牝５鹿 ５５ 松田 大作近藤 正道氏 石栗 龍彦 えりも 能登 浩 ４４６＋ ４１：４７．６１	 １９２．６�
４７ ホークウィンザー 牡３芦 ５６

５５ ☆藤岡 康太小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４４０＋ ２１：４８．０２� １７６．８�
３６ キンシニューストン 牡３栗 ５６

５４ △田中 健若草クラブ 浅見 秀一 浦河 冨岡牧場 ４６０＋ ２１：４８．１� ２５７．１�
６１２ エルベンセドール 牡４鹿 ５７

５６ ☆田中 博康伊達 敏明氏 柴田 政人 門別 サンシャイン
牧場 ４８６－ ２１：４８．２� １４．７�

４８ レイコガンベロ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥松本 俊廣氏 萩原 清 新冠 タニグチ牧場 ４５２－ ６１：４８．３クビ １１２．９�
５１０ スズカカリズマ 牡４鹿 ５７ 北村 友一永井 啓弍氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４８６－１０１：４８．５１	 ２６６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１４６，３００円 複勝： １９，０６１，５００円 枠連： １２，５１６，２００円

普通馬連： ３５，４７４，５００円 馬単： ２７，５８１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０２８，６００円

３連複： ４６，４７４，７００円 ３連単： ７４，８７８，５００円 計： ２４３，１６１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � ４７０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ４９０円

普通馬連 �� ４，３９０円 馬 単 �� ６，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４８０円 �� ５９０円 �� ２，８３０円

３ 連 複 ��� ８，３００円 ３ 連 単 ��� ４２，２９０円

票 数

単勝票数 計 １３１４６３ 的中 � ２４０１２（２番人気）
複勝票数 計 １９０６１５ 的中 � ３７３０４（１番人気）� ８７６２（７番人気）� １８９４７（５番人気）
枠連票数 計 １２５１６２ 的中 （７－８） １８８９６（１番人気）
普通馬連票数 計 ３５４７４５ 的中 �� ５９７２（１５番人気）
馬単票数 計 ２７５８１１ 的中 �� ３０７０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０２８６ 的中 �� ２２９２（１７番人気）�� ６２５１（６番人気）�� １１６７（２６番人気）
３連複票数 計 ４６４７４７ 的中 ��� ４１３４（２９番人気）
３連単票数 計 ７４８７８５ 的中 ��� １３０７（１３３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．３―２９．４―４１．８―５４．４―１：０７．２―１：２０．０―１：３２．５

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

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

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

ルシフェリン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００７．１０．２８ 東京４着

２００５．１．７生 牡３栗 母 レイサッシュ 母母 ゴールデンサッシュ １３戦２勝 賞金 ３１，３３１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アルーリングライン号・タカラボス号・ヘイラホップ号
（非抽選馬） ６頭 クリスタルドア号・スズノユーフォード号・ニシノテンクウ号・パスクア号・ブイヘネシー号・ヘブンリーゲート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５００６１２月１３日 晴 良 （２０中京３）第１日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０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

２：０１．６
１：５９．９

良

良

７１５ イマカツウィーズ 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二今西 和雄氏 昆 貢 浦河 鮫川 啓一 ４６２ ―２：０３．９ １６．６�

８１６ キングウェールズ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム ４５４ ―２：０４．１１� ７．７�

４７ マ ラ ー ド 牡２鹿 ５５ 中舘 英二名古屋友豊� 小野 幸治 門別 白井牧場 ４７４ ―２：０４．２� ２５．６�
１２ ロードカイザー 牡２鹿 ５５ 松田 大作 �ロードホースクラブ 河野 通文 新冠 イワミ牧場 ４６０ ―２：０４．４１� ７．７�
４８ レジェンドブルー 牝２鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４３４ ― 〃 ハナ ５．２�
８１７ トーワアポロン 牡２栗 ５５ 中村 将之齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４９０ ― 〃 クビ １２９．１�
２３ � ピサノレインボー 牝２栗 ５４ 安藤 光彰市川 義美氏 坂口 正大 英 Tobino Farm ４７０ ―２：０４．５クビ ２７．９	
１１ ヘヴンキッシング 牡２鹿 ５５ 北村 友一名古屋友豊� 領家 政蔵 新ひだか 高橋 修 ４９０ ―２：０４．７１� ４５．１

２４ ブルースバローズ 牡２栗 ５５ M．デムーロ猪熊 広次氏 中竹 和也 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１０ ― 〃 クビ ４．２�
（伊）

３６ レナプリンセス 牝２鹿 ５４ 上野 翔�イクタ 田所 秀孝 池田 高橋 正三 ５０２ ―２：０４．８� ９０．９
８１８ ミスズチャンプ 牡２青 ５５ 和田 竜二永井 啓弍氏 加藤 敬二 青森 ワールドファーム ４２２ ―２：０４．９クビ １２２．２�
３５ パワールールズ 牡２青鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真吉田 和子氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 ４９６ ― 〃 ハナ ２１．２�
５９ � アグネスロージイ 牝２青鹿 ５１

４９ △田中 健渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Orpendale ４２４ ―２：０５．３２� ９．６�
７１４ トーアピョートル 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋東亜駿馬� 南井 克巳 豊浦トーア牧場 ４４４ ― 〃 クビ １８．３�
６１２ メイショウブローロ 牡２鹿 ５５ 田嶋 翔松本 和子氏 小島 貞博 浦河 三嶋牧場 ４６０ ―２：０５．４� ２０．４�
５１０ シルクマニューバー 牡２青鹿５５ 鮫島 良太有限会社シルク鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４９６ ― 〃 アタマ １８．２�
６１１ エスティバル 牡２鹿 ５５ 赤木高太郎 �社台レースホース梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６ ―２：０５．８２� １４．９�
７１３ ノワケノハシリ 牡２黒鹿５５ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 八木農場 ４７４ ―２：０６．４３� １９０．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０，１３９，１００円 複勝： １１，７５２，３００円 枠連： １０，６７１，３００円

普通馬連： ２９，１５７，７００円 馬単： ２０，８０７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １０，６６０，２００円

３連複： ４０，０８９，８００円 ３連単： ５８，３３５，７００円 計： １９１，６１３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６６０円 複 勝 � ５６０円 � ３２０円 � ６９０円 枠 連（７－８） ２，５７０円

普通馬連 �� ７，６２０円 馬 単 �� １６，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０７０円 �� ５，６６０円 �� ２，７５０円

３ 連 複 ��� ４９，３２０円 ３ 連 単 ��� ３３３，７４０円

票 数

単勝票数 計 １０１３９１ 的中 � ４８１８（７番人気）
複勝票数 計 １１７５２３ 的中 � ５４０２（９番人気）� １０６８４（４番人気）� ４２６１（１１番人気）
枠連票数 計 １０６７１３ 的中 （７－８） ３０６６（１４番人気）
普通馬連票数 計 ２９１５７７ 的中 �� ２８２７（３１番人気）
馬単票数 計 ２０８０７４ 的中 �� ９１５（７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０６６０２ 的中 �� １２８３（２２番人気）�� ４５８（６９番人気）�� ９５６（３６番人気）
３連複票数 計 ４００８９８ 的中 ��� ６００（１７１番人気）
３連単票数 計 ５８３３５７ 的中 ��� １２９（１０７２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．１―１２．７―１３．３―１３．０―１３．０―１２．３―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．０―３６．１―４８．８―１：０２．１―１：１５．１―１：２８．１―１：４０．４―１：５１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３５．８
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

イマカツウィーズ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ヤマニンスキー 初出走

２００６．３．１０生 牡２鹿 母 ストロングプチ 母母 ランズプロント １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 スナークスペシャル号・トウカイソニック号・ホッコーバリキ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５００７１２月１３日 晴 良 （２０中京３）第１日 第７競走 ��２，３００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．３
２：２２．３

重

重

４７ シャンパンファイト 牡３黒鹿５５ 鮫島 良太青山 洋一氏 角居 勝彦 追分 追分ファーム ５０２± ０２：２９．５ ５．２�

６１２ ウ イ ン ク 牝３鹿 ５３ 和田 竜二百万 武夫氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４７４－ ４２：２９．７１� ２５．５�

１１ フェイクスパ 牡３黒鹿 ５５
５２ ▲宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 谷口牧場 ５０６± ０２：２９．９１� ９．０�

２４ シルクエンデバー 牡３黒鹿 ５５
５４ ☆田中 博康有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ５０８＋２６２：３０．０� ２７．２�

８１６ レッズフィールド 牡３鹿 ５５ 武士沢友治中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４７８＋ ６２：３０．１クビ ４．６�
４８ � テキサスイーグル 牡４鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太飯田 正剛氏 梅田 智之 静内 千代田牧場 ５４６－ ７２：３０．２� ６．２�
５９ アグネスヨジゲン 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦渡辺 孝男氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４８４± ０ 〃 同着 １８．１�
１２ アンブロークン 牡３青鹿５５ 中舘 英二広尾レース	 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４６４－１０２：３０．３� ６．０

３６ � ハーベストターフ 	５鹿 ５７ 中村 将之浅野多喜男氏 田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４６６＋ ２２：３０．４クビ ２５９．８�
７１３ ユウターストライプ 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７４－ ２ 〃 アタマ ３９．０�
６１１ アグネスフウジン 	４栗 ５７

５４ ▲丸田 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４４４－ ２２：３０．７１� １３１．０
３５ キ ク ジ ロ ウ 牡３青鹿５５ 藤田 伸二陣内 孝則氏 高市 圭二 静内 キヨミネ牧場 ５０８＋ ４２：３０．８� ３９．４�
７１４ アドマイヤワールド 牡４鹿 ５７ M．デムーロ近藤 利一氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ５２８＋ ２ 〃 ハナ ５．５�

（伊）

２３ ナリタシャトル 牡３黒鹿５５ 飯田 祐史	オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５０２＋１４２：３１．５４ １２９．９�
５１０� アグネスゼッセイ 牡４栗 ５７ 長谷川浩大渡辺 孝男氏 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ５０４－ ２２：３２．３５ １２６．６�
８１５ メローマズルカフェ 牡３鹿 ５５ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ５５６＋１２ 〃 ハナ ６０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，０８８，１００円 複勝： １３，１３７，６００円 枠連： １１，３２７，２００円

普通馬連： ３１，１０７，２００円 馬単： ２１，２７４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，９６２，５００円

３連複： ４０，１８９，５００円 ３連単： ６３，２３４，４００円 計： ２０１，３２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ５５０円 � ２４０円 枠 連（４－６） ２，７６０円

普通馬連 �� ４，８００円 馬 単 �� ９，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８００円 �� ７７０円 �� ２，３８０円

３ 連 複 ��� １３，５９０円 ３ 連 単 ��� ８５，３２０円

票 数

単勝票数 計 １００８８１ 的中 � １５４３１（２番人気）
複勝票数 計 １３１３７６ 的中 � ２１４０１（１番人気）� ５１０３（８番人気）� １５４１４（４番人気）
枠連票数 計 １１３２７２ 的中 （４－６） ３０２９（１２番人気）
普通馬連票数 計 ３１１０７２ 的中 �� ４７８６（１８番人気）
馬単票数 計 ２１２７４１ 的中 �� １６６６（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０９６２５ 的中 �� １４７６（２３番人気）�� ３６８１（９番人気）�� １１０４（２６番人気）
３連複票数 計 ４０１８９５ 的中 ��� ２１８３（４１番人気）
３連単票数 計 ６３２３４４ 的中 ��� ５４７（２８４番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１２．６―１３．３―１３．０―１３．０―１４．０―１３．６―１３．２―１３．０―１２．５―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００�
７．１―１８．６―３１．２―４４．５―５７．５―１：１０．５―１：２４．５―１：３８．１―１：５１．３―２：０４．３―２：１６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→
」 上り４F５１．４―３F３８．２
１
�

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

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

シャンパンファイト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Pentelicus デビュー ２００７．１１．２５ 京都４着

２００５．３．４生 牡３黒鹿 母 エターナルビート 母母 Double Wiggle １４戦２勝 賞金 ２３，０００，０００円
〔制裁〕 シャンパンファイト号の騎手鮫島良太は，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５０，０００円。

フェイクスパ号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アドミラビリス号・オーロラストーム号・カシマレジェンド号・シルクディグニティ号・ダンスシェイカー号・

ブルーアンビシャス号・マルカマックス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５００８１２月１３日 晴 良 （２０中京３）第１日 第８競走 ��
��２，５００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３１．４
２：２９．５

良

良

５９ ク ヴ ァ ル ダ 牝３鹿 ５３ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８＋ ２２：３３．３ ７．０�

８１５ ピエナグッドラック 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ ４．５�
４８ � マイネルクルーガー 牡４黒鹿５７ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮 徹 英 R. W. K.

Lewis ４６４＋ ６ 〃 クビ ４．０�
（伊）

３５ ヴェルトマイスター 牡４鹿 ５７ 小島 太一 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４８４－１０２：３３．７２� ２１．６�
４７ ピサノロンシャン 牡３鹿 ５５ 鮫島 良太市川 義美氏 安達 昭夫 静内 田中 裕之 ４７４± ０２：３３．８クビ １０．７�
１１ ニシノシュテルン 牡３鹿 ５５ 松田 大作西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４７４－ ２２：３３．９� １２．６	
７１３ エナージバイオ 牡３栗 ５５

５２ ▲丸田 恭介バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ ８．８

８１６ セイカアニマート 牡３栗 ５５ 北村 友一久米 誠氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム ４４６－ ６２：３４．０クビ １２．９�
１２ ドリームシーカー 	６栗 ５７ 二本柳 壮 �サンデーレーシング 武市 康男 早来 ノーザンファーム B４５８－ ４２：３４．２１
 ５２．８�
６１２ シゲルアンビシャス 牡３栗 ５５ 中村 将之森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ４９４－ ２２：３４．６２� ３６．２
２３ リワードモンシェリ 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４４６＋ ２２：３４．８１� ３７．７�
２４ � レイトスプリング 牡５栗 ５７ 和田 竜二臼田 浩義氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５５８＋１２２：３５．３３ ５６．０�
５１０� エバーブライト 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲黛 弘人 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 ５１２－ ２２：３５．５１
 １１３．３�
７１４ ミ コ コ ロ 牝７鹿 ５５ 南田 雅昭江川 伸夫氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４２８－１２２：３６．７７ １６９．５�
３６ � サクラメフィウス 牝４青鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B５３２－１０２：３７．８７ １８４．０�
６１１ フェラーリファイブ 牡５黒鹿５７ 中舘 英二市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４２：３８．８６ ８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，９２３，６００円 複勝： １７，５１５，９００円 枠連： １１，１４３，９００円

普通馬連： ３６，１５９，７００円 馬単： ２４，０６１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６３８，８００円

３連複： ４６，８００，４００円 ３連単： ７３，８１８，８００円 計： ２３３，０６２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２４０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（５－８） １，０６０円

普通馬連 �� １，７８０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ６３０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� １５，１５０円

票 数

単勝票数 計 １０９２３６ 的中 � １２３２４（３番人気）
複勝票数 計 １７５１５９ 的中 � １６０２６（４番人気）� ３３６２８（２番人気）� ３４８９５（１番人気）
枠連票数 計 １１１４３９ 的中 （５－８） ７８０６（２番人気）
普通馬連票数 計 ３６１５９７ 的中 �� １５０２０（３番人気）
馬単票数 計 ２４０６１２ 的中 �� ４６１４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６３８８ 的中 �� ４６８８（６番人気）�� ４７３５（３番人気）�� １１３０５（１番人気）
３連複票数 計 ４６８００４ 的中 ��� １６５３３（１番人気）
３連単票数 計 ７３８１８８ 的中 ��� ３５９７（１５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．０―１８．２―２９．７―４２．５―５４．４―１：０６．２―１：１９．４―１：３２．７―１：４５．５―１：５７．８―２：０９．８―２：２１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク ヴ ァ ル ダ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１２．２ 阪神５着

２００５．１．３１生 牝３鹿 母 サンシャインステラ 母母 ステラスポート ６戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェラーリファイブ号は，平成２１年１月１３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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ウインボールド号・ドリームアビーム号・マイネナデシコ号・リアルハヤテ号・リゾートシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５００９１２月１３日 晴 良 （２０中京３）第１日 第９競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２５分 （芝・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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

８１８ メ イ カ 牝４鹿 ５５
５２ ▲荻野 琢真 �サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４５２＋ ２１：０８．７ ３９．７�

２３ ユ メ イ ッ ポ 牝３栗 ５４ 赤木高太郎昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４８６－ ２１：０８．８� ５．６�
４７ レオブルース 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４９０－ ６１：０９．０１� ７．１�
７１５ ジョウノガーベラ 牝４栗 ５５ 和田 竜二小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４６８－１２ 〃 クビ ３４．２�
６１２ シャウトライン 牡４青鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太�協和牧場 坂口 正大 新冠 協和牧場 ４８４－１０１：０９．１� ９．３�
５９ リネンアカシア 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４６０± ０１：０９．２� ４０．７	
１１ ヴ ェ ン テ ィ 牝３栗 ５４ 北村 友一 �ノースヒルズマネ

ジメント 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８４＋ ６ 〃 アタマ １７．０

７１３� ピンクバーディー 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４８０－ ２ 〃 ハナ ４１．８�
１２ ネバーチェンジ 牡４黒鹿５７ 芹沢 純一山本 慎一氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４９０＋ ６１：０９．３� ６．５�
２４ ミ テ ィ ー ク 牝３鹿 ５４ 中舘 英二前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ４１：０９．４� ６．６
７１４ ディスパージョン 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４５８± ０１：０９．５� ４．２�
５１０ ユキノサッシュ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆田中 博康河原 純之氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 ３９８－１８ 〃 クビ １４８．７�
８１７ リリカルヴァース 牝３鹿 ５４ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口弘次郎 浦河 日進牧場 ４７２＋１０１：０９．７１ ２５．０�
８１６ ナリタアタッカー 牡３鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人�オースミ 的場 均 新冠 的場牧場 ４８８＋ ８１：０９．９１ １７３．２�
６１１� スプリングプラハ 牡３栗 ５６

５３ ▲丸田 恭介加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４８４－ ６１：１０．１１� ８７．３�
３６ メヌエットシチー 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 静内 出羽牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ ２１．８�
３５ ロングオーカ 牝３栗 ５４ 飯田 祐史中井 敏雄氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４４４＋ ８１：１０．７３� １０１．５�
４８ � ウェディングコパ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥小林 祥晃氏 牧 光二 門別 ヤナガワ牧場 ４６２－２５１：１１．０２ ８４．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，１５０，６００円 複勝： ２５，０７１，９００円 枠連： １７，５９７，５００円

普通馬連： ５４，６９１，３００円 馬単： ３８，７８６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５６９，６００円

３連複： ７４，９２１，７００円 ３連単： １４１，２６８，３００円 計： ３８７，０５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９７０円 複 勝 � ９００円 � ２３０円 � ３００円 枠 連（２－８） ２，５８０円

普通馬連 �� １１，７２０円 馬 単 �� ３５，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２３０円 �� ４，８１０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� ３８，２７０円 ３ 連 単 ��� ３４９，８６０円

票 数

単勝票数 計 １６１５０６ 的中 � ３２０８（１１番人気）
複勝票数 計 ２５０７１９ 的中 � ６１２１（１１番人気）� ３３８７１（３番人気）� ２３０１１（５番人気）
枠連票数 計 １７５９７５ 的中 （２－８） ５０３５（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５４６９１３ 的中 �� ３４４４（４３番人気）
馬単票数 計 ３８７８６７ 的中 �� ７９９（１１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５６９６ 的中 �� １０７１（４８番人気）�� ９３８（５４番人気）�� ３０９８（１４番人気）
３連複票数 計 ７４９２１７ 的中 ��� １４４５（１２１番人気）
３連単票数 計１４１２６８３ 的中 ��� ２９８（９２５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．１―１１．６―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．５―４５．１―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３５．２
３ ３（１２，１４）（８，１７）９（５，１５，１８）（１，６）（４，１６）（７，１１，２）１０，１３ ４ ・（３，１２，１４）－（８，９，１７）（１５，１８）（５，１６）（６，４，１１，２）（１，７）１０，１３

勝馬の
紹 介

メ イ カ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００７．６．１６ 阪神１２着

２００４．４．２１生 牝４鹿 母 フラワーパーク 母母 ノーザンフラワー １１戦２勝 賞金 １４，９５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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 クインズプレイヤー号・デュヌラルテ号



３５０１０１２月１３日 晴 良 （２０中京３）第１日 第１０競走 ��
��１，７００�

な る み

鳴 海 特 別
発走１５時００分 （ダート・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
賞 品

本 賞 １４，３００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４３０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

８１５ ランヘランバ 牡５黒鹿５７ M．デムーロ田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５０＋ ４１：４４．８ １１．８�
（伊）

５１０ ブライアンズエッセ 牡５栗 ５７ 蛯名 正義青山 洋一氏 平田 修 静内 岡田牧場 ５１４＋ ４ 〃 アタマ ２１．６�
４７ ヒカリコーズウェー �３鹿 ５６ 安藤 光彰當山 �則氏 谷 潔 浦河 日の出牧場 B５１８－ ４ 〃 クビ ３１．８�
６１１ トーホウオルビス 牡３栗 ５６ 中村 将之東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５０２－ ２１：４５．１１� ７４．６�
２４ ポーカーフェイス 牡４栗 ５７ 秋山真一郎前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６－ ８ 〃 クビ ７．３�
６１２	 エイシンハンコック 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二平井 豊光氏 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４７８＋ ２１：４５．３１
 ８．３	
１２ トーホウアタック 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大東豊物産� 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４７０－ ６ 〃 アタマ ９．７

３６ ナムラフューチャー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４７６－ ２１：４５．４クビ １０．０�
３５ ジェントルフォーク 牡３鹿 ５６ 千葉 直人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７８＋ ６１：４５．６１
 ５４．２�
５９ ニットウサラン 牝５鹿 ５５ 梶 晃啓日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４７２＋ ６１：４６．０２� １００．２�
２３ サーユウジーン 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４８４－ ２１：４６．１クビ ２２２．９�
４８ ブラッシュアップ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４７６＋１２ 〃 ハナ ７．１�
８１６ シルクストリート 牡６栗 ５７ 中舘 英二有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ５３２－ ４１：４６．２� ６．９�
１１ シーアクロス 牡３鹿 ５６ 武士沢友治藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５１０＋ ６ 〃 クビ １４．１�
７１４ ナックルパート 牡４鹿 ５７ 北村 友一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B５０４＋１０１：４７．１５ ２４．０�
７１３ アクセルファイヤー 牝４鹿 ５５ 松田 大作中村 浩章氏 安田伊佐夫 静内 原 忠夫 ４０６± ０ 〃 ハナ ５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８８７，２００円 複勝： ３２，３８５，２００円 枠連： ２３，９６５，０００円

普通馬連： ８４，１４８，８００円 馬単： ４９，７６５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７９４，９００円

３連複： １０１，７７５，７００円 ３連単： １８６，９８８，７００円 計： ５２３，７１０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ４００円 � ６２０円 � ６２０円 枠 連（５－８） ３，１４０円

普通馬連 �� １２，５９０円 馬 単 �� ２２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１００円 �� ７，０４０円 �� ４，７４０円

３ 連 複 ��� １０６，８５０円 ３ 連 単 ��� ５６３，２６０円

票 数

単勝票数 計 １８８８７２ 的中 � １２６４５（８番人気）
複勝票数 計 ３２３８５２ 的中 � ２２４５９（７番人気）� １３４７４（１１番人気）� １３５６６（１０番人気）
枠連票数 計 ２３９６５０ 的中 （５－８） ５６３３（１９番人気）
普通馬連票数 計 ８４１４８８ 的中 �� ４９３６（５１番人気）
馬単票数 計 ４９７６５４ 的中 �� １６６６（９９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７９４９ 的中 �� ２０６６（４６番人気）�� ８９７（６９番人気）�� １３３９（６４番人気）
３連複票数 計１０１７７５７ 的中 ��� ７０３（２７８番人気）
３連単票数 計１８６９８８７ 的中 ��� ２４５（１５１４番人気）

ハロンタイム ６．６―１０．６―１０．６―１２．７―１２．６―１２．８―１３．１―１２．９―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１７．２―２７．８―４０．５―５３．１―１：０５．９―１：１９．０―１：３１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランヘランバ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００５．１２．２５ 中京１着

２００３．４．８生 牡５黒鹿 母 ミスティックライト 母母 Trystero ２４戦３勝 賞金 ４３，６３７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アドマイヤミラクル号・アンジェロバンダム号・ウィッシュビーワン号・ウインプログレス号・ウォーターマーク号・

エアリーズ号・カネスラファール号・ギンゲイ号・ケージームサシ号・シゲルアラムシャ号・シルキーステラ号・
スプリングザスパ号・ソブリンブライト号・テイエムザエックス号・ニッシンテースト号・ハギノプレシャス号・
マルブツフラッシュ号・ラガーチトセオー号・ワンダームシャ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５０１１１２月１３日 晴 良 （２０中京３）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�第４４回中 日 新 聞 杯（ＪｐｎⅢ）

発走１５時３５分 （芝・左）
３歳以上，１９．１２．８以降２０．１２．７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

中日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

４８ ヤマニンキングリー 牡３栗 ５５ M．デムーロ土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４８０＋ ２１：５９．５ ５．６�
（伊）

７１３ フサイチアソート 牡３栗 ５４ 和田 竜二岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４４８－ ４ 〃 クビ ４０．３�
１１ イケトップガン 牡４栗 ５２ 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４６４± ０１：５９．６� ２５．５�
６１１ オペラブラーボ 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４３６± ０ 〃 ハナ ２．１�
８１６ セ ン カ ク 牡６栗 ５３ 赤木高太郎中村 政勝氏 池上 昌弘 青森 明成牧場 ４８６± ０１：５９．７クビ １０９．０�
２４ シ ン ゲ ン 牡５黒鹿５４ 藤田 伸二花木 照人氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９６± ０ 〃 アタマ ６．３�
７１４ マイネルスターリー 牡３鹿 ５３ 丸田 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ７７．１	
５９ シゲルフセルト 牡３鹿 ５３ 川島 信二森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 石川 栄一 ４４８＋ ４ 〃 アタマ ２２．０

４７ � ダンスアジョイ 牡７黒鹿５５ 秋山真一郎加藤 泰章氏 松永 幹夫 門別 白瀬 明 ５１６＋ ４１：５９．８� １６．９�
３６ サクラオリオン 牡６黒鹿５３ 北村 友一�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４８４＋ ８１：５９．９� ８３．０�
８１５ マンハッタンスカイ 牡４黒鹿５７．５ 芹沢 純一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５３４＋ ４２：００．０� １２．１
６１２ アルコセニョーラ 牝４黒鹿５３ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４４０＋１０ 〃 アタマ １６．６�
３５ アサカディフィート 	１０黒鹿５８ 中舘 英二�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５３２＋ ８２：００．１クビ ５８．６�
１２ ホッコーソレソレー 牡６青鹿５５ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４７４± ０２：００．２� １０１．９�
２３ ダブルティンパニー 牡６栗 ５３ 上村 洋行金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９８－ ２２：００．３クビ １７．０�
５１０ パープルイーグル 牡６栗 ５２ 藤岡 康太中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 山春牧場 ５２４＋１４ 〃 クビ ２５０．７�
８１７ マイネルポライト 牡５鹿 ５４ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西浦 勝一 三石 下屋敷牧場 ４９４＋ ２２：００．７２� ８０．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ９６，５３３，３００円 複勝： １１２，４６９，３００円 枠連： ７４，０６１，４００円

普通馬連： ４７０，２７０，３００円 馬単： ２５７，３７３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１１，６３４，２００円

３連複： ４８２，４１３，１００円 ３連単： １，０５０，７７３，６００円 計： ２，６５５，５２９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２１０円 � ９００円 � ６５０円 枠 連（４－７） ３，９２０円

普通馬連 �� １０，１３０円 馬 単 �� １５，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５２０円 �� １，７７０円 �� ８，２００円

３ 連 複 ��� ５３，５３０円 ３ 連 単 ��� ３３５，４２０円

票 数

単勝票数 計 ９６５３３３ 的中 � １３７９１２（２番人気）
複勝票数 計１１２４６９３ 的中 � １８３７３４（２番人気）� ２８３６８（１０番人気）� ４１０２６（９番人気）
枠連票数 計 ７４０６１４ 的中 （４－７） １３９４９（１８番人気）
普通馬連票数 計４７０２７０３ 的中 �� ３４２７８（２８番人気）
馬単票数 計２５７３７３８ 的中 �� １２１３７（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１１６３４２ 的中 �� １０９５０（２５番人気）�� １５８０８（１７番人気）�� ３２９１（６２番人気）
３連複票数 計４８２４１３１ 的中 ��� ６６５１（１３３番人気）
３連単票数 計１０５０７７３６ 的中 ��� ２３１２（７２２番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．３―１２．１―１３．０―１３．０―１２．０―１１．７―１１．３―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．０―２３．３―３５．４―４８．４―１：０１．４―１：１３．４―１：２５．１―１：３６．４―１：４７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．１―３F３４．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンキングリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．２ 札幌１着

２００５．５．１６生 牡３栗 母 ヤマニンアリーナ 母母 ティファニーラス １３戦５勝 賞金 １２３，４５５，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５０１２１２月１３日 晴 良 （２０中京３）第１日 第１２競走 ��
��１，８００�

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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ５５３，０００円 １５８，０００円 ７９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．５
１：４４．１

良

良

２４ ダンツホウテイ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４６０－ ４１：４８．３ ２．３�

７１３ エイブルベガ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５２０＋２４１：４８．７２� ８．３�
４７ グッドバニヤン 牡３栃栗５６ 和田 竜二津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４２４－ ６１：４９．０１� １８．９�
５１０ ゴールドストレイン 牡３黒鹿５６ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ８ 〃 クビ ２７．６�
４８ マイネルアテッサ 牡３芦 ５６ 丸田 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 三石 沖田 博志 ４９８＋１２１：４９．１クビ ５０．０�
６１２	 ロックバルーン 牡３栗 ５６ 青木 芳之 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch

Bages Ltd ４６８＋ ４ 〃 クビ ３９．７�
８１５ タンホイザー 牡３青 ５６ 秋山真一郎門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４８６＋ ４１：４９．２クビ ７．６	
７１４ ケイアイハイタイド 牡４青 ５７ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 静内 大滝 康晴 ５０６＋ ２１：４９．３� ２１．１

２３ ア ナ ナ ス 牡５鹿 ５７ 北村 友一古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ２６．２�
１２ アサクサゼットキ 牡５鹿 ５７ 松田 大作田原 慶子氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５０８＋ ６１：４９．４クビ １４．５�
３６ マルタカインプレス 牡３栗 ５６ 丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 浦河 高松牧場 ５３８± ０ 〃 クビ １１９．８
１１ マイネルオール 牡３青鹿５６ 鮫島 良太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ６ 〃 ハナ ３５．０�
５９ ファイブスター 牝３芦 ５４ M．デムーロ吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４３４－ ６１：４９．５クビ ５．１�

（伊）

３５ マイネルインゼル 牡３栗 ５６ 藤岡 康太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４６８＋ ８ 〃 ハナ ２５．９�

８１６ キングオブロマネ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：４９．７１� １１９．２�
６１１ テイエムウミナリ 
４鹿 ５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 川越ファーム ４６２－１０１：５０．５５ １７６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６２７，１００円 複勝： ３５，２８２，４００円 枠連： ２５，３１８，１００円

普通馬連： ９９，６６６，０００円 馬単： ６０，８０２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０６０，２００円

３連複： １０８，４１１，３００円 ３連単： ２３５，００１，１００円 計： ６２１，１６８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ２８０円 � ４００円 枠 連（２－７） ６９０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ６８０円 �� ２，６１０円

３ 連 複 ��� ４，６７０円 ３ 連 単 ��� １６，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２６６２７１ 的中 � ９１５４５（１番人気）
複勝票数 計 ３５２８２４ 的中 � １０９０４９（１番人気）� ２６９５２（４番人気）� １６９３１（６番人気）
枠連票数 計 ２５３１８１ 的中 （２－７） ２７１４８（２番人気）
普通馬連票数 計 ９９６６６０ 的中 �� ８５８７９（２番人気）
馬単票数 計 ６０８０２４ 的中 �� ２９００４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３００６０２ 的中 �� １８１１０（２番人気）�� １１０２１（４番人気）�� ２６１３（２６番人気）
３連複票数 計１０８４１１３ 的中 ��� １７１３４（９番人気）
３連単票数 計２３５００１１ 的中 ��� １０３１５（３０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．６―１２．３―１２．４―１２．５―１２．５―１２．１―１１．２―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．９―３６．２―４８．６―１：０１．１―１：１３．６―１：２５．７―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．７
１
３
８（５，１４）（４，１３）（１，３，７，１５）１１（２，１２）６，１０（９，１６）
８，５，１４（４，１３）（３，１５，１１）（１，７）（２，１２）（６，１０）９，１６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツホウテイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００８．２．２ 東京３着

２００５．４．２８生 牡３黒鹿 母 グランスオークス 母母 Dry Fly １１戦２勝 賞金 ３６，５９５，０００円
〔制裁〕 マイネルアテッサ号の騎手丸田恭介は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 パラダイスイズヒア号
（非抽選馬）３１頭 アイアムレギュラー号・イブキレボルシオン号・ヴァイオリン号・ウォーターセレネ号・エイブルコスマー号・

エーシンエヴァン号・オースミターゲット号・カツヨカムトゥルー号・コラデピーノ号・ゴールドネオ号・
サイレントパンサー号・サフラントウショウ号・ジェヴォーナ号・シャフツレディ号・スナークハーバー号・
スモーキークォーツ号・ダイワバイロン号・タガノマスタング号・タケイチゼット号・デルマアン号・
ドリームストライド号・フィフスアベニュー号・フェルヴィード号・ブルーアース号・ホッカイルオー号・
マイネルアルセーヌ号・メイショウシオギリ号・メイプルスペシャル号・メタルビーズ号・レガルメンテ号・
ローテレジーナ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２０中京３）第１日 １２月１３日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９８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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３９，８６０，０００円
１，７１０，０００円
１５，１６０，０００円
２，３００，０００円
２５，１００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

７１，６４１，０００円
５，４３７，０００円
１，９９９，８００円

勝馬投票券売得金
２４６，３７８，６００円
３３２，９５４，４００円
２２１，６７２，８００円
９４９，７５２，２００円
５９９，９６１，３００円
２７６，７４５，４００円
１，０８５，５５０，６００円
２，１０１，９３３，８００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 ５，８１４，９４９，１００円

総入場人員 ２２，１７１名 （有料入場人員 １９，８１０名）




