
３５０７３１２月１５日 晴 稍重 （１９中京３）第５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）

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

６１２ チャーミングシチー 牝２芦 ５４ 横山 典弘 �友駿ホースクラブ 清水 出美 門別 富川田中牧場 ４２２＋ ２１：４９．０ １９．２�

５９ � ワイルドエキサイト 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 静内 フジワラフアーム ４４４－ ６ 〃 クビ １３．８�
２３ ココシュニック 牝２芦 ５４ 武 豊吉田 和子氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２１：４９．１クビ １．１�
１１ セラマットパオ 牝２芦 ５４ 幸 英明島田 久氏 西塚 安夫 門別 今井牧場 ３８８－ ６１：４９．２� ７２．８�
６１１� キャトルキャール 牝２栗 ５４

５３ ☆中村 将之吉田 修氏 橋本 寿正 様似 出口 繁夫 ４２６－ ８１：４９．３� １０８．１�
４７ ネバーグレイス 牝２鹿 ５４ 小原 義之岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４７２± ０１：４９．４� ８６．７�
５１０ サマーナイトスター 牝２鹿 ５４ 河北 通吉田 勝己氏 小野 幸治 早来 ノーザンファーム ４２８＋ ２ 〃 アタマ ３４．９	
３６ ハ エ ヌ キ 牝２黒鹿 ５４

５２ △的場 勇人
グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４７８＋ ６１：４９．７１� １８４．４�
８１６ ラピッドムーバー 牝２鹿 ５４ 津村 明秀
木村牧場 鈴木 伸尋 門別 木村牧場 ４６０－１６１：５０．６５ ８７．３�
１２ アクトオブグレイス 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 境 征勝 静内 岡田牧場 ４５０－ ４１：５０．７クビ ４９．８
２４ � メイショウタマヒメ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲田中 健松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 磯野牧場 ４４６± ０ 〃 クビ １３７．０�
７１３� キセキメロディー 牝２鹿 ５４ C．ルメール 大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４５０－ ８１：５０．８クビ １０．６�

（仏）

４８ �� プ リ ズ ム 牝２栗 ５４ 和田 竜二鳴戸 雄一氏 作田 誠二 門別 いとう牧場 ４４６－ ４１：５１．０１� １０５．５�
３５ � リリイメイド 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信丸岡 啓一氏 石栗 龍彦 門別 ナカノファーム ４０４－１２１：５２．５９ ３０６．０�
７１４ エプソムコメット 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 野元 昭 新冠 辻 和明 ４７２－ ２１：５３．８８ ３２４．６�
８１５ カトレアプリンセス 牝２黒鹿５４ 芹沢 純一
昭和牧場 星野 忍 浦河 昭和牧場 ４２６－１４１：５４．７５ ２６３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８８６，８００円 複勝： １３，７８８，４００円 枠連： １２，３４５，２００円

普通馬連： ３４，５７５，３００円 馬単： ４７，９４５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３０７，３００円

３連複： ６０，１８４，９００円 ３連単： 発売なし 計： １９８，０３３，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，９２０円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � １００円 枠 連（５－６） ３，３８０円

普通馬連 �� ５，３２０円 馬 単 �� １３，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ２８０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６８８６８ 的中 � ６９５９（４番人気）
複勝票数 計 １３７８８４ 的中 � ９５１８（４番人気）� １６１１１（３番人気）� ６９７２８（１番人気）
枠連票数 計 １２３４５２ 的中 （５－６） ２６９７（８番人気）
普通馬連票数 計 ３４５７５３ 的中 �� ４８０２（１４番人気）
馬単票数 計 ４７９４５５ 的中 �� ２６７４（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２３０７３ 的中 �� ３１３１（８番人気）�� １０９７３（３番人気）�� １９５６９（２番人気）
３連複票数 計 ６０１８４９ 的中 ��� ４５１１２（３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―２９．３―４２．１―５５．２―１：０８．７―１：２２．５―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．８―３F４０．３
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

チャーミングシチー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００７．９．９ 阪神２着

２００５．２．２５生 牝２芦 母 アデレードシチー 母母 ヤンゲストシチー ５戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カトレアプリンセス号は，平成２０年１月１５日まで平地競走に出走できない。
※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。



３５０７４１２月１５日 晴 稍重 （１９中京３）第５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）

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

４７ � コクシムソウ 牡４栗 ５７ 赤木高太郎小川 洋氏 松元 茂樹 新冠 小田 健一 ４８４＋ ４ ５９．３ ３．３�

６１２�� フェザーウイング 牡３栗 ５６ 酒井 学鳴戸 雄一氏 服部 利之 伊達 宮井 孝典 ５００＋ ６ 〃 アタマ ２３．５�
１２ ラスカルデューク 牡４鹿 ５７ 武 豊 �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 ４４２－ ６ ５９．４クビ ６．２�
５９ 	 エイワショウグン 牡５黒鹿５７ 横山 典弘永井公太郎氏 松山 康久 米

Spendthrift
Farm LLC &
James Brown

５６４± ０ 〃 クビ ７．３�
４８ �� アルーリングライン 牡３鹿 ５６ 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 ４７８＋ ２ ５９．５クビ １３．２�
３６ 	 マルターズビクター 牡５鹿 ５７ 石橋 脩藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Jim E. Nelson &

Sergio De Sousa ５６０＋ ４ ５９．６
 ４３．２�
２３ 	 エイシンダンベリー 牡４栗 ５７

５４ ▲藤岡 康太平井 豊光氏 宮本 博 米 James Spicer B４９６＋ ４ ５９．７� １４．３	
１１ 	 キングエルドラド 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人菅原 史博氏 増沢 末夫 米 Servel

Ranch, Inc. ４７６＋ ４ ５９．８� ８．６

７１３�� プラチナムペスカ 牡３芦 ５６ 角田 晃一ユーモード 松永 昌博 三石 土田農場 ４８６＋ ２ ５９．９クビ ８．９�
５１０ マルターズロビン 牡４栗 ５７ 中舘 英二藤田与志男氏 吉田 直弘 浦河 荻伏服部牧場 ５１８－ ８１：００．１１� ５６．５�
８１６� アサクサアンデス 牡４鹿 ５７

５４ ▲荻野 琢真田原 慶子氏 大久保龍志 新冠 武田牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ ６．３
８１５ オンワードカルマ 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信�オンワード牧場 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 ４７８－ ４１：００．２
 １０９．２�
６１１ シゲルダイノウカイ 牡４鹿 ５７

５６ ☆中村 将之森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 沖田 繁 ４９２＋２２１：０１．０５ ３１７．１�
３５ ツ ル ギ ダ ケ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次吉田 義昭氏 清水 美波 浦河 向別牧場 ５５６＋１０１：０１．３１� ４６．８�
２４ � ダイワグラディウス 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎大城 敬三氏 中野渡清一 三石 大塚牧場 B４９０± ０１：０１．７２
 ２５７．１�
７１４� シルクトラベラー 牡５栗 ５７

５４ ▲小島 太一有限会社シルク蛯名 信広 静内 見上牧場 ４５８－１６１：０１．９１
 ２３５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，２３１，１００円 複勝： １４，９７９，３００円 枠連： １４，６７５，４００円

普通馬連： ３９，１５２，８００円 馬単： ３５，４１０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３６８，６００円

３連複： ５９，３３２，１００円 ３連単： 発売なし 計： １８８，１４９，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � ３８０円 � ２００円 枠 連（４－６） ２，２４０円

普通馬連 �� ２，９６０円 馬 単 �� ５，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ３３０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ４，５００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２２３１１ 的中 � ２９６２７（１番人気）
複勝票数 計 １４９７９３ 的中 � ３７１９９（１番人気）� ７９４８（８番人気）� １８７３４（３番人気）
枠連票数 計 １４６７５４ 的中 （４－６） ４８４１（９番人気）
普通馬連票数 計 ３９１５２８ 的中 �� ９７７３（１１番人気）
馬単票数 計 ３５４１０５ 的中 �� ４９３６（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２３６８６ 的中 �� ３１５７（１１番人気）�� １０６７５（１番人気）�� ２１７１（１８番人気）
３連複票数 計 ５９３３２１ 的中 ��� ９７４７（９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．５―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．９―３４．４―４６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コクシムソウ �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 オグリキャップ デビュー ２００５．８．２０ 小倉８着

２００３．４．２８生 牡４栗 母 クルジェアムール 母母 ミスイエロー ２５戦３勝 賞金 ３８，６０８，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ダイワグラディウス号は，平成２０年１月１５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。
（非抽選馬） ２頭 グラスウェーブ号・ヒミノホシ号



３５０７５１２月１５日 晴 稍重 （１９中京３）第５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）

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� マーキュリー 牡３鹿 ５６
５３ ▲大下 智山田 順通氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４７０－ ７１：４６．８ １７６．１�

４７ � ゼットコマンダー 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲田中 克典�フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４７６＋ ８ 〃 クビ ２．９�

５１０�� チョウカイファイト 牡４栗 ５７ 武 豊�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５１０＋１０１：４６．９� ２．９�
２３ � ギルティストライク 	３黒鹿５６ 幸 英明 �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 B４７６± ０１：４７．０� １４．４�
６１１ コールトゥアーミー 牡３鹿 ５６ C．ルメール 西森 鶴氏 佐藤 全弘 門別 碧雲牧場 ４５４± ０１：４７．１� ３６．８�

（仏）

２４ � メモリーセレソン 牡５芦 ５７
５４ ▲浜中 俊�シンザンクラブ 福永 甲 門別 藤本 直弘 ４６２＋ ６ 〃 クビ １１．０	

６１２ マヤラブハート 牝４栗 ５５ 芹沢 純一�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４６０－ ６１：４７．７３� ２６．３

３６ ケージーファントム 牡３栗 ５６ 中舘 英二川井 五郎氏 水野 貴広 三石 松本牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ４．２�
７１３ メモリージャグラー 牡３栗 ５６ 西田雄一郎�シンザンクラブ 福永 甲 浦河 成隆牧場 ４４８＋ ２１：４７．９１
 ３０６．８�
４８ オヤマエルニーニョ 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰木下 秀一氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 B４５０＋ ４１：４８．１１
 ６６．０
１２ マイネルマルス 牡４黒鹿５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 三石 水丸牧場 ４５２＋ ２１：４８．４１� ８２．１�
５９ レオマジック 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗�レオ 中島 敏文 浦河 江谷 重雄 ４８８± ０ 〃 ハナ ３８２．７�
８１５� シーグランジャー 牡５鹿 ５７

５４ ▲荻野 琢真藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ５０８＋１４１：４８．６１ １００．０�
３５ � マウントキング 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 武田農場 ４５４－ ４１：４９．３４ １１１．９�
１１ ロランラムール 牝４栃栗５５ 横山 典弘塩川 和則氏 高木 登 浦河 大西牧場 ４７２＋ ６１：４９．７２� ３２．８�
８１６ ツルミベレイザ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二�鶴見ホース 柴田 光陽 浦河 吉田 隆 ４６２± ０１：５０．０２ ８５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５７５，６００円 複勝： １５，９４８，７００円 枠連： １４，６１０，６００円

普通馬連： ４０，４１０，４００円 馬単： ４２，５５２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４２６，３００円

３連複： ６４，７３７，０００円 ３連単： 発売なし 計： ２０４，２６０，８００円

払 戻 金

単 勝 � １７，６１０円 複 勝 � ３，１００円 � １３０円 � １７０円 枠 連（４－７） １０，８７０円

普通馬連 �� １７，２６０円 馬 単 �� ５７，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１１０円 �� ５，１９０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １８，８４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２５７５６ 的中 � ５６３（１４番人気）
複勝票数 計 １５９４８７ 的中 � ７８９（１４番人気）� ４５０９８（１番人気）� ２７６１２（３番人気）
枠連票数 計 １４６１０６ 的中 （４－７） ９９２（２４番人気）
普通馬連票数 計 ４０４１０４ 的中 �� １７２８（３７番人気）
馬単票数 計 ４２５５２２ 的中 �� ５４８（９３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４２６３ 的中 �� ５８０（４４番人気）�� ５７０（４５番人気）�� １４５７９（２番人気）
３連複票数 計 ６４７３７０ 的中 ��� ２５３６（５２番人気）

ハロンタイム ７．２―１０．８―１１．３―１３．０―１２．５―１２．７―１２．７―１３．１―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．０―２９．３―４２．３―５４．８―１：０７．５―１：２０．２―１：３３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�マーキュリー �
�
父 クロコルージュ �

�
母父 サクラユタカオー

２００４．５．２５生 牡３鹿 母 クリスタルキャニー 母母 アサクサキヤニー ８戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
初出走 JRA

〔３走成績による出走制限〕 マウントキング号は，平成２０年１月１５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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コウヨウオラリア号
（非抽選馬） ２頭 シゲルケセネ号・ハギノエアロ号
※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。



３５０７６１２月１５日 晴 稍重 （１９中京３）第５日 第４競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１１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

２３ オーシャンルミナス 牝３鹿 ５４ 和田 竜二大野 數芳氏 平井 雄二 浦河 富田牧場 B４８２－ ２ ５９．３ ７．１�

１２ � ナムラコロナ 牝３栗 ５４
５３ ☆中村 将之奈村 信重氏 松永 昌博 静内 伊藤 明 ４７２± ０ ５９．６２ ３０．０�

５９ � トーセンフーガ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 静内 服部 牧場 ４９０± ０ ５９．７� １０．０�
４７ ケイティラブ 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉瀧本 和義氏 野元 昭 浦河 永田 克之 ４８６＋ ６１：００．０２ ７．４�
１１ �� クリールパトラー 牝３栗

５４
５１ ▲藤岡 康太横山 修二氏 武 邦彦 様似 猿倉牧場 ５３６＋２２ 〃 アタマ ５８．３�

５１０� ジパングエンジェル 牝６鹿 ５５
５２ ▲黛 弘人吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４６０＋ ２１：００．１クビ １３３．０�

６１２� アサヒカレンダー 牝４鹿 ５５ 幸 英明久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４７６＋１０ 〃 アタマ １６９．６	
４８ � ピエネヴェーレ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二 
グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２ 〃 クビ ４．６�
３５ リ ヒ タ ー 牝４鹿 ５５ 武 豊井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 ４７６－１０１：００．３１� ４．８�
７１４ ナリタトパーズ 牝３黒鹿５４ 河北 通
オースミ 小野 幸治 新冠 大栄牧場 ４４８＋ ６１：００．４� ２０５．３
３６ ケイエスバウアー 牝３栗 ５４ 難波 剛健キヨシサービス
 高橋 成忠 静内 藤沢牧場 ４７６＋１２ 〃 アタマ １１６．８�
７１３ ファディスタ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ５０２－ ４１：００．５クビ ４９．２�
２４ サザンビューティー 牝４芦 ５５ 田嶋 翔南波 壽氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４７２－ ８１：００．８１	 ３．２�
６１１
 プラチナティアラ 牝４黒鹿５５ 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 田子 冬樹 新冠 川上牧場 ４３６＋ ４１：０１．０１� １７４．０�
８１５� ニシノオウヒ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊西山 茂行氏 小桧山 悟 鵡川 西山牧場 ４７６－ ７１：０１．２１� １２８．４�
８１６
 フェリサティー 牝４栗 ５５ 田辺 裕信栗坂 崇氏 沢 峰次 静内 キヨタケ牧場 ５４２＋３３１：０２．０５ ３３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，３６４，７００円 複勝： １８，３９４，８００円 枠連： １６，４４９，７００円

普通馬連： ４８，９９６，９００円 馬単： ４６，４６１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１３９，４００円

３連複： ６８，７２６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２２８，５３３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２３０円 � ４９０円 � ２７０円 枠 連（１－２） ２，０８０円

普通馬連 �� ７，７１０円 馬 単 �� １７，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０１０円 �� ７６０円 �� ２，２２０円

３ 連 複 ��� ２５，９５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５３６４７ 的中 � １７０５５（４番人気）
複勝票数 計 １８３９４８ 的中 � ２３３２３（４番人気）� ８７５４（７番人気）� １８９１３（６番人気）
枠連票数 計 １６４４９７ 的中 （１－２） ５８４４（８番人気）
普通馬連票数 計 ４８９９６９ 的中 �� ４６９４（２１番人気）
馬単票数 計 ４６４６１４ 的中 �� １９６９（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１３９４ 的中 �� １６９６（１８番人気）�� ４８３４（１２番人気）�� １５３０（２１番人気）
３連複票数 計 ６８７２６６ 的中 ��� １９５５（６８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１２．２―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．８―３５．０―４７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーシャンルミナス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００６．８．１９ 新潟１０着

２００４．１．２８生 牝３鹿 母 オーシャンドリーム 母母 Prance １２戦２勝 賞金 １９，９００，０００円
〔制裁〕 ナムラコロナ号の騎手中村将之は，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 モーニングドレス号
（非抽選馬） １頭 ポートカンパーニュ号



３５０７７１２月１５日 晴 稍重 （１９中京３）第５日 第５競走 ��１，７００�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

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

１２ アールヌーヴォー 牝３栗 ５４ 安藤 勝己飯田 正剛氏 松田 博資 静内 千代田牧場 B４３２－１８１：４６．４ ５．８�

７１４� メイショウコレット 牝３栗 ５４
５１ ▲田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４４８＋ ４１：４６．８２� ４．４�

７１３� デュークタイフーン 牝５栗 ５５ 田辺 裕信河合 克俊氏 小西 一男 三石 城地 和義 ４６４± ０１：４７．０１� ６５．２�
３６ エターナルサーガ 牝４鹿 ５５ 幸 英明 �ローレルレーシング 田中 章博 静内 畠山牧場 B４５４－ ８ 〃 ハナ ６．７�
５９ �� レイザストレングス 牡４鹿 ５７ 横山 典弘ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４４０＋ ２１：４７．１クビ ２６．５�
８１６� マイプリティワン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ １１．５�
８１５ アドマイヤムサシ 牡５鹿 ５７ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 門別 日西牧場 ４９２± ０１：４７．３	 ３４．１	
４８ グリンガレット 牡５鹿 ５７ 津村 明秀
ターフ・スポート相沢 郁 静内 聖心台牧場 ４８０－１０１：４７．７２� ２３．９�
２４ シルクデューク 牡５鹿 ５７

５４ ▲田中 克典有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 早田牧場新
冠支場 B４７６－ ２１：４７．９１� ４６．５�

６１１ オリエンタルバード 
５黒鹿５７ 安藤 光彰棚網るみ子氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド B４６４－ ４１：４８．２１	 ９９．７
４７ �� ミスターショウ 牡４栃栗５７ 丹内 祐次田島榮二郎氏 中野 栄治 三石 田中 春美 ４５２＋ ４１：４８．３	 １３９．４�
３５ � シーローレル 牡３栗 ５６

５３ ▲大下 智藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４８２＋ ４１：４８．６２ ７８．４�
６１２� メルシーコバン 牡３鹿 ５６ 武 豊永井 康郎氏 湯窪 幸雄 浦河 大成牧場 ５０２± ０１：４９．２３� ２．９�
１１ � ブ リ オ ー サ 牝３黒鹿５４ C．ルメール 林 邦良氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５６－ ２ 〃 ハナ １１．７�

（仏）

５１０ ニシノタマテバコ 牡３芦 ５６
５３ ▲黛 弘人西山 茂行氏 伊藤 圭三 鵡川 西山牧場 B４８２－ ２１：４９．９４ ２４５．４�

２３ � カルストンチーター 牡３青 ５６ 芹沢 純一清水 貞光氏 大根田裕之 様似 �村 伸一 B４６６＋ ６１：５０．６４ ２４７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１３４，０００円 複勝： １８，８２６，０００円 枠連： １７，４１０，７００円

普通馬連： ４８，９４１，８００円 馬単： ４６，１３３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，１２３，６００円

３連複： ７２，８９９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２３４，４６９，２００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２４０円 � １７０円 � １，２９０円 枠 連（１－７） １，２４０円

普通馬連 �� １，７６０円 馬 単 �� ３，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ５，９２０円 �� ３，３９０円

３ 連 複 ��� ３１，９１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５１３４０ 的中 � ２０５９７（３番人気）
複勝票数 計 １８８２６０ 的中 � ２１４１９（４番人気）� ３７４３７（２番人気）� ２８３３（１１番人気）
枠連票数 計 １７４１０７ 的中 （１－７） １０４０９（６番人気）
普通馬連票数 計 ４８９４１８ 的中 �� ２０６００（７番人気）
馬単票数 計 ４６１３３８ 的中 �� １１１２４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５１２３６ 的中 �� ４９８９（７番人気）�� ６０９（５３番人気）�� １０７４（３２番人気）
３連複票数 計 ７２８９９３ 的中 ��� １６８６（９０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―２９．７―４２．７―５５．２―１：０７．５―１：２０．３―１：３３．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アールヌーヴォー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００６．１２．２３ 阪神７着

２００４．３．１８生 牝３栗 母 ビューチフルドラマ 母母 ビューチフルロマン ８戦２勝 賞金 １３，４００，０００円
〔制裁〕 カルストンチーター号の騎手芹沢純一は，１コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 シルクデューク号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

カルストンチーター号は，１コーナーで銜受けが不良となり，外側に逃避したことについて調教注意。
〔鼻出血による出走制限〕 シルクデューク号は，平成２０年１月１５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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クイックバレリーナ号・タンゴノセック号
（非抽選馬） ２頭 アドミラビリス号・シュプリームローズ号
※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。



３５０７８１２月１５日 晴 良 （１９中京３）第５日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２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

４７ � パッションレッド 牝３栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４１：４７．１ １．４�

７１３ マイネコンテッサ 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 静内 小原 孝夫 ４６６± ０１：４７．３１� ２４．４�

１１ サンタローズ 牝５鹿 ５５ 津村 明秀吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４４０－ ４１：４７．８３ ５．６�
８１５� スペシャルフロート 牝３鹿 ５４ 石橋 脩吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：４８．０１� ３６．７�
４８ � シャトヤンシー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤岡 康太 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４７８＋１４１：４８．１� ２９．３�
３５ キクカラヴリイ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４４± ０ 〃 クビ ７．０	
５９ トーセンセレニティ 牝４栗 ５５ 上村 洋行島川 
哉氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 B４４４－ ２１：４８．３� １７０．１�
６１１� ケージーシルキー 牝３鹿 ５４ C．ルメール 川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 B４８２－ ２ 〃 ハナ ６０．６�

（仏）

２４ プリンセスゴールド 牝５栗 ５５ 武 豊 �社台レースホース北出 成人 白老 白老ファーム ４６０＋ ８１：４８．４� １７．１
８１６� トーセンスマッシュ 牝３栗 ５４ 吉田 豊島川 
哉氏 大久保洋吉 三石 ヒサイファーム ４４２＋ ８１：４８．６１� １８０．６�
６１２ エルブランコ 牝４芦 ５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 松永 康利 早来 ノーザンファーム ４４０± ０ 〃 アタマ ９０．６�
５１０ ニシノバニーガール 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４４６＋ ４１：４８．９１� ２３８．２�
２３ � シルキーイリス 牝４栗 ５５

５３ △的場 勇人有限会社シルク水野 貴広 新冠 ヤマオカ牧場 ４６０－ ５ 〃 クビ １４４．５�
３６ �� アイスランドポピー 牝３鹿 ５４ 角田 晃一中山 速水氏 浅野洋一郎 静内 武 牧場 ４２４－２６１：４９．０� １３２．６�
７１４�� アクティブアクト 牝５黒鹿５５ 芹沢 純一南波 壽氏 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３４－ ６１：４９．１� １１０．３�
１２ �� ゲルトリーバー 牝３青鹿

５４
５１ ▲宮崎 北斗小野 博郷氏 西塚 安夫 門別 荒井牧場 ３８２＋ ５１：５０．２７ ３８５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７６３，９００円 複勝： １９，９４４，８００円 枠連： １５，６６９，０００円

普通馬連： ５０，９６６，１００円 馬単： ５７，７５３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３２５，９００円

３連複： ８１，８２５，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２６３，２４８，６００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � ２３０円 � １３０円 枠 連（４－７） ５７０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ２００円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０７６３９ 的中 � １１７２５４（１番人気）
複勝票数 計 １９９４４８ 的中 � ７９１０３（１番人気）� １３９４５（４番人気）� ３６９８８（２番人気）
枠連票数 計 １５６６９０ 的中 （４－７） ２０６１２（３番人気）
普通馬連票数 計 ５０９６６１ 的中 �� ４５０２３（３番人気）
馬単票数 計 ５７７５３０ 的中 �� ３６４８１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３２５９ 的中 �� １２０８５（３番人気）�� ２４２２３（２番人気）�� ５０４３（８番人気）
３連複票数 計 ８１８２５９ 的中 ��� ５５５７５（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３５．６―４７．６―５９．７―１：１１．９―１：２４．１―１：３５．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�パッションレッド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Unbridled デビュー ２００７．２．１１ 京都１着

２００４．４．１０生 牝３栗 母 レッドチリペッパー 母母 Raise a Carter ９戦２勝 賞金 ３１，７７５，０００円
〔制裁〕 パッションレッド号の騎手安藤勝己は，１コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 ニシノバニーガール号は，平成２０年１月１５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。
（非抽選馬） ２頭 アイアムザヒロイン号・プジュリ号
※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。



３５０７９１２月１５日 晴 良 （１９中京３）第５日 第７競走 ��１，７００�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

３５ ランヘランバ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５４± ０１：４６．２ １１．１�

２４ マッキータイガー 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４７６± ０１：４７．１５ ２４１．１�
８１５ ヒカルアモーレ 牝３芦 ５４ 安藤 勝己�橋 京子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８－ ２１：４７．６３ ４．０�
４７ クラヴィーア 牡４栗 ５７ 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４５０－ ４１：４７．８１ １２４．６�
７１４�� ツルマルローレル 牡５鹿 ５７ 武 豊鶴田 任男氏 西園 正都 浦河 �桁牧場 ４７２－ ８１：４８．３３ ５．１�
３６ ファンドリコンドル 牡４鹿 ５７ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 静内 千代田牧場 ４６４± ０１：４８．７２� ２７．５	
６１１�� スズカヘイロー 牡５黒鹿

５７
５６ ☆中村 将之永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 小林 仁 ４７８± ０１：４８．８クビ ３０．５


８１６ ダンサーズナカヤマ 牡７芦 ５７
５４ ▲宮崎 北斗�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 ５０８－ ２１：４８．９� ５７．１�

６１２� ウォーターマーク 牡３芦 ５６ 横山 典弘岡田 牧雄氏 萩原 清 三石 木田牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ ２．３
１２ サンレイキング 牡４鹿 ５７

５４ ▲荻野 琢真永井 啓弍氏 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４８６± ０１：４９．０クビ １９２．９�
２３ � ホットカフェ 牡６鹿 ５７

５４ ▲小島 太一西川 恭子氏 蛯名 信広 門別 野島牧場 ５１８＋ ８１：４９．１� ９１．８�
７１３�	 キープウイニング 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰真部 晴�氏 中島 敏文 浦河 ハヤシファーム ４８４＋ ２１：４９．４１� １７０．０�
５９ リッカメルド 牝３黒鹿５４ C．ルメール 立花 幸雄氏 境 直行 浦河 中島 俊明 ４５０＋１０ 〃 アタマ ９．９�

（仏）

１１ スウィープシルバー 牡３芦 ５６
５３ ▲浜中 俊山本 茂氏 松永 昌博 三石 猪野毛牧場 ４４４± ０１：４９．５� １９．９�

５１０	 ユキノファラオ 牡５鹿 ５７
５４ ▲黛 弘人井上 基之氏 清水 英克 静内 フジワラフアーム B５０８＋ ６１：４９．７１� ３９３．８�

（１５頭）
４８

�
�
	 コスモコネクション 牝５芦 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 門別 坂田牧場 ４５８－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １３，０９０，２００円 複勝： １５，８１４，９００円 枠連： １２，８４７，３００円

普通馬連： ４０，３７０，６００円 馬単： ４４，２６７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，０３７，７００円

３連複： ６４，６４１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２０４，０６９，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ３８０円 � ４，６６０円 � ２４０円 枠 連（２－３） １０，２８０円

普通馬連 �� ９０，５６０円 馬 単 �� １５９，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２，９９０円 �� １，０００円 �� １７，８９０円

３ 連 複 ��� １４４，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １３０９０２（返還計 ３９７） 的中 � ９３７５（５番人気）
複勝票数 差引計 １５８１４９（返還計 ８６９） 的中 � １１０９９（５番人気）� ７３２（１４番人気）� ２０８２８（３番人気）
枠連票数 差引計 １２８４７３（返還計 ６３） 的中 （２－３） ９２３（２１番人気）
普通馬連票数 差引計 ４０３７０６（返還計 ５８８７） 的中 �� ３２９（７４番人気）
馬単票数 差引計 ４４２６７３（返還計 ６６０４） 的中 �� ２０５（１２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １３０３７７（返還計 ２６１７） 的中 �� １３６（８０番人気）�� ３３８９（１１番人気）�� １７５（７４番人気）
３連複票数 差引計 ６４６４１９（返還計 ２０４４９） 的中 ��� ３３１（１７３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．２―３０．２―４３．４―５６．０―１：０８．２―１：２０．７―１：３３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３８．０
１
３

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

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

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４黒鹿 母 ミスティックライト 母母 Trystero １３戦２勝 賞金 １７，３００，０００円
〔競走除外〕 コスモコネクション号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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） ４頭 オードリーローズ号・ダンツイッドン号・マーベラスチーフ号・レオベルリン号
（非抽選馬） １頭 レッドベリル号
※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。



３５０８０１２月１５日 曇 良 （１９中京３）第５日 第８競走 ��１，２００�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

１２ � ニシノプライド 牡３芦 ５６
５３ ▲浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ５１８＋３０１：０８．１ ９．２�

８１６� スーパーワシントン 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４６６－ ８１：０８．３１� ２．２�
５１０ レンデフルール 牝３青鹿５４ 太宰 啓介 �グリーンファーム 音無 秀孝 新冠 武田牧場 ４４２－１０１：０８．６１� ８．５�
５９ �� ヒシエンジェル 牝４鹿 ５５ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 小島 貞博 浦河 中村 敏明 ４９４± ０１：０８．８１ ３５．７�
２３ �� トーホウカラブラン 牡３青鹿５６ 横山 典弘東豊物産� 古賀 史生 門別 竹島 幸治 B４９６－ ６ 〃 クビ ９．０�
７１３	 カシノマイケル 牡４青鹿５７ 津村 明秀柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６８＋２８ 〃 ハナ １７３．２	
４７ マイニングゴールド 牡３栗 ５６ 石橋 脩泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７０－ ２１：０８．９� ５．３

３５ �� レイザーバック 牡５青鹿５７ 幸 英明岡部 一誠氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ４９２＋ ２１：０９．１１ ３３．９�
１１ � バブルファンタジー 牝５鹿 ５５ C．ルメール �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４７４－ ２ 〃 ハナ １１．２�

（仏）

４８ � シンボリハイドン 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４６６－ ６１：０９．２� １１８．４
６１２ ブリリアントクロス 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎スター・ホースメンズクラブ 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４４２＋ ２１：０９．３� ７７．６�
７１４ ソーマサイト 牝４鹿 ５５ 石橋 守 �キャロットファーム 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ２ 〃 クビ ７２．６�
８１５ ブラウンキャット 牝３栗 ５４ 和田 竜二キャピタルクラブ 安田 隆行 大樹 大樹ファーム ４１４＋ ４１：０９．４� １６．８�
６１１� エムオーミラクル 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信大浅 貢氏 久保田貴士 門別 門別牧場 ４４０－ ６ 〃 ハナ ７３．２�
３６ アシュレイリバー 牝３黒鹿５４ 上村 洋行 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５０８＋３２１：０９．７１� ７１．８�
２４ � ミスフェイスフル 牝４鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真�口 正蔵氏 須貝 彦三 浦河 馬道 繁樹 ４７４＋１８１：０９．９１� １８５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，７１５，１００円 複勝： １８，２９１，７００円 枠連： １４，０９３，１００円

普通馬連： ４８，６６８，４００円 馬単： ４９，１９０，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１４０，４００円

３連複： ７２，７１９，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２３０，８１９，０００円

払 戻 金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２９０円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（１－８） ４６０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １，５１０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３７１５１ 的中 � １１７８２（５番人気）
複勝票数 計 １８２９１７ 的中 � １１６１７（６番人気）� ６５２９０（１番人気）� １７０８３（３番人気）
枠連票数 計 １４０９３１ 的中 （１－８） ２２９０５（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８６６８４ 的中 �� ３８６５９（３番人気）
馬単票数 計 ４９１９０４ 的中 �� １３８０８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１４０４ 的中 �� ８０２８（４番人気）�� ２０７４（１９番人気）�� １０２８８（２番人気）
３連複票数 計 ７２７１９９ 的中 ��� １７９４５（９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１０．９―１１．３―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．２―３３．１―４４．４―５５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３５．０
３ ２，１２－（５，１４）（１０，１５）（３，７，１６）（１，９，１１）４（６，８）－１３ ４ ２－１２－（５，１４）（１０，１５，１６）（３，７）（１，９）１１（６，４）８，１３

勝馬の
紹 介

�ニシノプライド �
�
父 セイウンスカイ �

�
母父 ビシヨツプボブ デビュー ２００６．８．２０ 札幌２着

２００４．５．９生 牡３芦 母 ブランドアート 母母 ニシノアート １０戦２勝 賞金 ２０，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ミスフェイスフル号は，平成２０年１月１５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。
（非抽選馬） ２頭 アルファルドベキア号・ブライティアベスト号
※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。



３５０８１１２月１５日 曇 良 （１９中京３）第５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 ゲイルバニヤン 牡４黒鹿５７ C．ルメール 津村 靖志氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４７８－ ２１：４５．３ １．３�
（仏）

４８ �� タガノショータイム 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎八木 良司氏 吉田 直弘 浦河 川越牧場 ５０６－ ６１：４６．１５ ３８．８�
２３ � ゴールドジェネラル 牡５栗 ５７ 安藤 光彰�協栄 中島 敏文 門別 豊洋牧場 ４８４－ ４１：４７．０５ ２８．５�
４７ サミーデザート 牡４栗 ５７ 川島 信二鈴木正一郎氏 増本 豊 浦河 谷口牧場 ４９６＋ ４１：４７．６３� ５９．１�
１２

�
�
� マルイチハート 牡４黒鹿

５７
５６ ☆中村 将之小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 福岡 光夫 ４６０＋ ２１：４８．０２� １４４．２�

２４ ホクセツバロン 	５鹿 ５７
５４ ▲田中 克典平島 尚武氏 藤沢 則雄 新冠 ムラカミファーム B４６８＋１０１：４８．１
 １４９．７�

１１ � アドマイヤハート 牡３青 ５６ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４８０－ ２１：４８．３１� ２７．２	
５９ �� ロイバーエクセル 牡４黒鹿５７ 津村 明秀村中 徳広氏 鈴木 伸尋 三石 森 俊雄 ４５２－１６１：４８．４� ８５．５

５１０ ポパイザセーラマン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 大北牧場 ４８８－ ４１：４８．５� ９．５�
７１４ アタゴコマンダー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４７６－ ８１：４８．９２� １２４．７
６１２ ニシノマニッシュ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４８０± ０ 〃 クビ １６．５�
７１３ トーセンアダン 牡５栗 ５７

５４ ▲荻野 琢真島川 �哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４４６－ ６１：４９．２１
 ８５．２�
３６ サーユウジーン 牡４鹿 ５７

５４ ▲大下 智橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４８８－ ４１：４９．８３� ３１．１�
８１６� ナイスソニック 牡４黒鹿５７ 幸 英明菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 野表 俊一 ５１８＋ ６１：４９．９クビ １１０．９�
８１５�� ワールドフェイマス 牡４黒鹿５７ 石橋 守�ターフ・スポート河内 洋 浦河 谷川牧場 ４９６＋２５１：５０．１１� ２０８．１�
３５ � セキサンフジ 牡４青 ５７

５４ ▲浜中 俊�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ５１４＋ ４１：５０．９５ １１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４３０，５００円 複勝： １８，１３１，９００円 枠連： １７，１９７，６００円

普通馬連： ５７，３９４，４００円 馬単： ５６，１３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５０２，７００円

３連複： ６２，９９０，７００円 ３連単： １９８，８２６，１００円 計： ４４８，６０６，５００円

払 戻 金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ５１０円 � ３１０円 枠 連（４－６） ８６０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ３６０円 �� ４，４７０円

３ 連 複 ��� ４，９１０円 ３ 連 単 ��� １５，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２０４３０５ 的中 � １３０５５８（１番人気）
複勝票数 計 １８１３１９ 的中 � ８１８２６（１番人気）� ５５２０（８番人気）� １０４１６（５番人気）
枠連票数 計 １７１９７６ 的中 （４－６） １４８８２（５番人気）
普通馬連票数 計 ５７３９４４ 的中 �� ３０５７６（６番人気）
馬単票数 計 ５６１３２６ 的中 �� ２４２３１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５０２７ 的中 �� ７９３１（６番人気）�� １３２０５（４番人気）�� ８５７（４０番人気）
３連複票数 計 ６２９９０７ 的中 ��� ９４７１（１７番人気）
３連単票数 計１９８８２６１ 的中 ��� ９３８７（３８番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．２―１１．６―１３．０―１２．２―１２．４―１３．０―１２．７―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．２―２９．８―４２．８―５５．０―１：０７．４―１：２０．４―１：３３．１

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ゲイルバニヤン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Theatrical デビュー ２００６．５．６ 京都２着

２００３．３．１７生 牡４黒鹿 母 バ ロ ネ ッ セ 母母 Baroness Direct １７戦２勝 賞金 ３６，２０２，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セキサンフジ号は，平成２０年１月１５日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 セキサンフジ号は，平成２０年１月１５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） ２頭 アイファードラゴン号・グローリアスゲスト号
※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。



３５０８２１２月１５日 曇 良 （１９中京３）第５日 第１０競走 ��
��１，８００�スポーツ報知杯中京２歳ステークス

発走１５時００分 （芝・左）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
読売新聞中部支社賞（１着）

賞 品
本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．５
１：４６．７

良

良

４５ ホッカイカンティ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ５０２－ ８１：４７．７ １９．１�

３４ �� ノットアローン 牡２青 ５５ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７８± ０１：４８．０２ ３．９�

２２ � オースミマーシャル 牡２鹿 ５６ 和田 竜二�オースミ 中尾 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３６＋ ２ 〃 クビ ３５．１�

１１ � チョウサンデイ 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 草薙 利昭 ４７８－ ４ 〃 ハナ ７３．８�
５７ � オーロマイスター 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ４９４－ ８１：４８．２１ ２．０�
４６ � ダンツキッスイ 牡２鹿 ５５ 幸 英明山元 哲二氏 橋本 寿正 浦河 丸幸小林牧場 ５０６± ０１：４８．３	 ６．５	
３３ プティマカロン 牝２青鹿５４ 田嶋 翔伊達 大雄氏 小島 貞博 新冠 競優牧場 ４４４＋ ２ 〃 クビ ２１０．６

８１３� グ リ フ ィ ス 牡２鹿 ５５ 上村 洋行 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４８－ ４１：４８．８３ ３０．１�
６９ � ドリームアビーム 牡２鹿 ５５ 中舘 英二セゾンレースホース� 松元 茂樹 新冠 コスモヴューファーム ４５８＋ ４１：４９．０１ ５０．８�
５８ 
 ダノンバッカス 牡２鹿 ５５ 横山 典弘�ダノックス 小崎 憲 英 T. Light-

bowne ４５６－ ６１：４９．２１	 １４．４
７１２� スナークアステール 牡２栗 ５５ 高橋 亮杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 高村牧場 ４６０＋ ８１：４９．３	 １３９．８�
６１０ ツルマルストーム 牡２青鹿５５ C．ルメール 鶴田 任男氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４± ０ 〃 クビ １０．６�
（仏）

７１１� マルブツキング 牡２黒鹿５５ 津村 明秀大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４７４－ ４１：４９．６１� １９２．３�
８１４� スリーラスカル 牡２黒鹿５５ 芹沢 純一永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４４６－ ６１：４９．７	 ６８．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，０４４，４００円 複勝： ３５，５８８，５００円 枠連： ２４，４５５，４００円

普通馬連： １０４，５４３，３００円 馬単： ８８，０８４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，８２１，８００円

３連複： １０４，８６２，１００円 ３連単： ２８８，８１４，５００円 計： ７１４，２１４，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ４５０円 � １７０円 � ６１０円 枠 連（３－４） ９５０円

普通馬連 �� ３，５９０円 馬 単 �� ９，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３５０円 �� ４，８３０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� １７，９３０円 ３ 連 単 ��� １２３，４２０円

票 数

単勝票数 計 ３９０４４４ 的中 � １６１７５（６番人気）
複勝票数 計 ３５５８８５ 的中 � １８１９８（６番人気）� ７１８１０（２番人気）� １２９２５（８番人気）
枠連票数 計 ２４４５５４ 的中 （３－４） １９１９７（４番人気）
普通馬連票数 計１０４５４３３ 的中 �� ２１５０１（１３番人気）
馬単票数 計 ８８０８４０ 的中 �� ６７８３（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８８２１８ 的中 �� ５３５８（１３番人気）�� １４２９（４４番人気）�� ５４００（１１番人気）
３連複票数 計１０４８６２１ 的中 ��� ４３１７（５６番人気）
３連単票数 計２８８８１４５ 的中 ��� １７２７（３１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３５．５―４７．２―５９．２―１：１１．９―１：２４．０―１：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ホッカイカンティ �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 Classic Music デビュー ２００７．１０．２１ 東京１着

２００５．２．２６生 牡２鹿 母 シンコウバレリーナ 母母 Trail ３戦２勝 賞金 ２３，３９２，０００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。



３５０８３１２月１５日 曇 良 （１９中京３）第５日 第１１競走
第４５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，１８．１２．１６以降１９．１２．９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 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００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 ディアデラノビア 牝５栗 ５７ C．ルメール �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４３４＋ ４１：５８．９ ６．８�
（仏）

４８ � ニシノマナムスメ 牝３青鹿５３ 武 豊西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４４４＋ ２１：５９．０� ３．８�
２４ � アドマイヤキッス 牝４栗 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ２ 〃 ハナ ３．７�
１２ 	 ピースオブラヴ 牝５黒鹿５２ 上村 洋行橘 八重子氏 加藤 敬二 静内 見上牧場 ４２４－ ６１：５９．２１
 ６４．４�
４７ � マイネカンナ 牝３栗 ５０ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４２４－ ６ 〃 クビ ４４．３�
８１５� ラ ン ペ イ ア 牝３栗 ５１ 鮫島 良太 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：５９．３クビ １２．５	
３５ � アルコセニョーラ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３４＋ ２ 〃 クビ １２．５

５９ � ディアチャンス 牝６鹿 ５５ 横山 典弘寺田千代乃氏 清水 出美 浦河 笹地牧場 ４６４＋１０１：５９．４� ６．１�
７１３ ヤマニンアラバスタ 牝６芦 ５５ 石橋 守土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ６１：５９．５クビ ２０．５�
７１４� テイエムプリキュア 牝４黒鹿５１ 酒井 学竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４９４＋ ４ 〃 クビ １５３．３
８１６ スズカローラン 牝５鹿 ５０ 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４４２± ０１：５９．８１� １２７．１�
１１ ロフティーエイム 牝５鹿 ５３ 石橋 脩 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 追分 追分ファーム ４９２－ ２ 〃 クビ １０７．０�
５１０� トップセラー 牝５鹿 ５２ 幸 英明 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ５２４－ ６ 〃 アタマ １７．５�
２３ シェルズレイ 牝４芦 ５４ 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４８４＋１０１：５９．９� １３．２�
６１１ スマイルフォライフ 牝５鹿 ５１ 芹沢 純一小田切有一氏 音無 秀孝 白老 白老大須賀

牧場 ４７４－ ４２：００．１１
 １３３．４�
６１２ ナスノフィオナ 牝５鹿 ４９ 生野 賢一�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４３０－１２２：００．２� ２３５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８９，４７２，９００円 複勝： １４４，５８６，７００円 枠連： ７５，２９７，８００円

普通馬連： ５７２，２０１，９００円 馬単： ３０４，６２９，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２８，７８８，１００円

３連複： ５６７，２０６，０００円 ３連単： １，２６４，０４６，０００円 計： ３，１４６，２２８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（３－４） ７４０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ３３０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 ��� ９，２７０円

票 数

単勝票数 計 ８９４７２９ 的中 � １０５１６３（４番人気）
複勝票数 計１４４５８６７ 的中 � １７１３８７（４番人気）� ２７６９３６（２番人気）� ３００８９９（１番人気）
枠連票数 計 ７５２９７８ 的中 （３－４） ７５４８６（３番人気）
普通馬連票数 計５７２２０１９ 的中 �� ２８９１３０（５番人気）
馬単票数 計３０４６２９５ 的中 �� ６４０６４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２８７８８１ 的中 �� ５３４０３（５番人気）�� ９９８１０（２番人気）�� １０４５０１（１番人気）
３連複票数 計５６７２０６０ 的中 ��� ３３１０６２（１番人気）
３連単票数 計１２６４０４６０ 的中 ��� １００７０８（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．５―３５．０―４７．２―５９．１―１：１１．０―１：２３．２―１：３５．４―１：４７．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディアデラノビア �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Potrillazo デビュー ２００４．１２．１２ 阪神１着

２００２．１．２８生 牝５栗 母 ポトリザリス 母母 Chaldee ２１戦５勝 賞金 ３２８，０２１，０００円
［他本会外：２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 トウカイルナ号・マイネルーチェ号
※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。



３５０８４１２月１５日 曇 良 （１９中京３）第５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，１８．１２．１６以降１９．１２．９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 １４，５００，０００円 ５，８００，０００円 ３，６００，０００円 ２，２００，０００円 １，４５０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３１．４
２：２９．５

良

良

８１３� メトロシュタイン 牡３青鹿５４ 中舘 英二太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５１０＋ ４２：３６．９ ８．５�

７１１� クリムゾンベガ 牡３黒鹿５４ 武 豊 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ ５．５�
２２ トロフィーディール 牡４鹿 ５７．５ 横山 典弘青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４７２＋ ６２：３７．０クビ ５．９�
１１ パッシングマーク 牡４鹿 ５５ C．ルメール �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９０± ０ 〃 ハナ １０．４�

（仏）

５８ レーザーズエッジ 牡５鹿 ５５ 幸 英明泉 俊二氏 石毛 善彦 静内 グランド牧場 ４８０－ ８２：３７．１� ２２．７�
４５ � マイネルファーマ 牡４栗 ５７ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 三石 山際牧場 ５００＋ ４ 〃 ハナ ３．９	
７１２� タガノファントム 牡３栗 ５６ 角田 晃一八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６６＋ ２２：３７．２� ３．４

６１０�	 シンボリユタカオー 
８栗 ５４ 的場 勇人シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ３８．３�
３３ � トゥーエニワン 牡７黒鹿５１ 丹内 祐次�大東牧場 高橋 祥泰 米 Lynne dek

Russo ４７２± ０２：３７．４１� １６０．１�
８１４� セタガヤフラッグ 牡４鹿 ５４ 鮫島 良太千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３６＋ ２ 〃 ハナ ４５．２
３４ �� ストロングドン 牡７鹿 ５１ 小原 義之新木 鈴子氏 小原伊佐美 千歳 社台ファーム ５３０－ ４ 〃 アタマ １４３．１�
５７ � バンダムカーン 牡６鹿 ５２ 赤木高太郎山科 統氏 南田美知雄 門別 坂 牧場 B４８０－ ６２：３７．６１� ７９．７�
６９ ワイアットアープ 牡７鹿 ５０ 浜中 俊大迫久美子氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４４６－ ２２：３７．９１ １０６．２�
４６ � プロンタテヤマ 牡７鹿 ５４ 生野 賢一辻 幸雄氏 安田伊佐夫 静内 藤沢牧場 ４８６＋ ２２：３９．１７ １０７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，６８１，７００円 複勝： ３５，５３３，７００円 枠連： ２６，６８２，１００円

普通馬連： １０３，７７６，１００円 馬単： ７４，５９３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５０４，２００円

３連複： １０８，５１３，４００円 ３連単： ２８０，２１８，０００円 計： ６８４，５０２，６００円

払 戻 金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２４０円 � ２４０円 � ２１０円 枠 連（７－８） ７５０円

普通馬連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ４，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� １，１５０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ５，０８０円 ３ 連 単 ��� ３１，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２８６８１７ 的中 � ２６６６１（５番人気）
複勝票数 計 ３５５３３７ 的中 � ３９７２９（４番人気）� ３８６８４（５番人気）� ４８１８２（３番人気）
枠連票数 計 ２６６８２１ 的中 （７－８） ２６５４１（２番人気）
普通馬連票数 計１０３７７６１ 的中 �� ３７３６３（１１番人気）
馬単票数 計 ７４５９３４ 的中 �� １２７７３（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５０４２ 的中 �� ８４２０（１１番人気）�� ５５２４（１４番人気）�� ９６９４（９番人気）
３連複票数 計１０８５１３４ 的中 ��� １５７８９（１９番人気）
３連単票数 計２８０２１８０ 的中 ��� ６６３１（１０５番人気）

ハロンタイム ７．４―１１．９―１２．４―１３．１―１２．６―１３．６―１４．０―１３．４―１１．７―１１．５―１１．７―１１．９―１１．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．４―１９．３―３１．７―４４．８―５７．４―１：１１．０―１：２５．０―１：３８．４―１：５０．１―２：０１．６―２：１３．３―２：２５．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メトロシュタイン �
�
父 スエヒロコマンダー �

�
母父 Kenmare デビュー ２００７．１．６ 京都３着

２００４．３．２６生 牡３青鹿 母 パールクイン 母母 Pearl Princess １０戦３勝 賞金 ４２，５４９，０００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。



（１９中京３）第５日 １２月１５日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
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

２５２，７４０，０００円
１０，５００，０００円
１３，９１０，０００円
６００，０００円
１，８４０，０００円
２５，９３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，７６３，５００円
５，１３４，０００円
１，８８８，７００円

勝馬投票券売得金
２９７，３９０，９００円
３６９，８２９，４００円
２６１，７３３，９００円
１，１８９，９９８，０００円
８９３，１５３，６００円
３１２，４８６，０００円
１，３８８，６３９，８００円
２，０３１，９０４，６００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，７４５，１３６，２００円

総入場人員 １８，７６７名 （有料入場人員 １７，０３９名）




