
３５０２５１２月１９日 晴 良 （２１中京４）第３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）

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 � パルラメンターレ 牡２鹿 ５５ 北村 友一藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ４９０－ ８１：４６．８ １．１�

１１ スマートスペンサー 牡２栗 ５５ 川田 将雅大川 徹氏 松永 幹夫 新冠 辻 和明 ４６０－ ４１：４８．３９ ５４．８�
６１１ リズミックビート 牡２栗 ５５ 池添 謙一名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５０６＋ ２１：４８．４� ３０．６�
７１４ ラ ド 牡２黒鹿５５ 北村 宏司佐々木 勇氏 武藤 善則 浦河 鎌田 正嗣 ４６６－ ６１：４９．０３� ６０．６�
８１５ ラスティングソング 牝２青鹿５４ 鮫島 良太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４２６＋１０１：４９．３１� １７．８�
４８ トレノジャイアント 牡２栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ５１８－ ８１：４９．８３ ２６９．８	
４７ カツヨプリンセス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４３８－１２１：５０．０１	 ３３４．６

２３ オ ミ ヤ ゲ 牡２青鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 B４８６＋ ６１：５０．２１	 １２０．８�
５１０ コスモマハトマ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ４ 〃 クビ ３７．７�

（伊）

３６ ブルームーンピサ 牝２芦 ５４ 中舘 英二市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム ４７４＋ ２１：５０．６２� １３．７
６１２ ヤマニンフィズ 牝２芦 ５４

５３ ☆丸田 恭介土井 薫氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４５６＋ ６１：５１．４５ ２６１．７�
１２ メイショウイオラニ 牡２黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４６８－ ４１：５１．９３ ３３０．０�
３５ ダンツタフネス 牡２栗 ５５ 古川 吉洋山元 哲二氏 本田 優 青森 山端 るり子 ４８４＋ ２１：５２．０� ２３８．４�
２４ ロードアビリティ 牡２鹿 ５５ 松田 大作 �ロードホースクラブ 北出 成人 新ひだか 土田農場 ４８８± ０ 〃 クビ ３３．２�
８１６ スプリングヴォイス 牡２鹿 ５５ 生野 賢一加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４５６＋ ２１：５２．１� ４３４．８�
７１３ アポロワンダフル 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新冠 石郷岡 雅樹 ４７２＋ ２１：５２．５２� ４０５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０１８，５００円 複勝： ４６，８３６，４００円 枠連： ７，１８３，０００円

普通馬連： ２４，４４７，７００円 馬単： ２６，４８３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１，９６６，４００円

３連複： ３５，１９０，１００円 ３連単： ７５，８９８，７００円 計： ２４９，０２４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � ４６０円 � ４００円 枠 連（１－５） １，１７０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ４１０円 �� ２，９５０円

３ 連 複 ��� ４，４４０円 ３ 連 単 ��� １２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２１０１８５ 的中 � １６３０５２（１番人気）
複勝票数 計 ４６８３６４ 的中 � ３５８１５３（１番人気）� ８０８７（７番人気）� ９６３２（６番人気）
枠連票数 計 ７１８３０ 的中 （１－５） ４５４２（６番人気）
普通馬連票数 計 ２４４４７７ 的中 �� １４４２３（６番人気）
馬単票数 計 ２６４８３９ 的中 �� １３７０３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１９６６４ 的中 �� ５１９０（６番人気）�� ７８９５（５番人気）�� ９０６（２７番人気）
３連複票数 計 ３５１９０１ 的中 ��� ５８５３（１９番人気）
３連単票数 計 ７５８９８７ 的中 ��� ４３８１（４１番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．９―１２．２―１３．４―１３．０―１２．６―１２．９―１２．４―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．０―３０．２―４３．６―５６．６―１：０９．２―１：２２．１―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．６
１
３

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

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

�パルラメンターレ �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Native Prospector デビュー ２００９．１２．６ 阪神２着

２００７．４．１０生 牡２鹿 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔騎手変更〕 スマートスペンサー号の騎手佐藤哲三は，病気のため川田将雅に変更。

ダンツタフネス号の騎手太宰啓介は，病気のため古川吉洋に変更。
〔発走状況〕 パルラメンターレ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 パルラメンターレ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウイオラニ号・ダンツタフネス号・ロードアビリティ号・スプリングヴォイス号・

アポロワンダフル号は，平成２２年１月１９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 アサクサマリンバ号
※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１９日 晴 良 （２１中京４）第３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）

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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

不良

稍重

４８ � エプソムアイリス 牝５鹿 ５５
５３ △田中 健 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 山内 研二 浦河 三枝牧場 ４２４－ ２ ５９．３ ５．９�

５９ メインヴォーカル 牡４栗 ５７
５６ ☆丸田 恭介 �社台レースホース坂本 勝美 千歳 社台ファーム B４６６－ ２ ５９．９３� ４．２�

２４ ラスカルデューク 牡６鹿 ５７
５６ ☆藤岡 康太 �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 ４５６± ０１：００．０クビ ３．０�
８１５ ノボパガーレ 牡３栗 ５６

５３ ▲丸山 元気�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４８６＋１０１：００．１� ６．１�
４７ シックスシグマ 牡３黒鹿５６ 黛 弘人�RRA 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４８６＋ ４１：００．５２� ７３．０�
７１３� クールボーイズ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次川上 哲司氏 矢野 英一 三石 沖田 博志 ４７４± ０ 〃 アタマ ２０．４	
８１６ コパノチカチャン 牝３鹿 ５４ 田中 博康小林 祥晃氏 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ４３２－ ８ 〃 ハナ １８．５

３６ リップサービス 牝４鹿 ５５

５２ ▲草野 太郎藤本 直弘氏 鹿戸 雄一 浦河 荻伏牧場 B４３６－ ８１：００．６� １４４．８�
６１１ フォレストルーラー 牡３鹿 ５６ 中村 将之 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ４８６＋ ８１：００．７クビ ２２．０�
６１２ ウインクルラッキー 牝４鹿 ５５ 田村 太雅塚本 能交氏 加用 正 三石 猪野毛牧場 ４６２－２６１：００．８� ９０．２
３５ トクトイムスメ 牝３栗 ５４ 加藤士津八�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 B４６６＋ ６ 〃 ハナ ５２．７�
１２ ガリレオシチー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲大下 智 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５０６± ０ 〃 ハナ ４０．７�
５１０ クリノオンビート 牡３鹿 ５６ 生野 賢一栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 ５２６＋３０１：００．９� １６．９�
２３ ア ド リ ー ム 牡４栗 ５７ 田中 克典 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 門別 三輪牧場 ５０６± ０ 〃 クビ ３４．７�
７１４ クレバーグレイス 牡４鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ５０２＋４８１：０１．０� ４９．４�
１１ コ ン ゴ ウ 牡３芦 ５６ 高井 彰大林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４２２＋ ８１：０１．４２� ４５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，２６８，０００円 複勝： １５，４０７，９００円 枠連： ８，８３４，３００円

普通馬連： ２３，４２２，６００円 馬単： ２０，２３０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １０，９８７，３００円

３連複： ３５，６２８，９００円 ３連単： ５２，３４０，５００円 計： １７７，１２０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（４－５） １，１１０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� ２，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ２６０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ８，１３０円

票 数

単勝票数 計 １０２６８０ 的中 � １３７６２（３番人気）
複勝票数 計 １５４０７９ 的中 � ２４９３２（２番人気）� ２２２１６（４番人気）� ４０２２３（１番人気）
枠連票数 計 ８８３４３ 的中 （４－５） ５８９３（５番人気）
普通馬連票数 計 ２３４２２６ 的中 �� １４５１３（４番人気）
馬単票数 計 ２０２３０６ 的中 �� ５５２９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０９８７３ 的中 �� ５１２８（４番人気）�� １１３６１（２番人気）�� １１９０８（１番人気）
３連複票数 計 ３５６２８９ 的中 ��� ２５２３７（２番人気）
３連単票数 計 ５２３４０５ 的中 ��� ４７５４（１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．０―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．３―３５．３―４７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エプソムアイリス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ヘクタープロテクター

２００４．１．７生 牝５鹿 母 フォレストエンゼル 母母 マルゼンシラオキ １８戦１勝 賞金 １９，１６０，０００円
初出走 JRA

※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 クリスタルドア号・サウンドアクシス号・シゲルハスラット号・ディパーチャーズ号・リバーキャッスル号



３５０２７１２月１９日 晴 良 （２１中京４）第３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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

７１３ エ ヴ ァ 牝３黒鹿５４ M．デムーロ田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４１８－ ８１：４６．４ ３．５�
（伊）

６１１ キシュウグラシア 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲国分 恭介木村 善一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ４．９�

３６ メイショウコレット 牝５栗 ５５
５３ △田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４５２－ ２１：４６．８２� ７．３�

５１０ ストロングジョイス 牝４鹿 ５５ 津村 明秀村木 篤氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４３４＋ ６１：４７．３３ ３４．１�
４７ パルクエスト 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 ５０６＋１０１：４７．４クビ ３．３�
２４ ヤマニンノベリスト 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４６８－ ２ 〃 クビ １０３．３�
８１５� クリノソーニャ 牝４鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４５４＋ ６１：４８．２５ ９．２�
２３ イズミコマンダー 牝３鹿 ５４

５２ △荻野 琢真北村実地子氏 池添 兼雄 新ひだか タガミファーム ４４６＋ ６１：４８．３� １１１．２	
８１６ ゴールドケー 牝３青鹿５４ 田中 博康馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ４５０＋ ６１：４８．５� ８１．２

７１４ フレアリングローズ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ４９０± ０ 〃 アタマ １８４．５�
５９ シーオブザスターズ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥吉岡 泰治氏 松山 将樹 門別 庄野牧場 ４２６＋１０１：４８．７１� ２８．８�
３５ ショウナンタイリン 牝３栗 ５４ 池添 謙一国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４５０－ ２１：４９．８７ ４４．３
６１２ リッショウユーザー 牝４鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太熊坂 俊一氏 野中 賢二 新冠 松浦牧場 B４３２＋２０ 〃 クビ ３８．１�
１１ � マルノリーサ 牝４芦 ５５

５２ ▲大下 智穐吉 正孝氏 吉岡 八郎 静内 へいはた牧場 ４４４＋ ４１：４９．９クビ ３０１．３�
４８ メイショウグラナダ 牝４黒鹿５５ 北村 宏司松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４９４－ ４１：５０．１１� １６．５�
１２ � ラガートップラン 牝４栗 ５５ 上村 洋行奥村 啓二氏 柴田 政見 静内 今 牧場 ４１４－１６１：５０．７３� １６３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，７７４，６００円 複勝： １７，７５７，１００円 枠連： ８，９９３，１００円

普通馬連： ２５，２９６，０００円 馬単： １９，９０８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２，５５３，３００円

３連複： ３６，８２５，１００円 ３連単： ５８，５７６，２００円 計： １９１，６８４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � １８０円 枠 連（６－７） １，１６０円

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ５１０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ３，１５０円 ３ 連 単 ��� １１，６４０円

票 数

単勝票数 計 １１７７４６ 的中 � ２６６９５（２番人気）
複勝票数 計 １７７５７１ 的中 � ２８７４９（２番人気）� ２２４２５（４番人気）� ２６１９５（３番人気）
枠連票数 計 ８９９３１ 的中 （６－７） ５７２３（６番人気）
普通馬連票数 計 ２５２９６０ 的中 �� １３６８４（５番人気）
馬単票数 計 １９９０８９ 的中 �� ６４８５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２５５３３ 的中 �� ５３１７（６番人気）�� ６２４９（５番人気）�� ５２１４（７番人気）
３連複票数 計 ３６８２５１ 的中 ��� ８６５２（７番人気）
３連単票数 計 ５８５７６２ 的中 ��� ３７１４（２７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．２―３０．０―４２．９―５５．５―１：０８．０―１：２０．９―１：３３．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ヴ ァ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．２．８ 東京３着

２００６．４．２２生 牝３黒鹿 母 ラブフォーエバー 母母 ノンストップレディ ８戦２勝 賞金 ２１，８７０，０００円
〔騎手変更〕 リッショウユーザー号の騎手太宰啓介は，病気のため藤岡康太に変更。
※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。
（非当選馬） １頭 ウメノカイウン号
（非抽選馬） ２頭 コパノタイマネ号・ブルーフォーチュン号
※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。



３５０２８１２月１９日 晴 良 （２１中京４）第３日 第４競走 ��
��１，２００�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

１：０８．２
１：０７．８

良

良

１１ クレバーサンデー 牡２鹿 ５５
５２ ▲国分 恭介田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４４６－ ４１：０９．３ ３．７�

１２ アイビーフォールド 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４４８－ ２１：０９．５１ ４９．７�
５１０ キルシュバウム 牝２栗 ５４ 中舘 英二ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４３６± ０１：０９．７１� ７．８�
４７ テイエムファイヤー 牡２栗 ５５ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか 松田 三千雄 ４８４＋ ６１：０９．８� ３．６�
８１６ リビングプルーフ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４１４－１０１：０９．９� １８．８�
６１２ セレスワンラヴ 牝２黒鹿５４ M．デムーロ岡 浩二氏 宮本 博 新冠 パカパカ

ファーム ４１４－ ６ 〃 アタマ ３．４	
（伊）

７１３ デイズオブメモリー 牡２芦 ５５
５３ △田中 健 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４２２＋ ２１：１０．０クビ ３３．９


２４ エルキャンディー 牝２黒鹿５４ 武 英智三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４３２＋ ８１：１０．２１� １５５．９�
７１４ ラヴァリートゥルー 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ４２．８�
５９ シンボリルルド 牡２鹿 ５５ 北村 宏司シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４６２＋ ４１：１０．５２ ４２．７
３６ スウィングダンス 牝２黒鹿５４ 角田 晃一原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４１６＋ ６ 〃 クビ ７５．６�
３５ ジ ル コ ニ ア 牝２栗 ５４ 田中 博康下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４６８± ０１：１０．７１� ８６．０�
２３ ブリジッドブルー 牝２栗 ５４

５２ △荻野 琢真 �ブルーマネジメント松永 昌博 新冠 タニグチ牧場 ４１０＋ ８１：１０．８クビ ８３．１�
４８ メイメイハクハク 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一平岡 茂樹氏 田島 俊明 むかわ 平岡牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ２６６．９�
８１７	 メイクソリッド 牝２黒鹿５４ 北村 友一 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４２８＋ ８ 〃 アタマ ４６．７�
６１１ ル ク リ ア 牝２鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６－ ６ 〃 ハナ １４８．８�
７１５ テイエムバラッド 牝２栗 ５４ 長谷川浩大竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 競優牧場 ４３８± ０１：１１．０１� ４１７．４�
８１８ スマートムービー 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４３４－ ２１：１１．４２� １６．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，９８３，３００円 複勝： ２２，２６６，９００円 枠連： １１，１２２，８００円

普通馬連： ３１，９７１，７００円 馬単： ２２，８１２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０７８，２００円

３連複： ４３，４１５，７００円 ３連単： ６６，７５７，０００円 計： ２２６，４０８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ８６０円 � ２２０円 枠 連（１－１） ６，８００円

普通馬連 �� ６，１３０円 馬 単 �� ８，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７４０円 �� ７２０円 �� ５，２４０円

３ 連 複 ��� １９，３２０円 ３ 連 単 ��� １００，１４０円

票 数

単勝票数 計 １３９８３３ 的中 � ２９８２４（３番人気）
複勝票数 計 ２２２６６９ 的中 � ４６２４４（１番人気）� ４９７６（１０番人気）� ２７８５７（４番人気）
枠連票数 計 １１１２２８ 的中 （１－１） １２０８（１９番人気）
普通馬連票数 計 ３１９７１７ 的中 �� ３８５２（１９番人気）
馬単票数 計 ２２８１２５ 的中 �� ２０３４（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０７８２ 的中 �� １９６５（１９番人気）�� ５１４３（５番人気）�� ６３４（４１番人気）
３連複票数 計 ４３４１５７ 的中 ��� １６５９（５２番人気）
３連単票数 計 ６６７５７０ 的中 ��� ４９２（２５３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１０．９―１１．９―１２．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．４―３３．３―４５．２―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３６．０
３ １０，１８，２，７（１，１４）１６（５，６，１２，９）（４，１５）（８，１１，１３）－１７＝３ ４ ・（１０，１８）（２，７）（１，１４）１６（５，１２，９）６（４，８）１３，１１（１５，１７）－３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クレバーサンデー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．８ 札幌８着

２００７．３．９生 牡２鹿 母 カガミサンデー 母母 カ ガ ミ ジ シ ６戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
〔騎手変更〕 ルクリア号の騎手太宰啓介は，病気のため丸田恭介に変更。
〔発走状況〕 エルキャンディー号は，枠入り不良。
※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 サーストンムーン号・ダイワシュガー号
（非抽選馬） １頭 キョウワキララ号
※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。



３５０２９１２月１９日 晴 良 （２１中京４）第３日 第５競走 ��１，０００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

不良

稍重

６１２ マルブツエンペラー 牡４青 ５７ 古川 吉洋大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４７６＋ ２ ５９．２ ７．２�

１２ シゲルクラマヤマ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一森中 蕃氏 服部 利之 浦河 小島牧場 ４６６＋２２１：００．４７ ４．２�
７１４ レインボールシファ 牡５栗 ５７ 武士沢友治飯田総一郎氏 柴崎 勇 門別 千葉飯田牧場 ５１４＋ ８ 〃 クビ ６４．２�
４７ ファーストメジャー 牡３黒鹿５６ 的場 勇人本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４７２＋ ２ 〃 ハナ ３０．１�
３５ ジャージデスマイル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４３４＋ ４１：００．７１� ３６．０�
５１０ スイートライラ 牝３栗 ５４ 安藤 光彰シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４５０－ ４１：００．９１ １３．０�
７１３ トップオブバイオ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ９４．５	
３６ アスタークリス 牡３芦 ５６ 北村 友一加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４４４＋１２１：０１．０� ４０．８

８１６ ステルスワン 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次長谷川光司氏 堀井 雅広 静内（有）石川牧場 ４８４＋ ４ 〃 クビ ３３２．０�
５９ ウェーブガール 牝５鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介四方堂第五郎氏 萱野 浩二 静内 高橋 誠次 B４４２＋ ６ 〃 アタマ ２３．５�
８１５� キングベガロード 牡７鹿 ５７ 難波 剛健キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ５４４＋２６１：０１．２１� ３０５．５
２４ アイノタンゴ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行田中 充氏 藤沢 則雄 日高 下河辺牧場 ４７２＋１４ 〃 ハナ ７０．５�
１１ オウシュウバラッド 牡４栗 ５７ 中舘 英二西村 專次氏 柴田 光陽 新冠 ヒカル牧場 B５０８± ０１：０１．３クビ ３．０�
２３ � モルフェドット 牝３鹿 ５４ 武 英智並河賢一郎氏 武 宏平 平取 高橋 幸男 ４９８－ ５ 〃 クビ １２０．９�
４８ ヒットヒットヒット 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３２－ ６１：０１．５� ３．６�

（１５頭）
６１１� チョウキング 牡４鹿 ５７ 高野 容輔中島 稔氏 境 征勝 平取 松崎 文彦 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３，１４１，４００円 複勝： １９，１４７，９００円 枠連： １３，６４０，６００円

普通馬連： ３２，０４９，３００円 馬単： ２５，２３７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １３，７１２，０００円

３連複： ４４，４９２，４００円 ３連単： ７０，４１６，１００円 計： ２３１，８３６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２２０円 � １８０円 � ８６０円 枠 連（１－６） ５５０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ３，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ３，３４０円 �� ２，６４０円

３ 連 複 ��� １４，３８０円 ３ 連 単 ��� ６４，８００円

票 数

単勝票数 計 １３１４１４ 的中 � １４４０３（４番人気）
複勝票数 計 １９１４７９ 的中 � ２４５２４（４番人気）� ３４６７５（２番人気）� ４４４６（９番人気）
枠連票数 計 １３６４０６ 的中 （１－６） １８５５６（２番人気）
普通馬連票数 計 ３２０４９３ 的中 �� １７６８３（５番人気）
馬単票数 計 ２５２３７１ 的中 �� ５７７９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３７１２０ 的中 �� ５３８０（６番人気）�� ９７７（３５番人気）�� １２４６（２９番人気）
３連複票数 計 ４４４９２４ 的中 ��� ２２８４（４３番人気）
３連単票数 計 ７０４１６１ 的中 ��� ８０２（１９９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルブツエンペラー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ノーザンデイクテイター デビュー ２００８．３．１５ 阪神４着

２００５．４．１０生 牡４青 母 マルブツエンプレス 母母 マルブツシヤイン １６戦２勝 賞金 ２２，８００，０００円
〔出走取消〕 チョウキング号は，疾病〔右上眼瞼部挫創〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 アイノタンゴ号の騎手太宰啓介は，病気のため上村洋行に変更。
〔制裁〕 ウェーブガール号の騎手丸田恭介は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番・５番への進路影

響）
※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） １頭 テイエムプレストン号
（非抽選馬） ７頭 アベニールシチー号・カシノコロン号・サンマルヘイロー号・ハトチャン号・マヤフィオーレ号・

ミッキーシュタルク号・ムーヴ号



３５０３０１２月１９日 晴 良 （２１中京４）第３日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１２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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

４８ � エーシンカハナモク 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 三石 下屋敷牧場 ４５６－１５１：４６．９ ３１．０�

６１１ ハリマノワタリドリ 牡３栗 ５６
５５ ☆丸田 恭介福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ ８．５�

５１０ トーホウオーディン 牡３栗 ５６ 柴山 雄一東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６６＋ ２１：４７．２１� ５．２�
５９ オーシャンクルーズ 牡５鹿 ５７ 柴原 央明上田 宗義氏 昆 貢 新冠 村田牧場 B４７４± ０１：４７．３クビ ３．２�
２３ アドバンスピール 牡４青鹿５７ 北村 宏司西川 隆士氏 池上 昌弘 静内 タイヘイ牧場 ４９４＋ ４ 〃 クビ １１．３�
７１３ グラスブレイド 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥半沢� 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 ４６０－ ４１：４７．４� ３６．６	
７１４ リージェントゲスト 牡８鹿 ５７ 津村 明秀鈴木 芳夫氏 中島 敏文 新冠 勝川牧場 ５２４± ０１：４７．９３ ７１．１

１１ ニシノホウギョク 牡３黒鹿５６ M．デムーロ西山 茂行氏 河内 洋 むかわ 西山牧場 ５０６－ ２１：４８．１� ３．０�

（伊）

４７ キ ク ジ ロ ウ 牡４青鹿５７ 田中 博康陣内 孝則氏 高市 圭二 静内 キヨミネ牧場 ５１４＋ ２ 〃 クビ １０７．８�
３５ � メイショウカポネ 牡４栗 ５７

５４ ▲国分 恭介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ５４６＋ ２１：４８．２� ２０３．２
８１５� エアパパガト 牡４鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太 �ラッキーフィールド藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２１：４８．３� １９３．８�
２４ マジックアロー 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 ４５２＋１２１：４８．５１� １７．４�
６１２� メイショウリビエラ 牝４鹿 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ４６６＋ ４１：４８．８１� ３５３．５�
３６ マルマツフライト 牡４栗 ５７ 角田 晃一松田 敏雄氏 和田 正道 浦河 村下牧場 B４９４＋ ４１：４９．３３ ７３．７�
８１６ ネヴァリバティ �４鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太�ティーエイチ 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４８８－ ２１：５０．０４ ３３．８�
１２ � ボイスオブゴッド 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大田中 昇氏 西浦 勝一 新冠 武田牧場 B４６０＋ ６１：５１．２７ １８４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，７８４，９００円 複勝： １６，１１３，９００円 枠連： ９，８２０，２００円

普通馬連： ２６，９８４，０００円 馬単： １９，３３３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，００６，２００円

３連複： ３６，２２８，６００円 ３連単： ５８，１６２，６００円 計： １９１，４３３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１００円 複 勝 � ６５０円 � ２２０円 � １８０円 枠 連（４－６） ７，０６０円

普通馬連 �� ９，６３０円 馬 単 �� ２０，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４６０円 �� １，９５０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １３，７００円 ３ 連 単 ��� １０５，９９０円

票 数

単勝票数 計 １２７８４９ 的中 � ３２５６（７番人気）
複勝票数 計 １６１１３９ 的中 � ５０７０（７番人気）� ２０１２１（４番人気）� ２８８８６（３番人気）
枠連票数 計 ９８２０２ 的中 （４－６） １０２７（１８番人気）
普通馬連票数 計 ２６９８４０ 的中 �� ２０６９（２８番人気）
馬単票数 計 １９３３３２ 的中 �� ６８１（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２００６２ 的中 �� １１６８（２７番人気）�� １４８５（１９番人気）�� ４４２９（７番人気）
３連複票数 計 ３６２２８６ 的中 ��� １９５３（４２番人気）
３連単票数 計 ５８１６２６ 的中 ��� ４０５（２９６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．１―２９．８―４２．６―５５．３―１：０７．８―１：２０．９―１：３３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．１
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�エーシンカハナモク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Miswaki

２００６．３．１５生 牡３鹿 母 マヤノメイビー 母母 エヴァソーライトリー ６戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 トーホウオーディン号の騎手太宰啓介は，病気のため柴山雄一に変更。
※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 ノアプレミアム号・マックスドーズ号・ロトスカイブルー号
※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。



３５０３１１２月１９日 晴 良 （２１中京４）第３日 第７競走 ��
��２，３００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．３
２：２２．３

重

重

２３ ベルモントサーガ 牡３黒鹿５５ M．デムーロ �ベルモントファーム 矢作 芳人 新冠 ベルモント
ファーム ５４４± ０２：２８．３ １．８�

（伊）

４７ マルタカワンタッチ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 明和牧場 ４９８－ ２２：２８．７２� ４．０�
２４ スマートパルス 牝３芦 ５３

５０ ▲国分 恭介大川 徹氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B５１４＋ ２２：２９．２３ ７．１�
６１２ ファートゥム 牡５栗 ５７

５６ ☆丸田 恭介田上 雅春氏 大竹 正博 静内 岡田スタツド ４５０－ ２２：２９．７３ ６４．０�
３６ � テイエムカイブツ 	７栃栗 ５７

５４ ▲丸山 元気竹園 正繼氏 小島 貞博 静内 千代田牧場 ４５２－ ２２：２９．８
 ６４．６�
７１４ マイネルアーバニタ 牡５栗 ５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム B４６８＋ ４２：３０．１１
 ３５．７	
１１ フジヤマワカムシャ 牡４黒鹿５７ 高田 潤藤本美也子氏 小崎 憲 静内 前田牧場 ４８０＋ ４２：３０．３１� ７５．７

５１０ アルウェット 牝３鹿 ５３ 上村 洋行 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９４－ ４２：３０．６１
 １２．７�
１２ シャイニーキング 牡３鹿 ５５ 古川 吉洋小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ５０２＋ ６２：３０．７� ５７．６�
８１５ メイショウシンドウ 牡３鹿 ５５

５２ ▲大下 智松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４８８＋ ８ 〃 ハナ ３２．９
６１１ メルシーコバン 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰永井 康郎氏 湯窪 幸雄 浦河 大成牧場 B５１６＋ ６２：３１．０２ ２５．９�
８１６ フナベンケイ 	３栗 ５５ 大野 拓弥橘 倍男氏 高橋 義博 浦河 ミルファーム ４６６－ ６２：３１．４２� ８５．６�
７１３ エクスハイタッチ 牡５鹿 ５７

５４ ▲草野 太郎前田 繁氏 柄崎 孝 静内 曾我 博 ４５４＋ ２２：３１．５クビ ５２９．９�
４８ コアグリーン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅斎藤 光政氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４８２± ０２：３１．７１� ３５．５�
３５ � ハクサンレジェンド 牡４栗 ５７

５５ △荻野 琢真篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４２６－１７２：３２．３３� ２１８．０�
５９ エバーアップワード 牡４鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 静内 岡田牧場 ４９８－ ３２：３３．１５ ２８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，２４５，８００円 複勝： ２０，８２６，５００円 枠連： １０，５５０，０００円

普通馬連： ２８，８５９，６００円 馬単： ２３，２８１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２，８０７，０００円

３連複： ４０，２５８，２００円 ３連単： ７０，３９６，２００円 計： ２２０，２２４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（２－４） ３３０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２７０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ２，５８０円

票 数

単勝票数 計 １３２４５８ 的中 � ５８０８６（１番人気）
複勝票数 計 ２０８２６５ 的中 � ９０２３０（１番人気）� ３０３５４（２番人気）� ２１２６３（３番人気）
枠連票数 計 １０５５００ 的中 （２－４） ２４０１０（１番人気）
普通馬連票数 計 ２８８５９６ 的中 �� ５２２３５（１番人気）
馬単票数 計 ２３２８１５ 的中 �� ２６４８２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２８０７０ 的中 �� １７７２４（１番人気）�� １２０８６（２番人気）�� ５２１３（５番人気）
３連複票数 計 ４０２５８２ 的中 ��� ３２５９４（１番人気）
３連単票数 計 ７０３９６２ 的中 ��� ２０１５６（１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００�
７．３―１８．５―３０．９―４４．６―５７．８―１：１０．９―１：２４．６―１：３７．５―１：４９．８―２：０２．７―２：１５．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルモントサーガ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．４．４ 阪神１着

２００６．４．４生 牡３黒鹿 母 エスケイチャーミイ 母母 アランフエス ８戦２勝 賞金 １９，５２０，０００円
〔騎手変更〕 アルウェット号の騎手佐藤哲三は，病気のため上村洋行に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アイズオブゾロ号・アルタントプチ号・コンヴィヴィオ号・スリーサンカリスマ号・ソルモンターレ号・

トップランナー号・ニシノテンクウ号
※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。



３５０３２１２月１９日 晴 良 （２１中京４）第３日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５５分 （芝・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

６１１ レディービスティー 牝４黒鹿５５ 中舘 英二ビスティーズホース
ユニオン 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４８６＋２８１：５９．８ １６．９�

２３ ハッピーパレード 牝３黒鹿５４ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３２± ０ 〃 アタマ ４．８�
８１８ ヴェルザンディ 牝４鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ６１：５９．９クビ ２２．０�
８１６ ニシノルーファス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 B４５４－ ２２：００．３２� ４．４�
４８ イエロータキオン 牝４鹿 ５５ M．デムーロ松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４６８＋ ６２：００．６１� ６．７�

（伊）

５９ ローズバンク 牝３黒鹿５４ 川田 将雅吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４３４± ０２：００．７� ４．４�
５１０ サマーアクトレス 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥セゾンレースホース	 宗像 義忠 新冠 富本 茂喜 ４７２－ ８２：００．９１� １３．５

３６ マイネナデシコ 牝５鹿 ５５ 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 谷口牧場 ４７２＋１４２：０１．２１� ４３．６�
８１７ カネトシスラーヴァ 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４３０－１０２：０１．３� ９．５�
１１ ピ ュ ア ラ ブ 牝３芦 ５４

５３ ☆藤岡 康太山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４３４＋ ２２：０１．４� ５２．０
４７ メイクデュース 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 出美 門別 出口 悟 ４５０＋ ８ 〃 ハナ ２９．０�

７１５ トゥザハッスル 牝３黒鹿５４ 北村 友一吉田 和美氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム B４５６± ０ 〃 クビ １７６．３�
２４ ルナレーヴェ 牝３栗 ５４ 鮫島 良太�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４４４＋ ８２：０１．５クビ １５５．４�
３５ カ イ ゼ リ ン 牝４青鹿５５ 武 幸四郎 �キャロットファーム 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４７０＋１０２：０１．７１� １９．６�
１２ シュンドルゴナ 牝３青 ５４

５２ △田中 健	グリーンテック柴田 政人 安平 �橋本牧場 ４５２－ ２２：０１．９１� １７４．８�
７１３ リキサンキャロル 牝３栗 ５４ 安藤 光彰 �ハイパワー商事 菊川 正達 新冠 村田牧場 ４１８± ０２：０２．０� ３８６．３�
７１４ ヴァリアントレディ 牝４青鹿５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８＋１２２：０２．４２� ９８．１�
６１２ カネスヴィバーチェ 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気杉澤 光雄氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４１４－ ２２：０４．３大差 ３７９．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，３４２，２００円 複勝： ２６，５３４，０００円 枠連： １５，３８５，７００円

普通馬連： ３６，６２６，５００円 馬単： ２６，５４５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９５３，９００円

３連複： ５１，５７８，５００円 ３連単： ８１，３０１，６００円 計： ２６９，２６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ５２０円 � １９０円 � ６１０円 枠 連（２－６） ２，７９０円

普通馬連 �� ３，２９０円 馬 単 �� ８，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� ２，９７０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ２０，２６０円 ３ 連 単 ��� ８６，８４０円

票 数

単勝票数 計 １５３４２２ 的中 � ７１９４（７番人気）
複勝票数 計 ２６５３４０ 的中 � １１８８９（７番人気）� ４８９６９（２番人気）� ９８８８（８番人気）
枠連票数 計 １５３８５７ 的中 （２－６） ４０７３（１４番人気）
普通馬連票数 計 ３６６２６５ 的中 �� ８２３９（１３番人気）
馬単票数 計 ２６５４５４ 的中 �� ２４４６（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９５３９ 的中 �� ３０４４（１４番人気）�� １２９５（３５番人気）�� ２９０４（１５番人気）
３連複票数 計 ５１５７８５ 的中 ��� １８７９（７１番人気）
３連単票数 計 ８１３０１６ 的中 ��� ６９１（２７９番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．５―１１．５―１２．６―１２．３―１２．０―１２．１―１１．９―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．２―３４．７―４７．３―５９．６―１：１１．６―１：２３．７―１：３５．６―１：４７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．１
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レディービスティー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２００７．７．２２ 函館１着

２００５．１．３１生 牝４黒鹿 母 バンクシアローズ 母母 ライトバンク １０戦２勝 賞金 ２２，６５９，０００円
〔騎手変更〕 マイネナデシコ号の騎手佐藤哲三は，病気のため津村明秀に変更。

イエロータキオン号の騎手太宰啓介は，病気のためM．デムーロに変更。
〔制裁〕 ハッピーパレード号の騎手池添謙一は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番・１２番への進路影

響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 メイスンヴィグラス号・リバーインバウンド号
（非抽選馬） ２頭 アルファメガハート号・スターリースカイ号
※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。



３５０３３１２月１９日 晴 良 （２１中京４）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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

６１２ アグネスラナップ 牡４青 ５７ 池添 謙一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５００＋１０１：４６．０ ４．４�

８１５ ニホンピロララバイ 牡３鹿 ５６
５５ ☆藤岡 康太小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４８２＋ ６ 〃 ハナ ９．２�

１１ レ ッ ド ア イ �３栗 ５６ 角田 晃一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４６０－ ４１：４６．９５ ５．７�
４７ � クールフォーマ �４鹿 ５７ 北村 宏司川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 ５２０－ ４１：４７．０	 ３．５�
８１６
� トップオブオナー 牡５鹿

５７
５４ ▲国分 恭介横瀬 兼二氏 山内 研二 米 Darby Dan

Stables ５００－ ２ 〃 クビ ６１．４�
７１４
 ベイビーローズ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅広尾レース� 小崎 憲 愛 Rockhart

Traping Ltd B４７２＋ ８１：４７．２１� １７．２�
２４ エイブルベガ 牡４鹿 ５７ 鷹野 宏史中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５０８＋ ２１：４７．６２	 ６．８	
６１１� ネオファロス 牡４栗 ５７

５５ △荻野 琢真小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ５００－ ６１：４８．２３	 １０１．９

４８ 
� ラ ー ナ ッ ク 牝４鹿 ５５ 黛 弘人 �キャロットファーム 戸田 博文 新 Plowman

Bloodstock Ltd ４３０－１０１：４８．６２	 １９１．１�
５９ エーティーショパン 牡３栗 ５６ 北村 友一荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４８６＋ ６ 〃 ハナ ３８．４
３６ 
 エーシンウォーマン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-
ter Farm ４６２＋ ６１：４８．７クビ １１０．５�

３５ � エアデヴォン 牝５鹿 ５５ M．デムーロ �ラッキーフィールド笹田 和秀 静内 藤原牧場 ４８０－１６１：４９．７６ ６．８�
（伊）

１２ シークレットハート �４栗 ５７ 中村 将之平井 裕氏 谷 潔 新冠 パカパカ
ファーム ５０６－１４１：５０．１２	 １７２．７�

７１３� テイエムテンガネ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 鹿児島 テイエム牧場 ４２６＋ ８１：５０．３１	 ２６１．８�
５１０
 ヒシインペリアル �５鹿 ５７

５６ ☆丸田 恭介阿部雅一郎氏 坂本 勝美 米 Aaron U. Jones
& Marie D. Jones ５１４－１６１：５０．６１� ３３．９�

２３ � ワンダーホーマ 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲大下 智山本 信行氏 梅内 忍 浦河 尾野 一義 ５１０－ ８１：５０．７	 ３０５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０７７，８００円 複勝： ２３，５９７，０００円 枠連： １１，７８２，４００円

普通馬連： ３８，８４５，３００円 馬単： ２７，７４８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７９９，６００円

３連複： ５２，０８３，５００円 ３連単： ９１，８４２，８００円 計： ２７５，７７６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � ２１０円 枠 連（６－８） １，５５０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ３，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ６９０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ４，１６０円 ３ 連 単 ��� ２１，８１０円

票 数

単勝票数 計 １５０７７８ 的中 � ２７０３６（２番人気）
複勝票数 計 ２３５９７０ 的中 � ３７９４９（２番人気）� ２１４３１（５番人気）� ３０８８８（４番人気）
枠連票数 計 １１７８２４ 的中 （６－８） ５６２５（７番人気）
普通馬連票数 計 ３８８４５３ 的中 �� １３６１２（９番人気）
馬単票数 計 ２７７４８０ 的中 �� ６０３７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７９９６ 的中 �� ６１２５（６番人気）�� ５３２１（７番人気）�� ４０９４（１１番人気）
３連複票数 計 ５２０８３５ 的中 ��� ９２５３（１２番人気）
３連単票数 計 ９１８４２８ 的中 ��� ３１０９（６５番人気）

ハロンタイム ７．３―１０．９―１２．０―１３．０―１２．５―１２．７―１２．９―１２．３―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．３―１８．２―３０．２―４３．２―５５．７―１：０８．４―１：２１．３―１：３３．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスラナップ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００７．１２．１５ 阪神４着

２００５．４．４生 牡４青 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド １６戦３勝 賞金 ２６，５５０，０００円
〔制裁〕 エーシンウォーマン号の騎手丸山元気は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（８番・１０番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アイノカゼ号・イーサンヘモス号・オーミレイライン号
※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。



３５０３４１２月１９日 晴 良 （２１中京４）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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．２
１：０７．８

良

良

２２ ドリームフォワード 牡２栗 ５５ 川田 将雅セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４３６－ ６１：０８．６ ６．１�

６１１ エーシンダックマン 牡２鹿 ５５ 中舘 英二�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４７０－ ４１：０８．７� ３．０�
５８ シュテルンターラー 牝２芦 ５４ 丸田 恭介 �グリーンファーム 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：０８．８クビ ２０．２�
５９ � セイウンオウサム 牡２芦 ５５ 的場 勇人西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire ４９２＋ ４ 〃 クビ １７．９�
２３ � アーリーデイズ 牡２鹿 ５５ 藤岡 康太加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette ４８４＋ ２１：０９．１１� ９．１�
８１４ ダノンカスガ 牡２青鹿５５ M．デムーロ�ダノックス 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７２± ０ 〃 ハナ ３．０�

（伊）

６１０ メイショウヘミング 牝２黒鹿５４ 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４３２－ ４１：０９．３１ ２３．２	
３５ カルロスバローズ 牡２黒鹿５５ 角田 晃一猪熊 広次氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド ４６８－ ６１：０９．４� ３９．８

８１５ クロワラモー 牝２黒鹿５４ 上村 洋行�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 ４４２＋１４１：０９．５� １７．０�
７１２ メ グ リ 牝２青鹿５４ 大野 拓弥井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 川上 悦夫 ４１８－ ４１：０９．８２ ９９．８
７１３ ナムラタイフーン 牝２黒鹿５４ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４４０± ０１：０９．９クビ ９９．６�
４６ コスモソルスティス 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 富川田中牧場 ４５２＋ ４１：１０．１１	 １２０．７�
３４ 
 マイシャローナ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治松平 正樹氏 小桧山 悟 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４１２＋ ２ 〃 ハナ ３４０．８�
１１ 
 プレストクィーン 牝２鹿 ５４ 南田 雅昭オールラブクラブ 南田美知雄 新冠 川上牧場 ４１８－１０１：１０．３１� ２３９．８�
４７ ハシルヨミテテ 牡２鹿 ５５ 田中 博康田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ５２８－ ４１：１１．５７ ２２．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，１４２，５００円 複勝： ３０，９４７，５００円 枠連： １８，４３９，９００円

普通馬連： ５９，８６８，０００円 馬単： ４１，９７０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２５３，３００円

３連複： ７４，６８５，３００円 ３連単： １５４，１７９，３００円 計： ４２４，４８６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ４４０円 枠 連（２－６） ５３０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １，３７０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ４，６６０円 ３ 連 単 ��� ２０，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２１１４２５ 的中 � ２７７２９（３番人気）
複勝票数 計 ３０９４７５ 的中 � ５６０７９（３番人気）� ６５５７２（２番人気）� １３４７７（８番人気）
枠連票数 計 １８４３９９ 的中 （２－６） ２５９２３（３番人気）
普通馬連票数 計 ５９８６８０ 的中 �� ４９４２４（３番人気）
馬単票数 計 ４１９７０３ 的中 �� １４９０７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２５３３ 的中 �� １６５３７（３番人気）�� ３９３６（１７番人気）�� ５６４４（１０番人気）
３連複票数 計 ７４６８５３ 的中 ��� １１８４３（１２番人気）
３連単票数 計１５４１７９３ 的中 ��� ５６４７（５０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１１．０―１１．５―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．１―３３．１―４４．６―５６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームフォワード �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００９．７．１２ 福島４着

２００７．５．２４生 牡２栗 母 トライトップゴール 母母 ラドンナリリー ６戦２勝 賞金 ２０，６５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 メイショウヘミング号の騎手佐藤哲三は，病気のため池添謙一に変更。

クロワラモー号の騎手太宰啓介は，病気のため上村洋行に変更。
※プレストクィーン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



３５０３５１２月１９日 晴 良 （２１中京４）第３日 第１１競走
第４７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，２０．１２．２０以降２１．１２．１３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 ６５８，０００円 １８８，０００円 ９４，０００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

３６ リトルアマポーラ 牝４黒鹿５６．５ 中舘 英二 �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８＋ ６１：５９．７ ７．４�

２３ ブラボーデイジー 牝４芦 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５３４＋ ８ 〃 クビ １７．３�
１２ メイショウベルーガ 牝４芦 ５４ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５００＋ ２１：５９．８クビ ３．８�
１１ ヒカルアマランサス 牝３栗 ５２ 藤岡 康太�橋 京子氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ２ 〃 ハナ ６．７�
８１８ ニシノブルームーン 牝５鹿 ５３ 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４６６＋ ４２：００．１１� ８．４�
４７ ウェディングフジコ 牝５黒鹿５４ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ １４．７�
５９ マイネレーツェル 牝４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 B４１８＋ ２２：００．３１� ２１．４

７１５ レインダンス 牝５栗 ５４ 武 幸四郎吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４７８－ ８ 〃 クビ ５９．５�
３５ セラフィックロンプ 牝５青鹿５３ 角田 晃一井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４９８＋ ４２：００．４� １９．８�
６１２ ピエナビーナス 牝５青鹿５５ 古川 吉洋本谷 兼三氏 南井 克巳 浦河 岡本牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ５６．２
４８ ムードインディゴ 牝４栗 ５６ M．デムーロ 金子真人ホールディングス	 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ２２：００．６１� ６．２�
（伊）

２４ ラフレッシュブルー 牝４栗 ５１ 上村 洋行 	ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社
ケンブリッジ ４５０＋ ６ 〃 アタマ ２７．８�

６１１ アルコセニョーラ 牝５黒鹿５５ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３２＋ ２２：００．７� ４２．２�
８１６ クラウンプリンセス 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９０＋１０２：００．９１ ２２．３�
５１０ エリモファイナル 牝７黒鹿５３ 石橋 守山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４７６＋ ４２：０１．１１� ２０６．６�
７１４ トールポピー 牝４鹿 ５６ 松田 大作 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ６２：０１．３１� ３５．４�
８１７ ヤマニンメルベイユ 牝７栗 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４６８－ ６２：０１．５１� １３４．８�
７１３ ダイアナバローズ 牝３黒鹿５２ 田中 博康猪熊 広次氏 小笠 倫弘 三石 水上 習孝 ４６０＋１０２：０２．１３� ３７．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ７５，０２０，９００円 複勝： １１４，１２４，７００円 枠連： ９０，５３６，５００円

普通馬連： ４４９，３１０，３００円 馬単： ２０５，１５２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２１，１６４，２００円

３連複： ５８３，９２７，１００円 ３連単： ９９５，８０４，２００円 計： ２，６３５，０４０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２６０円 � ５００円 � １７０円 枠 連（２－３） ３，１１０円

普通馬連 �� ７，４３０円 馬 単 �� １３，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３２０円 �� ７４０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� １０，７３０円 ３ 連 単 ��� ７３，１４０円

票 数

単勝票数 計 ７５０２０９ 的中 � ８０１０７（４番人気）
複勝票数 計１１４１２４７ 的中 � １１２６４１（４番人気）� ４８６８４（９番人気）� ２３０８４４（１番人気）
枠連票数 計 ９０５３６５ 的中 （２－３） ２１５３５（１５番人気）
普通馬連票数 計４４９３１０３ 的中 �� ４４６３４（３０番人気）
馬単票数 計２０５１５２７ 的中 �� １１０４４（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２１１６４２ 的中 �� １２４８９（２８番人気）�� ４２１５９（３番人気）�� １９９３７（１４番人気）
３連複票数 計５８３９２７１ 的中 ��� ４０１９０（２７番人気）
３連単票数 計９９５８０４２ 的中 ��� １００４８（１８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３５．６―４８．９―１：０１．５―１：１３．３―１：２５．０―１：３６．４―１：４８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．７
１
３

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

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

リトルアマポーラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００７．１２．８ 阪神１着

２００５．１．２４生 牝４黒鹿 母 リトルハーモニー 母母 ルイジアナピット １４戦５勝 賞金 ２１４，８８２，０００円
〔騎手変更〕 クラウンプリンセス号の騎手太宰啓介は，病気のため鮫島良太に変更。
〔発走状況〕 ヒカルアマランサス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 ムードインディゴ号の騎手M．デムーロは，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（９番への進路影響）

アルコセニョーラ号の騎手武士沢友治は，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。（１７番への
進路影響）

〔その他〕 ムードインディゴ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ムードインディゴ号は，平成２２年１月１９日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 リコリス号
（非抽選馬） ５頭 アドマイヤスペース号・アメジストリング号・ハシッテホシーノ号・プロヴィナージュ号・ポルカマズルカ号
※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。



３５０３６１２月１９日 晴 良 （２１中京４）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，２０．１２．２０以降２１．１２．１３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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３１．４
２：２９．５

良

良

５１０ メインストリーム 牡４鹿 ５７ 川田 将雅臼田 浩義氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２２：３３．２ ６．６�

２３ �� ウィッシングデュー 牝５黒鹿５１ 国分 恭介中村 浩章氏 増本 豊 米 Hopewell In-
vestments LLC ４８８－ ２２：３３．３� ４６．６�

２４ ハーマジェスティ 牝４鹿 ５３ 小林慎一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 B４９６－ ４２：３３．４� １０．７�

３５ � ティズインパルス 牡６鹿 ５２ 安藤 光彰鷹野 馨氏 池江 泰寿 米 John T.
Crane Jr. ５００＋２０ 〃 ハナ １９２．４�

１１ ワシャモノタリン 牡３黒鹿５３ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ４９４＋ ６２：３３．７１	 ８４．６�
６１２ マイネルプリマス 牡３芦 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４９４－ ８２：３３．８� １１．４�
３６ イケドラゴン 牡４栗 ５４ 中舘 英二池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５５２＋１２ 〃 クビ １２．３	
５９ ヴェルトマイスター 牡５鹿 ５５ M．デムーロ 
社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９２＋１６ 〃 ハナ ３．７�

（伊）

１２ マチカネフクノカミ 牡５栗 ５２ 的場 勇人細川 益男氏 小島 茂之 門別 待兼牧場 B４７４＋ ８２：３３．９� １７．９�
６１１� ベストオーカン 牡４鹿 ５４ 北村 宏司中村 泰三氏 藤原 辰雄 門別 沖田牧場 ４８８＋ ２ 〃 ハナ １３．４
４８ � エターナルクラウン 牡５鹿 ５６ 池添 謙一 
ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ４９８－ ４２：３４．０クビ １４．２�
８１６ キングブライト 牡５鹿 ５３ 松田 大作浅野 恭秀氏 矢野 英一 様似 清水スタッド B４８８－ ６２：３４．１	 ７２．３�
７１４ メイショウイチバン 牡５鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４８６± ０２：３４．６３ ９．８�
７１３ イ ネ オ レ オ 牡３鹿 ５５ 藤岡 康太藤田 孟司氏 池江 泰郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０－ ２２：３５．１３ ４．８�
８１５ ネオディメンション 牡３青鹿５０ 丸田 恭介 
キャロットファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４１６± ０２：３６．８大差 ９３．８�
４７ � モ ン ピ ュ ア 牝３鹿 ５０ 芹沢 純一榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson ４２８＋１４２：３７．３３ ２０２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６０３，７００円 複勝： ３７，９４６，１００円 枠連： ２７，０３５，５００円

普通馬連： ８２，２８４，２００円 馬単： ５０，６７６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，８９５，４００円

３連複： １１５，２５７，５００円 ３連単： ２１２，２６６，０００円 計： ５８０，９６５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２３０円 � １，１７０円 � ３３０円 枠 連（２－５） １，２６０円

普通馬連 �� １６，０１０円 馬 単 �� ２４，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，９２０円 �� １，２９０円 �� ４，７８０円

３ 連 複 ��� ４１，６６０円 ３ 連 単 ��� ２８４，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２５６０３７ 的中 � ３０６３５（３番人気）
複勝票数 計 ３７９４６１ 的中 � ５１７４８（２番人気）� ７０７３（１１番人気）� ３１４２１（５番人気）
枠連票数 計 ２７０３５５ 的中 （２－５） １５８７３（４番人気）
普通馬連票数 計 ８２２８４２ 的中 �� ３７９４（４９番人気）
馬単票数 計 ５０６７６９ 的中 �� １５２３（９３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９８９５４ 的中 �� １４７３（４９番人気）�� ５８７３（１４番人気）�� １５１７（４８番人気）
３連複票数 計１１５２５７５ 的中 ��� ２０４２（１３４番人気）
３連単票数 計２１２２６６０ 的中 ��� ５５０（８２９番人気）

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

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―１８．７―３０．６―４２．８―５５．１―１：０７．７―１：２１．１―１：３３．８―１：４５．６―１：５７．３―２：０９．２―２：２１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メインストリーム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１．１９ 京都４着

２００５．３．８生 牡４鹿 母 チェイスザウインド 母母 アンテイツクヴアリユー １８戦４勝 賞金 ６５，３９４，０００円
〔騎手変更〕 マイネルプリマス号の騎手佐藤哲三は，病気のため津村明秀に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハギノウタヒメ号
※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。



（２１中京４）第３日 １２月１９日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９６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

２３５，８７０，０００円
８，５２０，０００円
１２，８５０，０００円
１，９８０，０００円
２４，１８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

７１，２３６，０００円
５，４０２，０００円
１，９４０，４００円

勝馬投票券売得金
２４８，４０３，６００円
３９１，５０５，９００円
２３３，３２４，０００円
８５９，９６５，２００円
５０９，３８１，０００円
２９３，１７６，８００円
１，１４９，５７０，９００円
１，９８７，９４１，２００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 ５，６７３，２６８，６００円

総入場人員 １４，１２５名 （有料入場人員 １２，５７７名）




