
３５０２５１２月２０日 晴 良 （２０中京３）第３日 第１競走 ��
��１，７００�サラブレッド系２歳

発走１０時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：４５．９
１：４５．９

重

重

５９ � ファミッリア 牝２栗 ５４ 川田 将雅藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ４９０－１４１：４８．６ ２．８�

８１６ クオリティタイム 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４２８± ０１：４８．９１� ５９．３�
３６ マチカネナツノジン 牝２鹿 ５４

５３ ☆田中 博康細川 益男氏 奥平 雅士 日高 待兼牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ６．６�
１１ テイエムリュウジン 牡２芦 ５５ 赤木高太郎竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４７０＋１０１：４９．１１� ３４．５�
２３ カイテキゴーゴー 牡２鹿 ５５ 上村 洋行国本 勇氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４２６± ０１：４９．２クビ ５．９�
７１３� ヤンキージーター 牡２鹿 ５５

５３ △丸田 恭介藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Yoshio Fujita ５１２＋ ２１：４９．４１	 ７．３�
６１２ ワシャモノタリン 牡２黒鹿５５ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ４８６＋ ２１：４９．５	 ５７．３	
１２ エーシンプシュモア 牡２芦 ５５

５４ ☆的場 勇人平井 宏承氏 沖 芳夫 浦河 室田 千秋 ４３４＋ ４１：４９．７１� ６１．４

６１１ カンファーリード 牡２鹿 ５５ 中舘 英二楠本 陸雄氏 佐藤 吉勝 えりも 大和牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ５．７�
４８ ランドレビン 牡２栗 ５５ 芹沢 純一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９２－ ４１：４９．９１� １１９．３�
３５ クレバーチーコ 牝２栗 ５４ 加藤士津八田 正明氏 加藤 和宏 浦河 岡崎牧場 ４６２＋ ６１：５０．３２	 ７７．０�
２４ キシュウガイア 牝２青鹿５４ 松田 大作木村 善一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６２＋ ６１：５０．７２	 １３６．８�
５１０ ミツアキクイーン 牝２栗 ５４ 二本柳 壮山本 光明氏 二本柳俊一 日高 豊洋牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ ５０．２�
８１５ トップワンダー 牡２栗 ５５ 南田 雅昭伊東 純一氏 南田美知雄 静内 酒井 亨 ４２４± ０１：５０．９� ６７．４�
７１４ メデタイメデタイ 牝２栗 ５４ C．ルメール 小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 沼田 照秋 ４４６± ０１：５１．２１� ８．６�

（仏）

４７ インモータルローズ 牝２黒鹿５４ 梶 晃啓嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４０４－１４１：５２．３７ １９７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，３１０，６００円 複勝： １２，７０５，１００円 枠連： ８，９８０，３００円

普通馬連： ２５，４４６，４００円 馬単： ２０，８１５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ９，５４０，９００円

３連複： ３６，５５７，３００円 ３連単： ５１，８３８，０００円 計： １７４，１９４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １，１５０円 � ２５０円 枠 連（５－８） ３，４９０円

普通馬連 �� １０，３３０円 馬 単 �� １３，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４７０円 �� ６３０円 �� ６，４９０円

３ 連 複 ��� ２５，８７０円 ３ 連 単 ��� １６１，４２０円

票 数

単勝票数 計 ８３１０６ 的中 � ２３９５４（１番人気）
複勝票数 計 １２７０５１ 的中 � ３４４９０（１番人気）� １９９７（１２番人気）� １２１６２（５番人気）
枠連票数 計 ８９８０３ 的中 （５－８） １８９９（１４番人気）
普通馬連票数 計 ２５４４６４ 的中 �� １８１９（２８番人気）
馬単票数 計 ２０８１５７ 的中 �� １１３５（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５４０９ 的中 �� ６５６（３１番人気）�� ４００５（６番人気）�� ３４７（６０番人気）
３連複票数 計 ３６５５７３ 的中 ��� １０４３（７６番人気）
３連単票数 計 ５１８３８０ 的中 ��� ２３７（４２９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―２９．６―４３．２―５６．４―１：０９．２―１：２２．５―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．４
１
３
９，１１，６（３，１０）（５，１４）（２，１５）（１，１３）－４，８，７，１２－１６
９，１１（６，１０）（３，１５）（１４，２）５（１，８，１３）－１２，４，１６，７

２
４

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

勝馬の
紹 介

�ファミッリア �
�
父 Holy Bull �

�
母父 Native Prospector デビュー ２００８．１１．２２ 福島８着

２００６．３．１８生 牝２栗 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００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 ウィズインウエク号・サチノモンテカルロ号
（非抽選馬） １頭 ヴィーヴァアミーコ号
※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。



３５０２６１２月２０日 晴 良 （２０中京３）第３日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時３０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ７，３００，０００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

３６ トーセングラマー 牝４芦 ５５
５３ △丸田 恭介島川 �哉氏 宗像 義忠 様似 スイートフアーム ５０４± ０ ５９．０ ３．０�

２３ マイディスカバリー 牝３鹿 ５４ 吉田 稔 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 ４５０－ ２ ５９．４２� ５．６�

（愛知）

３５ フ ヨ ウ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４５８＋ ６ ５９．５� ８．３�
２４ ベルモントバジル 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ４３８＋ ２ ５９．７１� １１．６�
７１３ ニシノヴァネッサ 牝４芦 ５５

５２ ▲荻野 琢真西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８０－ ６ ５９．８� ６．７	
５９ � デュヌラルテ 牝４黒鹿５５ 二本柳 壮 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４３２＋ ２ 〃 アタマ ７４．２

８１６ リッショウユーザー 牝３鹿 ５４ 石橋 脩熊坂 俊一氏 野中 賢二 新冠 松浦牧場 B３９８－１２１：００．０１� ６６．１�
４７ エスユーペニー 牝３芦 ５４ 中舘 英二楳津 繁氏 高橋 祥泰 門別 藤本 友則 ４３８－ ２１：００．１� ５９．７�
１１ � ボムクイーン 牝３鹿 ５４ 北村 友一門野 文典氏 藤岡 範士 門別 日高大洋牧場 ４３６－ ９１：００．２� ６０．６
８１５ テイクマイアイズ 牝４黒鹿５５ C．ルメール 小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：００．４１� ３．９�

（仏）

４８ チチブヨマツリ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥島田 久氏 河野 通文 門別 今井牧場 ４３２－１０１：００．６１ １６３．０�
７１４ ピンククラウド 牝４鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人星野 壽市氏 手塚 貴久 静内 桜井牧場 ５１２－ ２ 〃 ハナ ４０．８�
６１２� カリキュレイター 牝４栗 ５５ 赤木高太郎柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４６２＋１６１：００．８１ ３４５．４�
１２ スイングロウ 牝４青 ５５

５４ ☆田中 博康加藤 徹氏 成島 英春 静内 高橋 修 ４４０＋ ６１：００．９� ９７．２�
６１１ フィリアルドーター 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介飯田 正剛氏 作田 誠二 静内 千代田牧場 ４９４＋ ４１：０１．１１� ３８．５�
５１０� ダイメイリリー 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎宮本 孝一氏 二本柳俊一 門別 かみむら牧場 ４２８－１６１：０２．１６ １６１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，９０４，５００円 複勝： １５，３９７，９００円 枠連： １０，２２７，９００円

普通馬連： ２８，３０１，６００円 馬単： ２２，９４６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０，７９６，２００円

３連複： ３７，３２５，２００円 ３連単： ５５，４４７，５００円 計： １９０，３４７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � ２４０円 枠 連（２－３） ５１０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ５５０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 ��� １３，１５０円

票 数

単勝票数 計 ９９０４５ 的中 � ２６２２１（１番人気）
複勝票数 計 １５３９７９ 的中 � ３６７５３（１番人気）� １６６９６（４番人気）� １４７４３（５番人気）
枠連票数 計 １０２２７９ 的中 （２－３） １５０４４（２番人気）
普通馬連票数 計 ２８３０１６ 的中 �� １９５１４（３番人気）
馬単票数 計 ２２９４６７ 的中 �� ９６９３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０７９６２ 的中 �� ５６２７（４番人気）�� ４８９２（７番人気）�� ３０７２（１１番人気）
３連複票数 計 ３７３２５２ 的中 ��� ９６５４（６番人気）
３連単票数 計 ５５４４７５ 的中 ��� ３１１４（２６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．９―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．０―３４．９―４６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３６．０
３ ６（５，７）（３，１０，１４）１（４，１３）（１１，１５）（８，１６）－９－２，１２ ４ ６，５，７（３，１０，１４）４（１，１６，１３）（８，１１，１５）９－２，１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセングラマー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．１２．１６ 中山１着

２００４．４．１９生 牝４芦 母 タシロスプリング 母母 セ ナ リ オ １２戦３勝 賞金 ４３，１１９，０００円
〔騎手変更〕 スイングロウ号の騎手千葉直人は，病気のため田中博康に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 サウンドディーバ号・シャルマンレーヌ号・ネバーグレイス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３５０２７１２月２０日 晴 良 （２０中京３）第３日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時００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

７１４� サクラアーバン 牝５鹿 ５５ 吉田 稔�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 B４５０－ ２１：４６．６ ８．７�
（愛知）

２３ アンテヴォルテ 牝５鹿 ５５ 上村 洋行 �キャロットファーム 吉田 直弘 白老 ノーザンファーム ４１４± ０ 〃 アタマ ８．０�
５９ メルシーヨーク 牝３鹿 ５４ 北村 友一永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４３０－ ４１：４６．８１� ３３．３�
１１ � シアトルレイナ 牝４栗 ５５

５３ △丸田 恭介�木村牧場 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４５８－ ２１：４６．９クビ １３１．９�
８１５ ピサノドヌーヴ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介市川 義美氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４２８－ ４１：４７．１１ １２．７�
３５ スズカエルマンボ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４５２＋ ２ 〃 クビ ６．２	
６１２ ラインジュエル 牝４芦 ５５ 松田 大作大澤 繁昌氏 根本 康広 静内 塚田 達明 ４６２－１８ 〃 ハナ ２４．１


７１３ フレアキャスケード 牝５鹿 ５５
５３ △田中 克典伊藤 仁氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４４４＋ ２１：４７．２クビ ２８．７�

（７９７４）

４７ アイアムジュエル 牝３栗 ５４ C．ルメール 堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B５０２＋ ４１：４７．４１� １．８�
（仏）

５１０ ハイデフィニション 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高橋 裕 三石 川端牧場 B５０２＋ ２ 〃 クビ ７３．３
１２ マロンティアラ 牝３鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人栗崎 清治氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 ４７６＋１２１：４７．５クビ ６５．８�
３６ � ヨイチイースト 牝６栗 ５５ 梶 晃啓加藤 興一氏 保田 一隆 青森 一山牧場 ５１２± ０１：４７．７１� １４０．０�
２４ ブリズデロートンヌ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０＋１０１：４７．９１ １７．１�

８１６ ニシノキンレンポ 牝４青 ５５
５２ ▲黛 弘人西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ２１７．７�

４８ リバーキャッスル 牝３栗 ５４ 秋山真一郎河越 武治氏 須貝 彦三 三石 飯岡牧場 ４３４－１２１：４８．６４ １４９．９�
６１１� ヘイラホップ 牝４栗 ５５

５４ ☆田中 博康加藤 徹氏 成島 英春 平取 高橋 啓 B４６２－ ４１：５４．９大差 ４３８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，６１８，０００円 複勝： １６，８５３，６００円 枠連： １０，６６４，７００円

普通馬連： ２６，０２３，８００円 馬単： ２３，８１５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１，２９２，５００円

３連複： ３７，４０９，４００円 ３連単： ５７，９６５，５００円 計： １９７，６４３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ３００円 � ２５０円 � ６９０円 枠 連（２－７） １，９００円

普通馬連 �� ３，３００円 馬 単 �� ６，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ２，９７０円 �� ２，４１０円

３ 連 複 ��� ２４，４６０円 ３ 連 単 ��� ９６，３５０円

票 数

単勝票数 計 １３６１８０ 的中 � １２３８６（４番人気）
複勝票数 計 １６８５３６ 的中 � １５５００（４番人気）� ２０１２５（３番人気）� ５５７１（９番人気）
枠連票数 計 １０６６４７ 的中 （２－７） ４１５２（８番人気）
普通馬連票数 計 ２６０２３８ 的中 �� ５８３０（１４番人気）
馬単票数 計 ２３８１５７ 的中 �� ２７７１（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１２９２５ 的中 �� ３０１５（１２番人気）�� ９１７（２７番人気）�� １１４０（２３番人気）
３連複票数 計 ３７４０９４ 的中 ��� １１２９（６７番人気）
３連単票数 計 ５７９６５５ 的中 ��� ４４４（２７１番人気）

ハロンタイム ６．６―１０．９―１１．４―１３．８―１３．１―１２．７―１２．９―１２．５―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１７．５―２８．９―４２．７―５５．８―１：０８．５―１：２１．４―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�サクラアーバン �
�
父 スキャターザゴールド �

�
母父 アーミジャー

２００３．４．９生 牝５鹿 母 サクラスイートキス 母母 サクラメグミ １１戦１勝 賞金 １０，４１０，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ヘイラホップ号の騎手千葉直人は，病気のため田中博康に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘイラホップ号は，平成２１年１月２０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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カシノラブコール号
（非抽選馬） １頭 グリッターエルフ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３５０２８１２月２０日 晴 良 （２０中京３）第３日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：０８．２
１：０７．８

良

良

４７ ドリームブランチ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 サンバマウン
テンファーム ４５０＋ ２１：１０．０ ６．４�

１１ カネコメリッチ 牡２青鹿５５ 芹沢 純一�岡 義雄氏 中尾 正 日高 野口牧場 ４７４＋ ８ 〃 クビ ３．９�
２４ ジャグラーキング 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太栗本 良明氏 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 ４３２－ ２１：１０．３２ ３．９�
５９ シルキーモモ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥有限会社シルク大和田 稔 新冠 堤 牧場 ４６４＋ ６１：１０．６１� １４２．７�
５１０ ウィズインライアン 牝２鹿 ５４

５２ △田中 健内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 ４２６＋ ４ 〃 ハナ ５．０�
７１３ ボスオブザリンド 牝２鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗飯田総一郎氏 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４３２－ ４１：１０．８１ ２４．８�
６１２ サウンドデイジー 牝２鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎増田 雄一氏 加藤 和宏 平取 北島牧場 ４００－ ８ 〃 ハナ １８９．３	
２３ トーセンザメイデン 牝２鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人島川 
哉氏 石栗 龍彦 静内 静内坂本牧場 ４３８－ ４１：１０．９� ７１．６�
６１１ ローズオブゴッホ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ６．４�
４８ アートオブワールド 牝２黒鹿５４ 郷原 洋司岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４７２＋ ６１：１１．０� １３０．７
１２ ナイヤンビーチ 牝２栗 ５４

５２ △丸田 恭介�下河辺牧場 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ４１：１１．２１ ４３．３�
８１６ エリカシチー 牝２青鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 山春牧場 ４０４－１６ 〃 ハナ １６．６�
７１４ ラブユニバース 牝２栗 ５４ 長谷川浩大増田 陽一氏 須貝 彦三 新冠 武田 修一 ４０８＋ ８１：１１．３クビ ２３．３�
７１５ ダイメイナツコ 牝２青鹿５４ 西田雄一郎宮本 孝一氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 清彦 ４６４＋ ４ 〃 アタマ ３６０．６�
３５ マイネルイノセント 牡２黒鹿５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 村下 明博 ３９６＋ ２１：１１．６２ ２３６．８�
８１８ カシノノーマーシー 牡２鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本 誠二 ４２０－１４ 〃 アタマ ２３２．４�
３６ カシマパフューム 牝２栗 ５４ 吉田 稔松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４１０＋ ４１：１１．８１� ５０．２�

（愛知）

８１７ ヒノデドリーム 牝２鹿 ５４
５３ ☆田中 博康久野 正弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 塚尾牧場 ４２０－１２１：１１．９� ３７２．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１，０２５，６００円 複勝： １９，２１８，９００円 枠連： １１，２１６，２００円

普通馬連： ２９，８５８，５００円 馬単： ２４，２１５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１，６２９，１００円

３連複： ４１，１８６，０００円 ３連単： ６２，０２２，７００円 計： ２１０，３７２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（１－４） ８８０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ４１０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 ��� ９，１１０円

票 数

単勝票数 計 １１０２５６ 的中 � １３６２９（５番人気）
複勝票数 計 １９２１８９ 的中 � ２５５１５（４番人気）� ４１５７１（２番人気）� ４２７７７（１番人気）
枠連票数 計 １１２１６２ 的中 （１－４） ９４９３（３番人気）
普通馬連票数 計 ２９８５８５ 的中 �� １７５０２（５番人気）
馬単票数 計 ２４２１５８ 的中 �� ６２５０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１６２９１ 的中 �� ５９５２（５番人気）�� ６８４５（４番人気）�� １２２３６（１番人気）
３連複票数 計 ４１１８６０ 的中 ��� ２６５８４（２番人気）
３連単票数 計 ６２０２２７ 的中 ��� ５０２５（１７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．６―１１．６―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．６―４６．２―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．４
３ ・（１，１０，１１）（７，１４）（４，８）１３（９，１５）－１２（２，３）－（５，１８）－（１６，１７）－６ ４ ・（１，１０，１１）７，１４，４（８，１３）９，１５－１２（２，３）－（５，１８）１６，１７－６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームブランチ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Scenic デビュー ２００８．６．２１ 函館４着

２００６．２．２４生 牡２鹿 母 カジノエース 母母 Aces Full ５戦１勝 賞金 ８，７００，０００円
〔騎手変更〕 サウンドデイジー号の騎手千葉直人は，病気のため草野太郎に変更。
〔制裁〕 ジャグラーキング号の騎手鮫島良太は，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。
※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） ４頭 キチロクレナン号・パレスキャンディー号・メイケイファルコン号・レーシングレデイー号
（非抽選馬） ３頭 ウィステリアスカイ号・シンゼンライク号・リズムシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３５０２９１２月２０日 晴 良 （２０中京３）第３日 第５競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時００分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００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

４８ � ソ ロ タ ー ン 牡６鹿 ５７
５４ ▲黛 弘人吉田 和子氏 戸田 博文 豪 Mr DR

Fleming B４８４－ ４ ５８．９ １９．１�

１１ オウシュウバラッド 牡３栗 ５６ 太宰 啓介西村 專次氏 柴田 光陽 新冠 ヒカル牧場 B５０４＋ ６ 〃 クビ １４．２�
２３ � 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 ４４６－ ４ ５９．０
 １１．８�
７１４� コスモパルムドール 牝４鹿 ５５

５３ △丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 米 Moreau Bloodstock
International, Inc. ４８２－ ８ ５９．４２
 １３．８�

１２ キタサンコンバット 牡４黒鹿５７ 上村 洋行�大野商事 橋口弘次郎 新冠 タニグチ牧場 ５０４＋ ４ ５９．６１� ６．０�
３６ � デスコベルタ 牝４鹿 ５５ 北村 友一前田 幸治氏 和田 正道 米

Bourbon Oaks
Farm & Spend-
thrift Farm LLC

４９４＋ ４ 〃 アタマ ９．５�
５１０� イナズマレオ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人小泉 賢悟氏 	田 研二 新冠 ヒノデファーム ４７６＋ ４ ５９．７
 ３３．４

８１６� メイプルスペシャル 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗節 英司氏 高市 圭二 新冠 川上牧場 ５０６＋１２ ５９．８クビ １５２．８�
６１１� ウィキッドウィンド 	３栗 ５６

５５ ☆藤岡 康太加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Millennium
Farms ５４６± ０ ５９．９
 ２７８．０�

２４ � ブラックスティング 牡４黒鹿５７ 中舘 英二黒岩 晴男氏 安田伊佐夫 門別 白井牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ ７．３
５９ � ラピッドガール 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康柳井 正氏 清水 利章 米 River
Bend Farm ４８０＋１２１：００．３２
 ６７．１�

４７ � マ ホ ロ バ 牡４栗 ５７ 小林慎一郎加藤 守氏 矢作 芳人 英 Newsells
Park Stud B４６６＋１０１：００．４クビ ２１０．４�

６１２ メ ラ ト ニ ン 牡３青 ５６ 藤岡 佑介加藤 厚子氏 荒川 義之 静内 高橋 修 ４６８＋ ８ 〃 ハナ ２．３�
３５ � カフェレジェンド 牡３青鹿５６ 石橋 脩西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５００－ ４１：００．７２ ２１．３�
７１３ オーメドック 牡５黒鹿５７ 松田 大作本田 恒雄氏 柴田 政見 青森 山内 農場 ４７６＋ ２１：００．９１� １２８．２�
８１５� カルストンペースオ 牡５芦 ５７ 和田 竜二清水 貞光氏 浜田 光正 浦河 村下 貞憲 ４４６－ ２１：０１．２２ １１５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，９５７，０００円 複勝： １７，０７１，７００円 枠連： １３，４１２，０００円

普通馬連： ３１，６９９，４００円 馬単： ２６，８７３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，９３１，２００円

３連複： ４３，２７５，６００円 ３連単： ６７，９８６，３００円 計： ２２５，２０６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ５８０円 � ３９０円 � ３３０円 枠 連（１－４） ３，２４０円

普通馬連 �� ８，６２０円 馬 単 �� ２０，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１２０円 �� １，６８０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ２０，４４０円 ３ 連 単 ��� １４３，７７０円

票 数

単勝票数 計 １１９５７０ 的中 � ４９４８（８番人気）
複勝票数 計 １７０７１７ 的中 � ７３４３（９番人気）� １１６５４（５番人気）� １４８２７（４番人気）
枠連票数 計 １３４１２０ 的中 （１－４） ３０６０（１１番人気）
普通馬連票数 計 ３１６９９４ 的中 �� ２７１７（３１番人気）
馬単票数 計 ２６８７３２ 的中 �� ９４７（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２９３１２ 的中 �� １４９６（２５番人気）�� １９０１（２１番人気）�� ２０１２（１９番人気）
３連複票数 計 ４３２７５６ 的中 ��� １５６３（６３番人気）
３連単票数 計 ６７９８６３ 的中 ��� ３４９（４１７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１１．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．１―４５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３６．１
３ ・（８，１２）－（１，２）（３，５，１３，１４）４，１６（６，７）９，１１（１０，１５） ４ ・（８，１２）－１（３，２，１４）（５，１３）（４，１６）６，７（９，１１）１０，１５

勝馬の
紹 介

�ソ ロ タ ー ン �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Citidancer デビュー ２００５．６．１１ 東京１１着

２００２．９．２８生 牡６鹿 母 Ballroom Babe 母母 Taimian １３戦３勝 賞金 ２７，２７０，０００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。
（非当選馬） ５頭 シャンドラヴェリテ号・ゼットファースト号・ノボスイーツ号・ヘブンリーゲート号・ルルドウォーター号
（非抽選馬） ２頭 バリバリセレブ号・リッカモーメント号



３５０３０１２月２０日 晴 良 （２０中京３）第３日 第６競走 １，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０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 ７，３００，０００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

７１４� ベ ロ ー チ ェ 牡５鹿 ５７
５４ ▲宮崎 北斗モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 B４６２－ ４１：４６．５ ３．２�

５１０ マルサンテクニカル 牡４鹿 ５７
５４ ▲田村 太雅松井三千年氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ４８０＋ ６１：４６．９２� ４．７�

６１２ パワークルセダー 牡６栗 ５７
５４ ▲荻野 琢真�まの 成島 英春 三石 本桐牧場 ４９０－ ２１：４７．６４ ２４．６�

３６ ワイルドライフ 牡６鹿 ５７
５４ ▲大下 智 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９２＋１４ 〃 アタマ ４２．０�

５９ � パ ス ク ア 牡５鹿 ５７
５４ ▲黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B５０４＋ ２ 〃 ハナ １６．４�
８１５ ホットフレイバー 牝４栗 ５５ 佐久間寛志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５１４－ ４ 〃 ハナ １０．０	
１１ マイネルパルティア 牡３鹿 ５６

５４ △丸田 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ４８０＋ ２１：４７．７� ５２．９


４７ ハンサムデイイヤツ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥吉田 照哉氏 石毛 善彦 千歳 社台ファーム ５２８＋ ６１：４７．８� ８．６�
３５ ベストルート 牡３栗 ５６ 高野 容輔�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４６８＋１０ 〃 クビ １５３．６�
２４ ジョイザラス 牡４栗 ５７

５６ ☆的場 勇人齊藤四方司氏 清水 利章 静内 出羽牧場 ４７６＋ ２１：４７．９クビ ２５．３
１２ ユウタージパング 牡５栗 ５７ 岩崎 祐己上山 利広氏 西橋 豊治 新冠 中本牧場 ５２４＋ ４１：４８．０� ３５．２�
４８ パワーウェーブ 牡３鹿 ５６ 南井 大志�協和牧場 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４７０± ０１：４８．１� １６４．１�
２３ スマートストーム 牝４栗 ５５

５４ ☆藤岡 康太大川 徹氏 宮 徹 静内 岡田スタツド ４７２＋ ４１：４８．５２� ５．０�
７１３ クリスタルドア 牡３鹿 ５６ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４９２± ０１：４９．０３ １０７．８�
６１１ ベストロケーション 牝３芦 ５４

５３ ☆田中 博康 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８０＋１６１：４９．３２ １３．０�
８１６ ユーピロンユー 牝３鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎袴田 精一氏 蛯名 信広 静内 三宅牧場 ４２８－ ６１：５０．３６ １３２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５１０，１００円 複勝： １８，７７９，９００円 枠連： １３，６１７，６００円

普通馬連： ３５，４１０，４００円 馬単： ２７，３７１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，２８０，４００円

３連複： ４５，０６５，６００円 ３連単： ６９，０８８，２００円 計： ２３５，１２３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � ４９０円 枠 連（５－７） ４９０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，２３０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� ５，８５０円 ３ 連 単 ��� ２１，２２０円

票 数

単勝票数 計 １２５１０１ 的中 � ３０９９２（１番人気）
複勝票数 計 １８７７９９ 的中 � ４００１３（１番人気）� ３７８４７（２番人気）� ６８９７（９番人気）
枠連票数 計 １３６１７６ 的中 （５－７） ２０５５２（１番人気）
普通馬連票数 計 ３５４１０４ 的中 �� ３６０９４（１番人気）
馬単票数 計 ２７３７１６ 的中 �� １３１５５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３２８０４ 的中 �� １０８６８（１番人気）�� ２５０９（１４番人気）�� １６０３（２１番人気）
３連複票数 計 ４５０６５６ 的中 ��� ５６８６（１４番人気）
３連単票数 計 ６９０８８２ 的中 ��� ２４０３（４０番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．７―１３．５―１３．０―１２．７―１３．０―１２．４―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２９．４―４２．９―５５．９―１：０８．６―１：２１．６―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ベ ロ ー チ ェ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 サクラトウコウ

２００３．３．２１生 牡５鹿 母 キクノシズカ 母母 ロードスイセイ ２６戦１勝 賞金 ３３，２４０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦０勝］

〔騎手変更〕 パワークルセダー号の騎手千葉直人は，病気のため荻野琢真に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スリーアトラス号
（非抽選馬） ３頭 グラスゴッド号・ハイパーラッシュ号・メイショウマリア号



３５０３１１２月２０日 晴 良 （２０中京３）第３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 � ティズインパルス 牡５鹿 ５７ 和田 竜二鷹野 馨氏 池江 泰寿 米 John T.
Crane Jr. ４８０＋ ４２：２８．２ ５．６�

８１６ マチカネフクノカミ 牡４栗 ５７ C．ルメール 細川 益男氏 小島 茂之 門別 待兼牧場 ４７４± ０２：２８．６２� ６．２�
（仏）

４８ 	 テキサスイーグル 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎飯田 正剛氏 梅田 智之 静内 千代田牧場 B５４２－ ４２：２８．７� ４．１�
２３ � オッティマルーチェ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆田中 博康 �グリーンファーム 畠山 吉宏 米 Shadai Farm ４７０－２２２：２８．８� ３５．２�
５１０� ウォーターボーイズ 
３鹿 ５５ 中舘 英二山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Arbib Bloodstock

Partnership B４７８－２０２：２９．０１� ６．２�
７１３� トップモンジュー 牡４鹿 ５７ 吉田 稔横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park

Stud Ltd ４２４＋ ８ 〃 クビ ９．０�
（愛知）

７１４ ホッコーランチャー 牡７鹿 ５７
５５ △田中 克典矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ５３６＋ ５２：２９．２１� １８８．２	

１２ アドマイヤテキサス 牡３黒鹿５５ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４５６－ ２２：２９．４１� ４２．５

３５ トウショウアラジン 牡５鹿 ５７ 伊藤 直人トウショウ産業� 小林 常泰 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５００－ ４ 〃 ハナ １２．１�
８１５� エーシンサンスター 牡３黒鹿５５ 中村 将之平井 宏承氏 松元 茂樹 米

Robert E. Court-
ney, Jr. & Jaime S.
Carrion, Trustee

４５４－ ４２：２９．９３ １６．５�
５９ � ブラックマスタング 牡３黒鹿５５ 四位 洋文山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Strategy

Bloodstock ５２０－ ４ 〃 ハナ １８．４
３６ サミーデザート 牡５栗 ５７ 太宰 啓介鈴木正一郎氏 増本 豊 浦河 谷口牧場 ４８８－ ６２：３０．１� ８９．５�
１１ �	 トップオブオナー 牡４鹿 ５７ 北村 友一横瀬 兼二氏 山内 研二 米 Darby Dan

Stables ５０８＋ ６ 〃 アタマ ８．２�
２４ マルサンチーフ 牡３黒鹿５５ 芹沢 純一松井三千年氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４９６＋ ２２：３０．３１� １２２．１�
６１１ デ ジ ャ ヴ 牡３鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真増山 武志氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 ４８２＋ ６２：３０．９３� １３６．２�
６１２�	 リゾートシチー 牡５黒鹿５７ 嘉藤 貴行 �友駿ホースクラブ 松永 康利 豪 Vinery Stud

Pty Ltd B４７２＋ ４ 〃 ハナ ２０１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，７９７，５００円 複勝： １４，８０８，０００円 枠連： １５，８０５，６００円

普通馬連： ３５，５５７，６００円 馬単： ２５，５７２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２，５０１，８００円

３連複： ４６，３６７，０００円 ３連単： ７１，８６７，４００円 計： ２３４，２７６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（４－８） ４４０円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ３，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ４７０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� １３，１７０円

票 数

単勝票数 計 １１７９７５ 的中 � １６６６１（２番人気）
複勝票数 計 １４８０８０ 的中 � １９４０８（２番人気）� １７４２５（３番人気）� ２６９２９（１番人気）
枠連票数 計 １５８０５６ 的中 （４－８） ２６５１３（１番人気）
普通馬連票数 計 ３５５５７６ 的中 �� １６２１８（３番人気）
馬単票数 計 ２５５７２０ 的中 �� ６１８４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２５０１８ 的中 �� ５２７４（３番人気）�� ６７４３（１番人気）�� ５２９６（２番人気）
３連複票数 計 ４６３６７０ 的中 ��� １４１６８（１番人気）
３連単票数 計 ７１８６７４ 的中 ��� ４０２９（６番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．３―１２．４―１３．５―１３．５―１４．１―１３．１―１３．３―１３．１―１２．５―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００�
７．０―１８．０―２９．３―４１．７―５５．２―１：０８．７―１：２２．８―１：３５．９―１：４９．２―２：０２．３―２：１４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５２．３―３F３９．０
１
�
１０，７（８，１１）（１，３，１６，１５）（４，２，５，１３）（６，１４）１２，９
１０，７，８（３，１６，１５）（１，１１，１３）（２，５）（４，６，１４）９，１２

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

勝馬の
紹 介

�ティズインパルス �
�
父 Tiznow �

�
母父 Allen’s Alydar デビュー ２００５．１２．１０ 阪神２着

２００３．１．２９生 牡５鹿 母 Irish Daisy 母母 Nara ２０戦３勝 賞金 ２８，７５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 トウショウアラジン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 トウショウアラジン号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エナージバイオ号・カネトシトレンド号
（非抽選馬） ８頭 アドミラビリス号・オークリーフキッド号・オーロラストーム号・カシマレジェンド号・シガースペシャル号・

シルクディグニティ号・ニューヨーカー号・マイネルアルセーヌ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３５０３２１２月２０日 晴 良 （２０中京３）第３日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ７，３００，０００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

１：４５．５
１：４４．１

良

良

５９ � プリンセストロイ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩山田 和正氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４４４－２４１：４７．７ ３８．２�

８１６ ラヴドシャンクシー 牝３栗 ５４ C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４５８－ ４ 〃 ハナ ７．７�
（仏）

３５ ニシノブルームーン 牝４鹿 ５５ 津村 明秀西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４６０± ０ 〃 クビ １０．６�
６１２ ザ リ ー ン 牝４鹿 ５５ 四位 洋文田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４３２＋ ２１：４７．８クビ ５．８�
３６ � ヒカリベルサイユ 牝４芦 ５５ 中村 将之當山 �則氏 谷 潔 浦河 笠松牧場 ４３４－ ２１：４８．０１� １５５．４�
２３ キュートエンブレム 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４５０－ ８ 〃 クビ １．７	
４８ シャドウストリーム 牝５栗 ５５ 吉田 稔飯塚 知一氏 森 秀行 門別 下河辺牧場 ４４６＋ ４１：４８．２１ １３．８


（愛知）

４７ シェリルピンク 牝３黒鹿５４ 中舘 英二 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５２２＋１２ 〃 アタマ １４．０�
７１３ メタルビーズ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ４０６－ ２１：４８．４１� １５８．８�
１２ サンアイブライト 牝４鹿 ５５ 上村 洋行福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４９８＋１２１：４８．６１� ８６．２
８１５� バトルマドカ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真宮川 秋信氏 野中 賢二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４６２＋ ６１：４８．７クビ ２０９．２�

１１ エ ル ベ レ ス 牝４栗 ５５ 鮫島 良太�ダイリン 大久保龍志 門別 大沢育成牧場 ４９８＋ ２１：４８．８� ２４．２�
６１１ パラダイスプラム 牝３栗 ５４ 太宰 啓介伊藤 信之氏 本田 優 静内 フジワラフアーム ４６８＋ ６１：４８．９� １９２．０�
２４ � サクラダモン 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介�ターフ・スポート村山 明 様似 �村 伸一 ４８２＋１０１：４９．０� ２５０．３�
７１４� ヨシアイビーム 牝４芦 ５５ 鷹野 宏史田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４２６－１２１：５０．０６ ４６０．１�
５１０� テイエムブロッサム 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 鎌田 正嗣 ４５６－ ４１：５１．３８ ３９７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３８９，６００円 複勝： ２２，４６４，３００円 枠連： １１，５０５，６００円

普通馬連： ３７，９４８，６００円 馬単： ３４，９２１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４５６，７００円

３連複： ４７，０１５，９００円 ３連単： ９４，７６１，０００円 計： ２８１，４６２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，８２０円 複 勝 � ６７０円 � ３３０円 � ３３０円 枠 連（５－８） ７，４３０円

普通馬連 �� １１，４７０円 馬 単 �� ２７，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３６０円 �� ３，１２０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ２７，７９０円 ３ 連 単 ��� ２５７，１１０円

票 数

単勝票数 計 １８３８９６ 的中 � ３７９５（８番人気）
複勝票数 計 ２２４６４３ 的中 � ８１００（８番人気）� １８８９４（４番人気）� １９２２１（３番人気）
枠連票数 計 １１５０５６ 的中 （５－８） １１４４（２０番人気）
普通馬連票数 計 ３７９４８６ 的中 �� ２４４３（２６番人気）
馬単票数 計 ３４９２１２ 的中 �� ９２８（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４５６７ 的中 �� １０４４（２７番人気）�� １１２６（２５番人気）�� ２９８７（１３番人気）
３連複票数 計 ４７０１５９ 的中 ��� １２４９（６７番人気）
３連単票数 計 ９４７６１０ 的中 ��� ２７２（４４５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１２．３―１２．２―１２．１―１２．４―１１．７―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．０―３５．３―４７．５―５９．６―１：１２．０―１：２３．７―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�プリンセストロイ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 フレンチグローリー

２００４．５．１８生 牝４鹿 母 グロリオーサ 母母 シヤダイビユーテイ ４戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦１勝］

〔制裁〕 シャドウストリーム号の騎手吉田稔は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００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。
（非抽選馬） ９頭 アシュレイリバー号・アズライト号・ヴァリアントレディ号・エイブルコスマー号・ギーニョ号・

サフラントウショウ号・ハセハリドワール号・ユキノハボタン号・レゼルブ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３５０３３１２月２０日 晴 良 （２０中京３）第３日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００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

６１１ オメガファルコン 牡３鹿 ５６ C．ルメール 原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２１：４６．６ ３．５�
（仏）

１１ エアタイタン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５２４－ ４１：４７．３４ ７．４�
５１０� メイクアダッシュ 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎�谷岡牧場 境 征勝 静内 谷岡牧場 ４７６＋ ８１：４７．４� ２．２�
１２ ヒロノグレガ 牡３芦 ５６ 中舘 英二山内 広氏 清水 美波 浦河 鈴木 武蔵 ４７８＋ ４１：４７．７１� ６．７�
３６ ブイヘネシー 牡６栗 ５７ 北村 友一山田 博康氏 石坂 正 浦河 日進牧場 ５１０＋ ２１：４８．０２ １６．７�
８１６� タ カ ラ ボ ス 牡４栗 ５７ 川島 信二栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４３２＋ ２１：４８．１クビ １１４．０	
３５ マーベラスウイル 牡３栗 ５６ 吉田 稔笹原 貞生氏 柴田 政見 静内 松田 三千雄 ４６０＋ ６１：４８．４２ ３８．８


（愛知）

２４ � エカテリーナ 牝５鹿 ５５
５２ ▲田村 太雅小林 久義氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４６４－ ２１：４８．５クビ １２８．５�

７１３ シャドウランズ 牡３青鹿 ５６
５３ ▲宮崎 北斗山上 和良氏 柴崎 勇 平取 松崎 文彦 ４９８＋ ４ 〃 クビ １８４．６�

４８ � スマートスパイラル 牡５青 ５７ 大野 拓弥大川 徹氏 平井 雄二 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：４８．９２� ３００．６
８１５ アルーリングライン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二吉田 和子氏 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ２１：４９．２１� １０７．２�
７１４� グランプリカメ 	４栗 ５７

５５ △丸田 恭介�グランプリ 村山 明 早来 ノーザンファーム ４９４＋２８１：４９．３クビ １３６．５�
６１２ コアレスレーサー 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆的場 勇人小林 昌志氏 成島 英春 平取 高橋 幸男 ５３０± ０ 〃 クビ ２５．１�
４７ ピサノガブリエル 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰市川 義美氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９８＋１０１：４９．９３� ５８．５�
２３ トップオブボストン 牡３鹿 ５６ 川田 将雅横瀬 兼二氏 飯田 雄三 浦河 桑田フアーム ５３６＋１６１：５０．２１� ２８．７�
５９ � オードリーローズ 牝５鹿 ５５

５４ ☆田中 博康�小林牧場 高橋 祥泰 浦河 浦河小林牧場 ４３２－１０ 〃 クビ ９４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０１７，５００円 複勝： １７，４５１，９００円 枠連： １５，９２８，２００円

普通馬連： ４４，１８５，１００円 馬単： ３５，６１０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３５３，６００円

３連複： ５４，１６８，６００円 ３連単： １１７，７９１，３００円 計： ３１６，５０６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １２０円 枠 連（１－６） ６００円

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２２０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ９５０円 ３ 連 単 ��� ６，９４０円

票 数

単勝票数 計 １６０１７５ 的中 � ３６３７１（２番人気）
複勝票数 計 １７４５１９ 的中 � ３１５０２（２番人気）� ２４７５９（３番人気）� ４７３８５（１番人気）
枠連票数 計 １５９２８２ 的中 （１－６） １９９１８（３番人気）
普通馬連票数 計 ４４１８５１ 的中 �� ２３９０３（５番人気）
馬単票数 計 ３５６１０６ 的中 �� １１８３８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３５３６ 的中 �� ７４８４（５番人気）�� ２０３９３（１番人気）�� １１２６５（２番人気）
３連複票数 計 ５４１６８６ 的中 ��� ４２１６１（２番人気）
３連単票数 計１１７７９１３ 的中 ��� １２５３１（１３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―２９．１―４２．７―５６．１―１：０９．４―１：２２．１―１：３４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オメガファルコン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．１１．２３ 東京２着

２００５．４．３０生 牡３鹿 母 オメガフォーチュン 母母 エリンバード ８戦２勝 賞金 ２２，８５０，０００円
〔騎手変更〕 コアレスレーサー号の騎手千葉直人は，病気のため的場勇人に変更。
〔発走状況〕 ピサノガブリエル号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 ピサノガブリエル号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ケイジージュニアー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３５０３４１２月２０日 晴 良 （２０中京３）第３日 第１０競走 ��
��１，２００�つ わ ぶ き 賞

発走１５時００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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．２
１：０７．８

良

良

４６ メイショウアツヒメ 牝２鹿 ５４ C．ルメール 松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ４８８± ０１：０９．７ ３．２�
（仏）

８１４ ダブルウェッジ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ５２８－１０１：０９．９１ ４．３�
４５ キューバンエイト 牡２鹿 ５５ 赤木高太郎 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６６＋ ６ 〃 アタマ １４．３�
７１１ ノアウイニング 牝２鹿 ５４ 田中 健杉元 四男氏 福島 信晴 浦河 藤春 修二 ４４４－ ４ 〃 アタマ ３４．８�
６９ メイクデュース 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 出美 門別 出口 悟 ４４６＋ ２ 〃 クビ ７．３�
３３ アンジュアイル 牝２鹿 ５４ 上村 洋行安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 赤田牧場 ４６８＋ ４１：１０．０� １７．９	
３４ � ウィナーズダンス 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 B５１２＋ ２１：１０．１� １２４．７

８１３ リバーサルブロー 牡２鹿 ５５ 中村 将之深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４４４－ ４ 〃 クビ ５１．５�
５８ イセノスバル 牡２青 ５５ 芹沢 純一大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５０４－ ２ 〃 ハナ ９．０�
１１ リキサンシンオー 牡２栗 ５５ 中舘 英二 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７６＋ ２ 〃 アタマ ５．８
２２ ミスティネール 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎後藤 繁樹氏 野村 彰彦 様似 �村 伸一 ４６４＋ ２１：１０．３� ４４．９�
７１２	 エーシンパフェクト 牡２鹿 ５５ 吉田 稔小島 勝美氏 伊藤 強一 浦河 �原 敏明 ４４６± ０１：１０．５１� ２２０．９�

（笠松） （愛知）

５７ メイショウユリシス 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４４４－ ８１：１０．６� １７．５�
６１０ ナイトスズラン 牡２黒鹿５５ 津村 明秀鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 森 笹川大晃牧場 ４６４＋１２１：１０．７� ３６．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，８９８，４００円 複勝： ３０，０１０，４００円 枠連： １８，８４５，０００円

普通馬連： ７３，９３５，２００円 馬単： ４９，４７７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８４５，７００円

３連複： ８３，３２２，９００円 ３連単： １７６，４１７，２００円 計： ４７６，７５１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ４２０円 枠 連（４－８） ５４０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １，０５０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ５，２８０円 ３ 連 単 ��� ２０，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２２８９８４ 的中 � ５７１２４（１番人気）
複勝票数 計 ３００１０４ 的中 � ５８６２２（１番人気）� ５７４９７（２番人気）� １３７７９（８番人気）
枠連票数 計 １８８４５０ 的中 （４－８） ２６２１０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７３９３５２ 的中 �� ６１０６０（１番人気）
馬単票数 計 ４９４７７１ 的中 �� ２０２８３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８４５７ 的中 �� １５５５０（１番人気）�� ４８９１（１４番人気）�� ４２５５（１９番人気）
３連複票数 計 ８３３２２９ 的中 ��� １１６４８（１４番人気）
３連単票数 計１７６４１７２ 的中 ��� ６４３４（３７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．７―１１．７―１１．８―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．５―３４．２―４６．０―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアツヒメ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．１０．１１ 京都２着

２００６．４．２４生 牝２鹿 母 ナイスレイズ 母母 Nice Tradition ４戦２勝 賞金 １８，１２９，０００円
〔制裁〕 アンジュアイル号の騎手上村洋行は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３５０３５１２月２０日 晴 良 （２０中京３）第３日 第１１競走
第４６回農林水産省賞典

��
��２，０００�愛 知 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・左）
牝，３歳以上，１９．１２．１５以降２０．１２．１４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

農林水産大臣賞・愛知県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ６７２，０００円 １９２，０００円 ９６，０００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

７１５ セラフィックロンプ 牝４青鹿５１ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４８８＋ ８１：５９．２ ５８．５�

７１４ チェレブリタ 牝３鹿 ５０ 大野 拓弥�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４０＋ ６ 〃 クビ ４６．１�
８１７ マイネレーツェル 牝３鹿 ５５ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４１２＋ ４１：５９．４１ ６．５�
８１６ アドマイヤスペース 牝４芦 ５１ 的場 勇人近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４３６± ０ 〃 クビ ２５．６�
３６ トウカイルナ 牝６青鹿５３ 四位 洋文内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４３６＋ ２ 〃 アタマ １５．３�
４８ レッドアゲート 牝３黒鹿５４ 中舘 英二ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３０－ ２ 〃 アタマ １６．４	
１２ レインダンス 牝４栗 ５５ 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４７８－ ８１：５９．６１� ５．８

１１ ニシノマナムスメ 牝４青鹿５５．５ C．ルメール 西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４４８＋ ２１：５９．８１ ３．９�

（仏）

６１１ カ イ ゼ リ ン 牝３青鹿４８ 田中 健 �キャロットファーム 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４ 〃 クビ ３０．４�
８１８ クラウンプリンセス 牝４鹿 ５４ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：５９．９クビ ９．４
５９ ダンスオールナイト 牝５鹿 ５２ 和田 竜二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４５４± ０２：００．１１� ２５．４�
４７ ブリトマルティス 牝４鹿 ５３ 石橋 脩吉田 和美氏 西園 正都 三石 斉藤スタッド ４４４－ ４ 〃 ハナ ４８．０�
６１２ キャッチータイトル 牝５栗 ５１ 上村 洋行 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４９０－ ４２：００．２クビ ６０．４�
２４ ブーケフレグランス 牝３栗 ５１ 鮫島 良太 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２２：００．３� ８．２�
７１３ スペシャルフロート 牝４鹿 ４９ 黛 弘人吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４２：００．４� １７７．６�
５１０ コスモプラチナ 牝５鹿 ５３ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 宮 徹 門別 荒井ファーム ４３０－ ２２：００．５クビ １７．１�
２３ ウインシンシア 牝５黒鹿５０ 田中 克典�ウイン 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６４－１２ 〃 ハナ ３３．０�
３５ テイエムプリキュア 牝５黒鹿５０ 荻野 琢真竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ５０６± ０２：００．６� ２３．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ７１，２１８，０００円 複勝： １０４，７９５，９００円 枠連： １０８，４６８，６００円

普通馬連： ４７３，００７，３００円 馬単： ２２６，４０２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１６，８４０，６００円

３連複： ５３４，００９，０００円 ３連単： １，０２２，５２３，９００円 計： ２，６５７，２６５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，８５０円 複 勝 � １，２８０円 � １，１８０円 � ２９０円 枠 連（７－７） ２４，４２０円

普通馬連 �� ６１，３８０円 馬 単 �� １０１，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，０１０円 �� ５，８５０円 �� ４，９３０円

３ 連 複 ��� １７１，０５０円 ３ 連 単 ��� １，４４０，１２０円

票 数

単勝票数 計 ７１２１８０ 的中 � ９６００（１６番人気）
複勝票数 計１０４７９５９ 的中 � １９８２０（１５番人気）� ２１６３４（１４番人気）� １１２４１８（３番人気）
枠連票数 計１０８４６８６ 的中 （７－７） ３２７９（３４番人気）
普通馬連票数 計４７３００７３ 的中 �� ５６８８（１２８番人気）
馬単票数 計２２６４０２３ 的中 �� １６５２（２４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１６８４０６ 的中 �� ２６００（１２０番人気）�� ４９２０（７２番人気）�� ５８５５（６１番人気）
３連複票数 計５３４００９０ 的中 ��� ２３０４（４４７番人気）
３連単票数 計１０２２５２３９ 的中 ��� ５２４（３０７８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．４―１２．５―１２．５―１２．１―１２．０―１１．９―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２２．７―３４．１―４６．６―５９．１―１：１１．２―１：２３．２―１：３５．１―１：４７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．０
１
３
１０，４，５（１，１５）７（９，１８）（２，１３）６，１２（８，１１）１７－１６，３，１４
１０（４，５）１３，１，１５（２，７，１８）９（８，１２，１７）６，１１（１４，３）１６

２
４

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

勝馬の
紹 介

セラフィックロンプ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ロイヤルスキー デビュー ２００７．２．２４ 中山７着

２００４．４．１２生 牝４青鹿 母 エ ル ソ ル 母母 アズマローマン １６戦４勝 賞金 ９１，０６７，０００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。



３５０３６１２月２０日 晴 良 （２０中京３）第３日 第１２競走 ��
��２，５００�

て ん り ゅ う が わ

天 竜 川 特 別
発走１６時１０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．１２．１５以降２０．１２．１４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，３００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４３０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３１．４
２：２９．５

良

良

５１０ ドリームフライト 牡４栗 ５６ 西田雄一郎吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ５０６± ０２：３５．１ ６．１�

２３ マイネルアンサー 牡４鹿 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 三石 稲葉牧場 ５１８＋ ４ 〃 クビ ８．２�

７１３ エイプリルウインド 牡５黒鹿５５ C．ルメール �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８８－ ４２：３５．２クビ ２．９�
（仏）

８１６ フジヤマラムセス 牡３鹿 ５３ 川田 将雅藤本美也子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９８－ ６２：３５．９４ ６．３�
２４ � エターナルクラウン 牡４鹿 ５４ 秋山真一郎 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ５００＋ ６２：３６．１１ ７．４�
６１１ マームードイモン 牡３鹿 ５３ 石橋 脩井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 ４３０± ０ 〃 クビ ２１．３	
３５ � ベストオーカン 牡３鹿 ５２ 大野 拓弥中村 泰三氏 藤原 辰雄 門別 沖田牧場 ４７６＋ ４２：３６．２クビ ２６．４

３６ シャンパンファイト 牡３黒鹿５３ 鮫島 良太青山 洋一氏 角居 勝彦 追分 追分ファーム ５０４＋ ２ 〃 アタマ １２．７�
５９ ウインバリエンテ �７鹿 ５１ 丸田 恭介�ウイン 清水 英克 新冠 森永 正志 ４５２＋ ４ 〃 アタマ ７６．９�
４８ アグネスモナク 牡６鹿 ５２ 北村 友一渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４７８－ ４ 〃 ハナ ５７．４
１２ ハバネロキャット 牝５鹿 ５２ 草野 太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 潤 静内 岡田牧場 B４２８－ ２ 〃 ハナ ５６．５�
６１２ モ チ 牡４青鹿５５ 吉田 稔小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５１６－ ２２：３６．５１� ２０．０�

（愛知）

４７ � ヨシウォーリア 牡５鹿 ５１ 鷹野 宏史田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４５０＋ ２２：３６．７１ ７３．０�
７１４ マスラタケヲ 牡７栗 ５２ 赤木高太郎井口 莞爾氏 浅野洋一郎 鵡川 上水牧場 ４６６＋ ８２：３６．８� ２１２．５�
８１５ テイエムサッカー 牡７栗 ５４ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 静内 武岡牧場 ４７８＋ ６２：３６．９	 ４９．６�
１１ マルカマックス 牡３鹿 ５０ 川島 信二河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ５２６－ ２２：３７．９６ ２９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２３１，８００円 複勝： ３４，４２７，４００円 枠連： ２８，００９，７００円

普通馬連： ９５，００７，８００円 馬単： ６１，２１５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，３２９，７００円

３連複： １１８，９９８，１００円 ３連単： ２５８，２４６，５００円 計： ６５３，４６６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２４０円 � ２２０円 � １５０円 枠 連（２－５） １，２７０円

普通馬連 �� ２，８４０円 馬 単 �� ５，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ５７０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� ２１，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２７２３１８ 的中 � ３５３６８（２番人気）
複勝票数 計 ３４４２７４ 的中 � ３４２０５（５番人気）� ３９２５１（４番人気）� ７４８４５（１番人気）
枠連票数 計 ２８００９７ 的中 （２－５） １６３０５（６番人気）
普通馬連票数 計 ９５００７８ 的中 �� ２４７５６（９番人気）
馬単票数 計 ６１２１５２ 的中 �� ７７７４（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０３２９７ 的中 �� ８１１８（８番人気）�� １３２９７（４番人気）�� １５７９４（２番人気）
３連複票数 計１１８９９８１ 的中 ��� ３４８０７（３番人気）
３連単票数 計２５８２４６５ 的中 ��� ８７１９（４２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．２―１８．６―３０．８―４３．３―５５．８―１：０８．２―１：２０．９―１：３３．９―１：４６．９―１：５９．３―２：１１．４―２：２２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームフライト �
�
父 フサイチソニック �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００６．１１．４ 京都７着

２００４．５．１６生 牡４栗 母 ドリームストーリー 母母 ドリームビジヨン ２３戦４勝 賞金 ４７，７０５，０００円
※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 ブルーアンビシャス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２０中京３）第３日 １２月２０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 １９４頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３６，６４０，０００円
８，５２０，０００円
３，１５０，０００円
１，９８０，０００円
２４，３９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６９，９９０，０００円
５，３５０，０００円
１，９５９，４００円

勝馬投票券売得金
２３４，８７８，６００円
３２３，９８５，０００円
２６６，６８１，４００円
９３６，３８１，７００円
５７９，２３７，１００円
２８０，７９８，４００円
１，１２４，７００，６００円
２，１０５，９５５，５００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 ５，８５２，６１８，３００円

総入場人員 １８，５８７名 （有料入場人員 １６，１８１名）




