
３５００１１２月１２日 晴 不良 （２１中京４）第１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

６９ スズカジェネラル 牡２栗 ５５ 中舘 英二永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４６２－ ８１：４７．３ ５．０�

１１ エンジェルブレス 牡２黒鹿５５ C．スミヨン 深見 富朗氏 田所 秀孝 新冠 須崎牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ １．９�
（仏）

５６ マルタカルーキー 牡２栗 ５５ 木幡 初広�橋まゆみ氏 清水 美波 新ひだか 藤本牧場 B４３６＋ ６１：４７．４� ７．５�
３３ メイショウシェリー 牝２栗 ５４ 高橋 亮松本 好�氏 高橋 隆 浦河 本巣 敦 ４２０－１０１：４７．５� １７．４�
８１２ テンシノデジタル 牡２黒鹿５５ 中村 将之杉谷 桝夫氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４９０－ ４ 〃 ハナ ５．９�
８１３ ストークフィールド 牡２芦 ５５ 黛 弘人 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０２＋ ２１：４８．０３ ２６．５	
２２ コンゴウシャトル �２栗 ５５

５３ △松山 弘平金岡 久夫氏 山内 研二 新ひだか 今 牧場 B４６４－ ２１：４８．９５ ７１．４

５７ コスモアレスト 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 須貝 彦三 新冠 ビッグレッドファーム ４２２－ ６１：４９．６４ １７０．３�
６８ ネイビーウッド 牝２鹿 ５４ 的場 勇人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ４６２－ ２ 〃 クビ ２２．１�
４５ ヤマニンアルダント 牡２鹿 ５５ 酒井 学土井 肇氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４９２＋ ６１：４９．９１� ５１．５
７１１ セトウチニッチェ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠高橋 勉氏 松永 康利 平取 びらとり牧場 ４５２－ ４ 〃 クビ ３３．３�
４４ ヤマカツセイリュウ 牡２鹿 ５５ 角田 晃一山田 博康氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 ４６８－ ２１：５０．０クビ ６８．６�
７１０ リバーソナタ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気河越 武治氏 星野 忍 新ひだか 飯岡牧場 ４２４－ ４１：５１．６１０ １６１．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９，８０８，５００円 複勝： １４，９５６，４００円 枠連： ７，１３２，１００円

普通馬連： ２２，１３３，４００円 馬単： ２０，１５８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，６６１，４００円

３連複： ３４，４７４，６００円 ３連単： ５７，４０２，８００円 計： １７６，７２７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（１－６） ４６０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ４１０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ５，０００円

票 数

単勝票数 計 ９８０８５ 的中 � １５７７１（２番人気）
複勝票数 計 １４９５６４ 的中 � ２５１８８（２番人気）� ５３８２３（１番人気）� １９５２０（４番人気）
枠連票数 計 ７１３２１ 的中 （１－６） １１４９２（２番人気）
普通馬連票数 計 ２２１３３４ 的中 �� ３２４３０（２番人気）
馬単票数 計 ２０１５８１ 的中 �� １１１３０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０６６１４ 的中 �� １３４１２（１番人気）�� ５７７２（４番人気）�� １０５１８（３番人気）
３連複票数 計 ３４４７４６ 的中 ��� ２９６６９（２番人気）
３連単票数 計 ５７４０２８ 的中 ��� ８４８４（７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．２―３０．４―４４．０―５７．１―１：０９．５―１：２２．２―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―３F３７．８
１
３
１２（９，６）（２，１）３，８，１３，７（５，１０）－１１－４・（１２，９）（１，６）（２，３，８）（７，１３）－１０（５，１１）＝４

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

勝馬の
紹 介

スズカジェネラル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー ２００９．７．５ 札幌１２着

２００７．３．１生 牡２栗 母 スズカアンゼラ 母母 セトアンゼラ ８戦１勝 賞金 ８，０５０，０００円
※ネイビーウッド号・リバーソナタ号は，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。



３５００２１２月１２日 晴 不良 （２１中京４）第１日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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

５９．０
５７．７

良

重

３５ グランデワイルド 牡２栗 ５５ 中舘 英二芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２＋ ２ ５８．６レコード １．９�

４８ ヤマニンフリアンド 牝２青鹿 ５４
５２ △田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５２－ ８ ５９．２３� ５．８�

１１ マスタールティア 牝２鹿 ５４
５３ ☆丸田 恭介村山 卓也氏 柴崎 勇 新冠 細川農場 ４７０± ０ 〃 クビ ８．１�

６１２ エーシンアマゾーン 牝２栗 ５４ 吉田 豊�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 有限会社
吉田ファーム ４６２－ ４ ５９．４１� ７３．０�

４７ シャイニーベスト 牡２鹿 ５５
５２ ▲大江原 圭小林 昌志氏 小島 貞博 平取 雅 牧場 ４３４－ ８ ５９．７１� ２２９．５�

８１５ リッカスウィープ 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４６４＋ ４ ５９．８� ６．８�
１２ ケイアイドリーム 牡２栗 ５５ 田辺 裕信 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新ひだか 松田 三千雄 B４４６± ０ 〃 クビ ９６．１	
５９ アグネスルーク 牡２栗 ５５

５３ △荻野 琢真渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 日高大洋牧場 ４６２－ ４１：００．３３ ５２．３

７１４ リリーレインジャー 牡２黒鹿 ５５

５３ △松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 谷口育成牧場 ４６２－ ６１：００．５１� １３．１�
７１３ コヴェンティナ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ８１：００．７１� ２５．６
２３ ロングエンプレス 牝２青 ５４

５１ ▲小野寺祐太中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 小島牧場 ４０２－１２１：００．８� １４１．２�
６１１ カシノアレグロ 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４３６－ ６１：０２．０７ １３７．９�
５１０ ショウナンアッパレ 牡２栗 ５５ 木幡 初広国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４９６± ０１：０２．１クビ １０．６�
８１６ バ シ タ ッ プ 牝２鹿 ５４ 高橋 智大石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４０２－ ８１：０２．３１� ４５５．８�
２４ スプリングメルシー 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気加藤 春夫氏 柄崎 孝 青森 一山育成牧場 ３９４＋ ８１：０２．４クビ ２１５．５�
３６ コウギョウイーグル 牡２黒鹿５５ 小島 太一菊地 捷士氏 小島 太 新冠 ヒノデファーム ４７４＋１２ （競走中止） ６４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，０７２，０００円 複勝： １７，４９７，９００円 枠連： ７，９０４，５００円

普通馬連： ２５，１５１，９００円 馬単： ２０，７８７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３３３，０００円

３連複： ３６，５６５，２００円 ３連単： ５７，２７７，９００円 計： １９０，５８９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（３－４） ６２０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ２８０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １，７００円 ３ 連 単 ��� ６，１７０円

票 数

単勝票数 計 １３０７２０ 的中 � ５４２７８（１番人気）
複勝票数 計 １７４９７９ 的中 � ５８７７６（１番人気）� ２３７１９（３番人気）� １９１３６（４番人気）
枠連票数 計 ７９０４５ 的中 （３－４） ９５５４（２番人気）
普通馬連票数 計 ２５１５１９ 的中 �� ２５６７７（２番人気）
馬単票数 計 ２０７８７３ 的中 �� １２７９４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２３３３０ 的中 �� １１４９１（３番人気）�� １１９７０（１番人気）�� ３５２２（９番人気）
３連複票数 計 ３６５６５２ 的中 ��� １５８９２（４番人気）
３連単票数 計 ５７２７７９ 的中 ��� ６８５９（７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．８―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．９―３４．７―４６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランデワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２００９．８．８ 小倉４着

２００７．２．３生 牡２栗 母 シュートザピット 母母 ルイジアナピット ５戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔競走中止〕 コウギョウイーグル号は，競走中に疾病〔右第１指骨粉砕骨折〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クリノキンバリー号・クールジャズ号



３５００３１２月１２日 晴 不良 （２１中京４）第１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 ７，２００，０００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

２４ トーセンバスケット 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義島川 �哉氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ５０８－ ６１：４５．３ ２．５�

４８ エルメスグリーン 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �グリーンファーム 中村 均 日高 シンコーファーム ４９２－ ６１：４５．７２� ４．８�
６１２ パルクエスト 牝３鹿 ５４ 福永 祐一木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 ４９６± ０ 〃 クビ ３．３�
１１ メジロフローラ 牝４栗 ５５ 石橋 脩�メジロ牧場 柴田 政人 洞爺 メジロ牧場 ４４６－１０１：４５．９１� ２１．３�
５１０ ビクトリアスバイオ 牝３鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介バイオ� 松山 将樹 平取 坂東牧場 ４６８－ ８１：４６．０� ９．８	
７１３ クリノマックス 牝３栗 ５４ 松田 大作栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 碧雲牧場 ４７８－ ４１：４６．２１� １３．９

７１４� テーオーエンジェル 牝４栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太小笹 公也氏 笹田 和秀 門別 ヤナガワ牧場 ４６８＋ ６１：４６．３� ３８．２�
５９ ビバロングライフ 牝６鹿 ５５ 北村 友一池住 安信氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４５４－ ６１：４６．８３ ４９．４�
４７ グロリアスウェザー 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介 �サンデーレーシング 清水 出美 浦河 赤田牧場 ５０４± ０ 〃 クビ １８６．７
１２ � ワンダールシデス 牝４栗 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４３８＋ ６１：４６．９� ４０２．３�
６１１ フ ラ コ コ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太西浦 和男氏 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 ４７４－１４１：４７．２２ １１６．２�
８１６� リ ロ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 門別 敏朗 ４７６－１４１：４７．３クビ １３３．８�
２３ インプリシット 牝４鹿 ５５

５３ △田中 健一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 村上 雅規 ４７４－ ６１：４７．９３� ４２．８�
８１５ コナフェット 牝４鹿 ５５

５３ △荻野 琢真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 門別 白井牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ ２６７．１�

３５ マジュスキュール 牝４栗 ５５ 村田 一誠�ターフ・スポート佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム B４２８－ ６１：４８．１１� ２４１．６�

３６ メジロアリエル 牝４鹿 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４４０－ ６１：４８．８４ ９８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，２００，８００円 複勝： １９，９４９，７００円 枠連： ９，０２８，８００円

普通馬連： ２７，８００，３００円 馬単： ２１，０９３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５７５，３００円

３連複： ３９，４０４，８００円 ３連単： ６３，１８６，３００円 計： ２０６，２３９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（２－４） ７００円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １８０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ３，５７０円

票 数

単勝票数 計 １２２００８ 的中 � ３９５５４（１番人気）
複勝票数 計 １９９４９７ 的中 � ５７４７１（１番人気）� ３０６５７（３番人気）� ４５９１９（２番人気）
枠連票数 計 ９０２８８ 的中 （２－４） ９６３８（２番人気）
普通馬連票数 計 ２７８００３ 的中 �� ２７９６２（２番人気）
馬単票数 計 ２１０９３２ 的中 �� １２２８９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５７５３ 的中 �� １２５８１（２番人気）�� ２３５０３（１番人気）�� ７１５８（４番人気）
３連複票数 計 ３９４０４８ 的中 ��� ４０１６８（１番人気）
３連単票数 計 ６３１８６３ 的中 ��� １３０６５（４番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１１．９―１２．９―１２．７―１３．１―１３．０―１２．２―１１．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．９―２９．８―４２．７―５５．４―１：０８．５―１：２１．５―１：３３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３６．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

トーセンバスケット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００８．４．１２ 中山９着

２００５．４．１６生 牝４黒鹿 母 フルーティマズル 母母 メローフルーツ １４戦３勝 賞金 ３８，２００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 クリノソーニャ号
（非抽選馬） ８頭 ウメノカイウン号・クレバークリス号・ショウナンタイリン号・ストロングジョイス号・ドンダケー号・

マルノリーサ号・ムーヴ号・ワキノキルシェ号



３５００４１２月１２日 晴 良 （２１中京４）第１日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０１．６
１：５９．９

良

良

８１４ ビーチランデブー 牡２黒鹿５５ C．スミヨン 金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５０ ―２：０１．２レコード ３．６�

（仏）

８１５ ブラボージャングル 牝２栗 ５４
５２ △荻野 琢真松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４５８ ―２：０２．１５ ６．０�

２３ サ イ カ ニ ア 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４８０ ― 〃 クビ ４．１�
４７ ブ レ イ ク 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎河合實貴男氏 作田 誠二 日高 シンボリ牧場 ４５８ ―２：０２．２クビ ４．６�

（ジツリキジャンプ）

７１３ メイショウユメドノ 牡２黒鹿５５ 木幡 初広松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 三嶋牧場 ４６４ ―２：０２．５１� ３８．９�
３４ パープルハロイン 牡２栗 ５５ 上野 翔中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 鵜木 唯義 ４５４ ―２：０３．０３ ６８．９	
１１ ピサノファンゴッホ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４８４ ― 〃 ハナ １９．７

２２ シルククインビー 牝２栗 ５４ 吉田 豊有限会社シルク鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４６２ ―２：０３．５３ １１．４�
５９ マイネルリブレット 牡２黒鹿５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 北出 成人 新冠 ビッグレッドファーム ４８６ ―２：０３．７１� ５０．８�
６１１ ボスコアズーロ 牡２芦 ５５ 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 青森 長谷地 義正 ４６０ ―２：０４．０２ ２２．２
３５ アルダバランオー 牡２青鹿５５ 佐藤 哲三玉井 宏和氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ４４８ ―２：０４．１クビ ５５．４�
６１０ ミスズエルドラド 牡２鹿 ５５ 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 岡野牧場 ４４４ ― 〃 クビ ５８．１�
４６ メイショウヤクドウ 牡２鹿 ５５ 田中 克典松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 ４９４ ―２：０４．２クビ ２５．９�
７１２ ウォーターアルマダ 牝２鹿 ５４

５２ △松山 弘平山岡 正人氏 庄野 靖志 浦河 畔高牧場 ４３８ ― 〃 ハナ １２３．５�
５８ メイケイオーシャン 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 ４４６ ―２：０４．４１� ４４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，２６５，１００円 複勝： １５，３７９，１００円 枠連： １０，７３１，６００円

普通馬連： ２２，４９３，４００円 馬単： １８，５３６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １０，５０６，３００円

３連複： ３１，７６６，７００円 ３連単： ４４，２７８，８００円 計： １６４，９５７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（８－８） １，３００円

普通馬連 �� １，１９０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３３０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� ８，０４０円

票 数

単勝票数 計 １１２６５１ 的中 � ２５１９０（１番人気）
複勝票数 計 １５３７９１ 的中 � ３５１０４（１番人気）� ２０２１１（４番人気）� ３１０８７（２番人気）
枠連票数 計 １０７３１６ 的中 （８－８） ６１２４（４番人気）
普通馬連票数 計 ２２４９３４ 的中 �� １４０６５（４番人気）
馬単票数 計 １８５３６０ 的中 �� ６７６５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０５０６３ 的中 �� ５４８７（４番人気）�� ８４９１（１番人気）�� ５１５８（５番人気）
３連複票数 計 ３１７６６７ 的中 ��� １５６５８（２番人気）
３連単票数 計 ４４２７８８ 的中 ��� ４０６５（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．６―３５．６―４８．８―１：０１．７―１：１４．１―１：２６．４―１：３８．３―１：４９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビーチランデブー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

２００７．３．２９生 牡２黒鹿 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



３５００５１２月１２日 晴 重 （２１中京４）第１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）

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

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

２３ サクラヒストリー 牡３鹿 ５６ 田中 博康�さくらコマース梅田 智之 新ひだか 新和牧場 ５３２± ０１：４３．３ ２．１�

３６ ディアアゲイン 牡４栗 ５７ 上野 翔村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４５４－１０１：４４．３６ １６．９�
５１０ ペ チ カ 牝５芦 ５５

５４ ☆丸田 恭介吉田 照哉氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：４４．５１� １５．１�
４８ ニューロザリオ 牡４鹿 ５７

５５ △松山 弘平本間 茂氏 池添 兼雄 静内 藤川フアーム ４８４＋ ２１：４４．７１� ２５．５�
６１１ メイショウローツェ 牡３栗 ５６ 高井 彰大松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 本桐牧場 ４５４＋ ２１：４４．８� ９．１�
３５ マイネルビスタ 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４５８＋ ６ 〃 ハナ １６．５�
４７ マーブルデイビー 牡３栗 ５６

５５ ☆宮崎 北斗下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４８８＋ ４１：４４．９� ５．４	
７１３ ウインザマキ 牡３黒鹿 ５６

５４ △田中 健�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 ５１２－ ６１：４５．１１� ６．５

２４ シャフツレディ 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５１２＋ ２１：４５．２� ９９．１�
８１５ セフティファントム 牡３栗 ５６ 的場 勇人池田 實氏 目野 哲也 三石 三石橋本牧場 ４８４＋１８１：４５．５２ ５９．２
５９ アルタントプチ �６鹿 ５７ 黛 弘人加藤 信之氏 菊川 正達 新冠 セントラルスタツド ４５６＋２０１：４５．７１� １８０．０�
７１４ スペシャルアリーナ 牡６栗 ５７ 生野 賢一加藤 守氏 湯窪 幸雄 門別 日高大洋牧場 ４７４＋ ２１：４５．８クビ ２８．３�
１２ � ホーカーシーホーク 牡３黒鹿５６ 船曳 文士石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４４４＋ ８１：４６．５４ ２６８．８�
１１ � フジマサエース 牡４黒鹿５７ 南田 雅昭藤原 正一氏 佐々木亜良 新冠 村上 雅規 ４６２＋ ２１：４６．６� ２２３．１�
８１６ シルクトマホーク 牡３栗 ５６ 中村 将之有限会社シルク武田 博 日高 ナカノファーム ４３４－１０１：４７．２３� ７６．６�
６１２� ガンバルオー 牡３鹿 ５６

５４ △荻野 琢真廣松 金次氏 境 征勝 新ひだか グランド牧場 B４９０－ ４１：４７．９４ ７５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，６５１，２００円 複勝： １９，２４３，９００円 枠連： １０，３７４，１００円

普通馬連： ２５，６１３，１００円 馬単： ２３，３１４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５７１，７００円

３連複： ４０，６１０，６００円 ３連単： ６２，９２７，５００円 計： ２０８，３０６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ３６０円 � ３６０円 枠 連（２－３） ６００円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ５４０円 �� ３，１４０円

３ 連 複 ��� ６，８１０円 ３ 連 単 ��� ２２，３６０円

票 数

単勝票数 計 １２６５１２ 的中 � ４８８０２（１番人気）
複勝票数 計 １９２４３９ 的中 � ５９８８２（１番人気）� １０７１２（７番人気）� １０７４３（６番人気）
枠連票数 計 １０３７４１ 的中 （２－３） １２８２８（３番人気）
普通馬連票数 計 ２５６１３１ 的中 �� １３０４９（６番人気）
馬単票数 計 ２３３１４３ 的中 �� ７４６９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５７１７ 的中 �� ４７４７（７番人気）�� ６５７２（３番人気）�� ９９２（３３番人気）
３連複票数 計 ４０６１０６ 的中 ��� ４４０１（２２番人気）
３連単票数 計 ６２９２７５ 的中 ��� ２０７７（５５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―２９．２―４１．７―５４．０―１：０６．１―１：１８．７―１：３１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラヒストリー �
�
父 サクラローレル �

�
母父 サクラチヨノオー デビュー ２００９．１．１８ 京都６着

２００６．４．２生 牡３鹿 母 サクラジュリエット 母母 サクラサエズリ ６戦２勝 賞金 １５，２００，０００円
※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 メモリージャグラー号
（非抽選馬） ５頭 クリノラプソディー号・シンボリプロキオン号・ファンドリカップ号・ホトダー号・ルーポ号



３５００６１２月１２日 晴 重 （２１中京４）第１日 第６競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０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

５７．７
５７．１

不良

稍重

３６ アラマサスクワート 牝３鹿 ５４ 的場 勇人�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５０＋ ２ ５９．０ １５．０�

３５ サマーラグーン 牝３青鹿 ５４
５３ ☆丸田 恭介セゾンレースホース� 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４４４＋１８ ５９．２１� １０．０�

２４ タピルージュ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�下河辺牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 ４８０－ ６ ５９．３� ２．６�
２３ チャーミングオーラ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６２－１２ ５９．４� ２０．４�
５１０ グレンチェック 牝３芦 ５４ 松田 大作藤本 直弘氏 宮本 博 日高 藤本 直弘 ４４８＋ ８ 〃 クビ ９６．７�
１２ チャームペンダント 牝３鹿 ５４ 石橋 脩タマモ� 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４６４－１２ ５９．７１� ４．１	
１１ � ボムクイーン 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎門野 文典氏 藤岡 範士 門別 日高大洋牧場 ４２８－ ２ 〃 クビ ９８．０

７１４ リネンアカシア 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４６６－ ２ ５９．８クビ １７９．９�
６１２ ダブルフレーバー 牝３栗 ５４ 福永 祐一 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 元茂 義一 ４７８－ ４ 〃 アタマ ６．７�
８１６� ウォータールフラン 牝４栗 ５５ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 静内 飛野牧場 ４５２＋ ６ 〃 ハナ ３１６．７
４７ サクラサクラサクラ 牝３栗 ５４

５２ △荻野 琢真野島 春男氏 田島 俊明 日高 野島牧場 ４４８± ０１：００．１１� １１．６�
５９ ピエネヴェーレ 牝５黒鹿５５ 田中 博康 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４ 〃 アタマ ４３．２�
４８ デステニーアロー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１４＋ ２１：００．２クビ ３０．６�
６１１� レディショコラ 牝４黒鹿５５ 秋山真一郎 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 三石 ケイアイファーム ４６２－ ４１：００．５１� １００．７�
７１３ デットオアアライブ 牝４栗 ５５ 古川 吉洋畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４８８－ ２１：００．７１� ３３．６�
８１５ フラミニアンウェイ 牝４鹿 ５５

５４ ☆宮崎 北斗吉田 勝己氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４３４－ ８１：００．８� ２１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，５８５，８００円 複勝： １８，４３８，６００円 枠連： １０，３６１，０００円

普通馬連： ３０，０１５，８００円 馬単： ２４，９８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２８３，７００円

３連複： ４４，８０９，７００円 ３連単： ６７，４５９，８００円 計： ２２４，９３８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ２５０円 � ２９０円 � １５０円 枠 連（３－３） ８，０５０円

普通馬連 �� ７，３００円 馬 単 �� １７，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４８０円 �� ６２０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ７，７８０円 ３ 連 単 ��� ７７，１９０円

票 数

単勝票数 計 １４５８５８ 的中 � ７７１３（６番人気）
複勝票数 計 １８４３８６ 的中 � １７６６６（４番人気）� １４２８１（５番人気）� ４４２２６（１番人気）
枠連票数 計 １０３６１０ 的中 （３－３） ９５１（２７番人気）
普通馬連票数 計 ３００１５８ 的中 �� ３０３７（２７番人気）
馬単票数 計 ２４９８４３ 的中 �� １０２６（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２８３７ 的中 �� ２２９２（２０番人気）�� ５９６９（３番人気）�� ３８７２（９番人気）
３連複票数 計 ４４８０９７ 的中 ��� ４２５５（２２番人気）
３連単票数 計 ６７４５９８ 的中 ��� ６４５（２３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．９―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．７―４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラマサスクワート �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．１２．２７ 中山３着

２００６．２．２２生 牝３鹿 母 ローレルシャイン 母母 アラマサゴールド １１戦２勝 賞金 ２０，９５０，０００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） ２頭 アルフェラッツ号・アームズトウショウ号
（非抽選馬） ５頭 サンマルハッピー号・ジャージデスマイル号・マヤフィオーレ号・モルフェドット号・ワンズガーホッド号



３５００７１２月１２日 晴 重 （２１中京４）第１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 ７，２００，０００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

５９ ヒカリコーズウェー �４鹿 ５７ 赤木高太郎當山 �則氏 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５２２＋１０１：４４．７ ４．４�

６１１ サイモントルナーレ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ４．５�
５１０ マーブルアロー 牡３栗 ５６

５５ ☆宮崎 北斗下村 直氏 田所 清広 新ひだか 藤川フアーム ４８０＋ ６１：４５．３３� １５．８�
３５ ブルーシーズン 牡５栗 ５７ 木幡 初広 �ブルーマネジメント嶋田 功 新冠 川上 悦夫 ４８０± ０ 〃 クビ １２８．５�
２４ エイシンダッシュ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４６８－ ２ 〃 ハナ ８．０�
７１３ アイソトープ 牡４栗 ５７ C．スミヨン 	社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７６－ ６ 〃 ハナ ３．４


（仏）

８１５ ブラストヘッド 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム B４９６－ ２１：４５．５１ ２８．９�
４８ � ロードカイザー 牡３鹿 ５６

５５ ☆丸田 恭介 �ロードホースクラブ 河野 通文 新冠 イワミ牧場 ４４６－ ９１：４５．６� １０．５�
６１２� バリアントバイオ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 ４６６－ ２１：４６．２３� ３７．５
１１ ナムラハーン 牡４鹿 ５７ 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５０４－ ２１：４６．３� ２３．１�
１２ メイショウマレンゴ 牡３青鹿５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４８８＋ ２１：４６．５１	 ３０．２�
２３ カゼノグッドボーイ 牡３栗 ５６ 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４３４－ ４１：４６．６クビ ２２．６�
８１６ カリズマクレスト 牡３栗 ５６

５４ △田中 健加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 村上牧場 ４９８＋ ４ 〃 ハナ １８５．７�
７１４ マルブツハッピー 牡３青鹿 ５６

５４ △松山 弘平大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ １７７．２�
４７ � メイショウダイスギ 牡５鹿 ５７ 北村 友一松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５０２－ ８１：４７．８７ １２０．４�
３６ ワンモーメント 牡３鹿 ５６ 吉田 豊古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新ひだか 川端牧場 ４８８＋ ２ （競走中止） ４２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２８０，０００円 複勝： ２４，０３１，２００円 枠連： １３，０４１，４００円

普通馬連： ３８，６５０，９００円 馬単： ２５，７６９，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５３０，８００円

３連複： ５１，２４４，３００円 ３連単： ８５，７８５，２００円 計： ２７１，３３３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � ３００円 枠 連（５－６） ８００円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １，４９０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ５，５９０円 ３ 連 単 ��� １２，４６０円

票 数

単勝票数 計 １６２８００ 的中 � ２９３６１（２番人気）
複勝票数 計 ２４０３１２ 的中 � ３２４３４（４番人気）� ４２６６１（２番人気）� １８２８７（５番人気）
枠連票数 計 １３０４１４ 的中 （５－６） １２０８２（３番人気）
普通馬連票数 計 ３８６５０９ 的中 �� ２８７１６（２番人気）
馬単票数 計 ２５７６９５ 的中 �� ８８６８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５３０８ 的中 �� ６７４５（５番人気）�� ２６３３（１４番人気）�� ４６３０（７番人気）
３連複票数 計 ５１２４４３ 的中 ��� ６７６７（１１番人気）
３連単票数 計 ８５７８５２ 的中 ��� ５０８５（２４番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．６―１１．４―１３．１―１２．７―１２．１―１２．３―１２．６―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．６―２９．０―４２．１―５４．８―１：０６．９―１：１９．２―１：３１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ヒカリコーズウェー �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Rubiano デビュー ２００８．２．２３ 京都５着

２００５．４．８生 �４鹿 母 ゴージャスステップ 母母 ショーガールⅡ １５戦３勝 賞金 ４１，２７９，０００円
〔競走中止〕 ワンモーメント号は，競走中に疾病〔左第１指関節開放性脱臼〕を発症したため３コーナーで競走中止。
〔制裁〕 アイソトープ号の騎手C．スミヨンは，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１６番・１４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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 シルバーフィールド号・ネヴァリバティ号・ネオファロス号・ブラッシュアップ号・マルマツフライト号・

メイショウモネ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５００８１２月１２日 晴 良 （２１中京４）第１日 第８競走 ��２，５００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００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

２：３１．４
２：２９．５

良

良

３５ グ リ フ ィ ス 牡４鹿 ５７ C．スミヨン �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４６８＋１４２：３３．８ １０．３�
（仏）

５１０ スズカゲイル 牡４鹿 ５７ 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 小島牧場 ４１６＋ ８２：３３．９� ３．４�
１２ � サッカープリンス 牡４芦 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 千葉 千葉新田牧場 ４７８－１０２：３４．６４ １０４．８�
２３ トミケンプライム 牡４栗 ５７ 秋山真一郎冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４０４＋ ２２：３４．７クビ １３．１�
７１３ ヒビケジンダイコ 牡３鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４７２＋ ６２：３４．９１� ５．６�
３６ コウヨウドリーム 牡３鹿 ５５ 太宰 啓介寺内 正光氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 B４７２＋ ４ 〃 クビ ８．４�
１１ タンホイザー 牡４青 ５７ 北村 友一門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４９４－ ８２：３５．０クビ ３．０	
４７ � アイティーバトル 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 平取 池田牧場 ４８０± ０２：３５．３１� ７５．２

２４ キャッツテイル 牝３鹿 ５３

５０ ▲国分 優作�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４０８＋ ８２：３５．６２ ３５．１�
８１６� フ ル パ ワ ー 牡４鹿 ５７

５４ ▲丸山 元気�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４９４＋ ４ 〃 クビ ２６．８�
８１５ セイカマエストーソ 牡３鹿 ５５ 黛 弘人久米 大氏 稲葉 隆一 新ひだか タイヘイ牧場 ４８８＋２０２：３５．９１� ７０．１
４８ � トーアゲッコウ 牡４鹿 ５７

５５ △荻野 琢真高山ランド� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 ５２２－ ３２：３６．１� １０１．７�
５９ シングアゲン 牡３黒鹿 ５５

５３ △松山 弘平浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 三木田 明仁 B４６２＋ ８２：３６．４２ ２９３．７�
７１４ ローレルハンバーバ 牡６黒鹿５７ 石橋 脩 �ローレルレーシング 松山 将樹 静内 橋谷 折 ４７４± ０２：３６．６１� ８５．３�
６１１ サウンドローデッド 牡５鹿 ５７

５６ ☆宮崎 北斗増田 雄一氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 ４４２－ ４２：３６．７クビ ４７．９�
６１２� セトウチモモタロー 牡４栗 ５７ 村田 一誠高橋 勉氏 松永 康利 門別 タバタファーム ５１０－ ４２：３８．５大差 １６６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，３７６，９００円 複勝： １８，８０７，０００円 枠連： １１，２４３，４００円

普通馬連： ３１，７３７，８００円 馬単： ２４，３４３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１６７，４００円

３連複： ４４，６７２，２００円 ３連単： ６８，５７５，４００円 計： ２２６，９２３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ２８０円 � １５０円 � １，７３０円 枠 連（３－５） ７００円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ５，６７０円 �� ３，３８０円

３ 連 複 ��� ２７，７８０円 ３ 連 単 ��� １１６，６１０円

票 数

単勝票数 計 １３３７６９ 的中 � １０３２８（５番人気）
複勝票数 計 １８８０７０ 的中 � １６７２０（４番人気）� ４８０９４（１番人気）� １９９１（１２番人気）
枠連票数 計 １１２４３４ 的中 （３－５） １１９８６（２番人気）
普通馬連票数 計 ３１７３７８ 的中 �� ２０３２０（３番人気）
馬単票数 計 ２４３４３４ 的中 �� ６３０９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１６７４ 的中 �� ８４１４（４番人気）�� ５７９（４３番人気）�� ９８１（３０番人気）
３連複票数 計 ４４６７２２ 的中 ��� １１８７（７３番人気）
３連単票数 計 ６８５７５４ 的中 ��� ４３４（３１３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１８．４―３０．３―４２．６―５４．４―１：０６．７―１：２０．２―１：３２．２―１：４４．２―１：５６．４―２：０９．０―２：２１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グ リ フ ィ ス �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．８．１１ 札幌１着

２００５．１．２８生 牡４鹿 母 ハリウッドレビュー 母母 ダンサーズシューズ ２７戦２勝 賞金 ３４，７０４，０００円
〔制裁〕 キャッツテイル号の騎手国分優作は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２１年１２月１９日から

平成２２年１月９日まで騎乗停止。
〔その他〕 キャッツテイル号〔９位入線〕は，最後の直線コースで急に外側に斜行して「アイティーバトル」号〔８位入線〕の走行を妨害。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 エターナルロマンス号・シングンリターンズ号・タイキカレラ号・ロードニュースター号
（非抽選馬） ９頭 シゲルエボシダケ号・スマートパルス号・ナリタジャングル号・フジヤマワカムシャ号・ペプチドトップガン号・

ボーマンド号・マイネルクロイツ号・マルサンリターン号・マーブルファイブ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５００９１２月１２日 晴 良 （２１中京４）第１日 第９競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時２５分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００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

１：０６．７
１：０６．５

良

良

７１５ ユ メ イ ッ ポ 牝４栗 ５５ C．スミヨン 昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９０＋１０１：０８．３ ３．３�
（仏）

７１３ タニノスバル 牝３芦 ５４ 上村 洋行谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４３６－１２１：０８．６２ ７．５�
５１０� アスターエンペラー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B４９６＋ ８ 〃 ハナ ５．０�
４８ ダイメイザバリヤル 牝５鹿 ５５ 松田 大作宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４０± ０１：０８．８� ７．２�
１２ コアレスカポーテ 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎小林 昌志氏 池上 昌弘 静内 静内酒井牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ １５．１�
２４ ウインバンディエラ 牡３栗 ５６ 的場 勇人�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４５８－ ４１：０９．０１ １２．２�
６１２ ジョウノオアシス 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信小川 義勝氏 武藤 善則 門別 三城牧場 ４７４＋ ２ 〃 アタマ １００．１	
４７ ツインズメモリー 牡４黒鹿 ５７

５５ △松山 弘平永田 和彦氏 坂口 正大 門別 森永牧場 ４７６＋１０１：０９．１	 １５５．６

３５ 
 シチリアーナ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４４８－１８１：０９．２	 ６３．３�
５９ ケージーカンザクラ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４３４－１０１：０９．３	 ２１．４�
８１６ コスモランゲル 牝４鹿 ５５ 吉田 豊 ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４３８＋１０ 〃 クビ １１５．１�
７１４
 ハーバーブリッジ 牡４鹿 ５７

５６ ☆宮崎 北斗ヒダカファーム小原伊佐美 門別 ナカノファーム ４９４＋ ８１：０９．５１� １７０．３�
３６ エースデヨバン 牡７黒鹿５７ 酒井 学ターフ・スポート田所 秀孝 様似 �村 伸一 B４４８－１４ 〃 アタマ ９３．９�
２３ � ユーチャリス 牝５鹿 ５５ 北村 友一 �グリーンファーム 藤岡 健一 米 Nobuo

Tsunoda ４９２－ ４１：０９．６	 １６．４�
６１１� リ ト ル ド ア 牡３青鹿５６ 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Quay

Bloodstock ５１０＋２０１：０９．７クビ ８．１�
１１ 
 ライラックノユメ 牝３青 ５４ 鮫島 良太藤本 直弘氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４２８－２４ 〃 クビ ３０．０�
８１８ コスモハート 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム ４４８－１０１：０９．９１� ３０７．３�
８１７
 アドマイヤミライ 牝３芦 ５４ 石橋 脩近藤 利一氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ４７０－ ４１：１０．０	 ９８．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，４０３，２００円 複勝： ２７，９７５，８００円 枠連： １５，９５１，２００円

普通馬連： ４８，０２９，３００円 馬単： ３４，６０７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４６１，８００円

３連複： ６６，１４５，２００円 ３連単： １１３，９３３，８００円 計： ３４３，５０８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � １８０円 枠 連（７－７） １，１１０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ４３０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ２，１７０円 ３ 連 単 ��� ９，０００円

票 数

単勝票数 計 １８４０３２ 的中 � ４４６５８（１番人気）
複勝票数 計 ２７９７５８ 的中 � ６３７２６（１番人気）� ２７１１９（４番人気）� ４０９０６（２番人気）
枠連票数 計 １５９５１２ 的中 （７－７） １０６３８（５番人気）
普通馬連票数 計 ４８０２９３ 的中 �� ３３３８３（１番人気）
馬単票数 計 ３４６０７９ 的中 �� １３５２５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４６１８ 的中 �� １０８４８（２番人気）�� １０８８０（１番人気）�� ５５１８（７番人気）
３連複票数 計 ６６１４５２ 的中 ��� ２２５９３（１番人気）
３連単票数 計１１３９３３８ 的中 ��� ９３５０（５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．２―１１．７―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．５―４５．２―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユ メ イ ッ ポ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Catrail デビュー ２００７．１２．９ 阪神２着

２００５．４．１生 牝４栗 母 レディキャッツアイ 母母 Often １８戦３勝 賞金 ３８，６６２，０００円
※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。
（非抽選馬） ８頭 カイシュウボナンザ号・タイキティアラ号・ドリームクラフト号・パスピエ号・ブライダルフェア号・ブリオーサ号・

マッキービーナス号・メイプルストリート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５０１０１２月１２日 晴 重 （２１中京４）第１日 第１０競走 ��
��１，７００�

な る み

鳴 海 特 別
発走１５時００分 （ダート・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

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

中央レコード

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

２３ スタッドジェルラン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４８６－ ２１：４３．３ １．６�

６１２ オークヒルズ 牝４黒鹿５５ 秋山真一郎後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４６０＋ ８１：４４．２５ ８５．２�
２４ タガノアッシュ 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７６± ０１：４４．３クビ １８．９�
７１３ マッシヴエンペラー 牡４栗 ５７ 芹沢 純一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８８＋ ２１：４４．４� ９．０�
８１６ ナイスシャトル 牡４栗 ５７ 石橋 脩菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 林 孝輝 ４９８＋ ６１：４４．８２�＋ハナ １３０．２�
５９ 	 トーセンマンボ 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５３４－ ４１：４４．９� ２７．９�
１１ ホワイトショウフク 牡４芦 ５７ 北村 友一山本 廣氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４７２± ０１：４５．０クビ ３５．０	
１２ 
	 エーシンエヴァン 牡５黒鹿５７ 野元 昭嘉平井 淑郎氏 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ５０６＋ ６１：４５．１� ２８．４

４７ スノーマジック 牝３芦 ５４ 宮崎 北斗 �グリーンファーム 加用 正 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：４５．２� ５１．１�
８１５	 イーサンジャンパー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信国本 勇氏 佐藤 吉勝 鵡川 上水牧場 ４７８＋ ８１：４５．７３ ３２４．３
５１０	 ラバーソウル 牡４栗 ５７ 梶 晃啓薪浦 英稔氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４９４＋ ６１：４５．９１ ７７．５�
６１１ スターノーブルマン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 B５２８－ ８１：４６．３２� １０９．５�
４８ 	 ピイエフドルチェ 牝４栗 ５５ 松田 大作藤原征士郎氏 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４５２－ ６ 〃 クビ ５６３．８�
７１４ ダノンヒデキ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８０± ０１：４６．６２ １０．６�
３６ オーミプレシャス 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介岩� 僖澄氏 田島 良保 様似 山本 和彦 ４５０－ ８ （競走中止） ２３．７�
３５ スズカフレーム 牡３栗 ５６ C．スミヨン 永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８４＋ ６ （失格） ６．５�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，４６７，０００円 複勝： ７１，０５７，２００円 枠連： ２０，２７７，３００円

普通馬連： ８９，９１３，９００円 馬単： ５７，３７６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５０４，８００円

３連複： ９５，４３８，５００円 ３連単： ２０６，６７７，１００円 計： ５９３，７１２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １，５１０円 � ３４０円 枠 連（２－６） ２，３３０円

普通馬連 �� ５，９６０円 馬 単 �� ５，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� ４４０円 �� ８，２１０円

３ 連 複 ��� １３，５５０円 ３ 連 単 ��� ６７，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２５４６７０ 的中 � １２９５８２（１番人気）
複勝票数 計 ７１０５７２ 的中 � ４８８３２１（１番人気）� ４１７９（１１番人気）� ２２９３５（６番人気）
枠連票数 計 ２０２７７３ 的中 （２－６） ６４３２（７番人気）
普通馬連票数 計 ８９９１３９ 的中 �� １１１４８（１６番人気）
馬単票数 計 ５７３７６７ 的中 �� ７５９５（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５０４８ 的中 �� ３５３７（１６番人気）�� １７３０１（５番人気）�� ７６７（５６番人気）
３連複票数 計 ９５４３８５ 的中 ��� ５２００（３７番人気）
３連単票数 計２０６６７７１ 的中 ��� ２２４５（１７７番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．７―１１．５―１３．０―１２．７―１２．１―１２．４―１２．１―１１．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．８―２９．３―４２．３―５５．０―１：０７．１―１：１９．５―１：３１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スタッドジェルラン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Black Tie Affair デビュー ２００８．１１．９ 京都２着

２００６．３．７生 牡３栗 母 タ イ ト ー ク 母母 Highland Talk １３戦３勝 賞金 ７５，７４７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔競走中止〕 オーミプレシャス号は，競走中に疾病〔右第２指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔失格〕 スズカフレーム号は，５位〔タイム１分４４秒８，着差２�馬身〕に入線したが，４コーナーで急に外側に斜行して

「オーミプレシャス」号の走行を妨害したため失格。
〔制裁〕 スズカフレーム号の騎手C．スミヨンは，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２１年１２月１９日から平成２１年１２月

２７日まで騎乗停止。
※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 ナリタベガ号
（非抽選馬） ２頭 ピサノルビー号・ローザレーヌ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５０１１１２月１２日 晴 良 （２１中京４）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�第４５回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・左）
３歳以上，２０．１２．１３以降２１．１２．６まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

中日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００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

４７ アーネストリー 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８＋ ６１：５７．４ ３．０�

１１ ドリームサンデー 牡５青 ５６ 秋山真一郎ロイヤルファーム� 池江 泰郎 千歳 ロイヤルファーム ５００－ ２１：５７．５� １８．１�
３５ � チョウカイファイト 牡６栗 ５４ 北村 友一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５１４± ０１：５８．０３ ３５．５�
８１５ トーセンジョーダン 牡３鹿 ５５ C．スミヨン 島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム B４７４－ ２ 〃 クビ ３．４�

（仏）

２３ レオマイスター 牡４栗 ５４ 木幡 初広�レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ５００＋１４１：５８．４２� ４２．９	
６１１ ミッキーパンプキン 牡３鹿 ５４ 福永 祐一野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５４± ０１：５８．６１� ９．６

２２ マヤノライジン 牡８鹿 ５５ 石橋 脩田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ １００．２�
４６ リクエストソング 牡３鹿 ５４ 太宰 啓介 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４８６－ ４１：５８．７クビ ２２．１�
３４ タスカータソルテ 牡５黒鹿５７．５ 中舘 英二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６２＋ ８ 〃 クビ ２９．８
８１４ デストラメンテ 牡５芦 ５４ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４５６－ ４１：５９．２３ ４３．４�
５８ トウショウウェイヴ 牡４黒鹿５５ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７６± ０１：５９．３クビ ２４．５�
７１３ マンハッタンスカイ 牡５黒鹿５７ 芹沢 純一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５３８＋１２ 〃 ハナ ４３．８�
６１０ ナカヤマフェスタ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義和泉 信子氏 二ノ宮敬宇 むかわ 新井牧場 ４６０＋ ８１：５９．５１� ５．０�
７１２ メイショウドンタク 牡３黒鹿５４ 角田 晃一松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 ４９６± ０ 〃 クビ ３１．８�
５９ ダブルティンパニー 牡７栗 ５２ 宮崎 北斗金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９６－ ８１：５９．９２� １６３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９０，１１７，９００円 複勝： １２０，６４３，７００円 枠連： ６４，２３９，３００円

普通馬連： ４１２，２１０，４００円 馬単： ２１４，８８２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１５，１５４，８００円

３連複： ５１７，７５７，９００円 ３連単： ９８５，７１４，４００円 計： ２，５２０，７２１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � ４７０円 � ７３０円 枠 連（１－４） ２，４２０円

普通馬連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ４，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� １，８６０円 �� ５，０３０円

３ 連 複 ��� ２０，７９０円 ３ 連 単 ��� ８６，３７０円

票 数

単勝票数 計 ９０１１７９ 的中 � ２４２６３４（１番人気）
複勝票数 計１２０６４３７ 的中 � ２８７０２５（１番人気）� ５７００４（６番人気）� ３４２３６（９番人気）
枠連票数 計 ６４２３９３ 的中 （１－４） １９５９８（１０番人気）
普通馬連票数 計４１２２１０４ 的中 �� １２５９２２（６番人気）
馬単票数 計２１４８８２７ 的中 �� ３６４０２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１５１５４８ 的中 �� ３００８４（６番人気）�� １５２１８（１９番人気）�� ５４６４（５２番人気）
３連複票数 計５１７７５７９ 的中 ��� １８３８３（６５番人気）
３連単票数 計９８５７１４４ 的中 ��� ８４２３（２４４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．１―１２．３―１２．１―１１．５―１１．７―１１．９―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２２．９―３４．０―４６．３―５８．４―１：０９．９―１：２１．６―１：３３．５―１：４５．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーネストリー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．７．８ 阪神１着

２００５．５．１７生 牡４鹿 母 レットルダムール 母母 ダイナチヤイナ １４戦６勝 賞金 １５９，２４９，０００円
〔制裁〕 チョウカイファイト号の騎手北村友一は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（２番・４番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５０１２１２月１２日 晴 良 （２１中京４）第１日 第１２競走 ��
��２，０００�

い び が わ

揖 斐 川 特 別
発走１６時１０分 （芝・左）

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

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

３６ ヴィーヴァミラコロ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 静内 カントリー牧場 ４７２＋ ６２：００．３ ４．８�

８１８ ネオレボルーション 牡３青鹿５６ 中舘 英二 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９２－ ６２：００．４� ４．１�
２４ リアルプリンス 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�アカデミー 池江 泰郎 新冠 清水 克則 ５４４－ ４２：００．５クビ ３．６�
５１０ インテンスブルー 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎市川 義美氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 B４７８－ ２ 〃 アタマ １４．１�
８１６ ハギノバロンドール 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８± ０ 〃 クビ ２１．９�
３５ エイシンフレンチ 牡４栗 ５７ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５１２＋ ２２：００．６クビ ９０．９	
４８ ナムラチェンジ 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ５６．０

６１２ ロイヤルダリア 牡３黒鹿５６ 鷹野 宏史田中 由子氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５２０± ０２：００．８１� ３３．８�
７１４ ポケッタブルゲーム 牡４栗 ５７ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４７０－１０ 〃 ハナ １４．５�
７１３ タクティクス 牡３栗 ５６ 福永 祐一近藤 英子氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ８２：００．９� ９．６
４７ マイネルフェスタ 牡４鹿 ５７ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 平取 船越 伸也 ５３４－ ２２：０１．０クビ １５．３�
５９ マイネルアテッサ 牡４芦 ５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 三石 沖田 博志 ５０４＋１０２：０１．２１	 ３２．８�
１２ シャイニータイガー 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太小林 昌志氏 河野 通文 新冠 アラキフアーム ４４４＋１８２：０１．８３	 ４６．１�
１１ ミナミタイヘイヨー 牝４青鹿５５ 村田 一誠小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 ４５２－ ２２：０２．０１	 ８６．５�
６１１ ユーピロンユー 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信袴田 精一氏 和田正一郎 静内 三宅牧場 B４３４＋ ２２：０２．６３	 ３５．９�
８１７ ホークウィンザー 牡４芦 ５７ 古川 吉洋小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４３８＋ ２２：０２．８１� １４３．５�
７１５ カンファーバトル 牡３鹿 ５６ 角田 晃一奥村 清晴氏 清水 出美 新ひだか 上村 清志 ４９４± ０２：０３．０１� ５９．９�
２３ ラ ブ ミ ラ ー 牝３青鹿５４ 赤木高太郎増田 陽一氏 中村 均 日高 中川 浩典 ４６０＋２２２：０３．３１� ２２９．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，１２２，５００円 複勝： ３９，６９８，１００円 枠連： ２５，７１１，９００円

普通馬連： ８２，６８２，４００円 馬単： ５２，７３０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，６２５，０００円

３連複： １２１，９０９，２００円 ３連単： ２１０，７１４，３００円 計： ５９０，１９３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（３－８） ９６０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３５０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� ７，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２５１２２５ 的中 � ４１９３２（３番人気）
複勝票数 計 ３９６９８１ 的中 � ５５２５７（３番人気）� ６９０９４（２番人気）� ７６０２９（１番人気）
枠連票数 計 ２５７１１９ 的中 （３－８） １９８９４（４番人気）
普通馬連票数 計 ８２６８２４ 的中 �� ５４８０１（３番人気）
馬単票数 計 ５２７３０３ 的中 �� １６７５８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１６２５０ 的中 �� １６５８７（３番人気）�� ２３５１６（１番人気）�� ２０６６７（２番人気）
３連複票数 計１２１９０９２ 的中 ��� ６９９９２（１番人気）
３連単票数 計２１０７１４３ 的中 ��� ２１８２１（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．６―１３．０―１２．２―１２．１―１２．５―１２．４―１１．９―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２２．９―３４．５―４７．５―５９．７―１：１１．８―１：２４．３―１：３６．７―１：４８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．０
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴィーヴァミラコロ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．１１．２ 東京２着

２００６．３．１０生 牡３栗 母 タニノクラリッジ 母母 タニノデザート １１戦２勝 賞金 ３３，８５５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２２頭 クリノポップコーン号・ケイエスラック号・サクラサクセス号・ジュワユース号・スズカジェット号・

スズカマグナム号・スターリースカイ号・セイカカリンバ号・テイエムリュウジン号・テツキセキ号・
トップキングダム号・ニシノマルス号・ヒシロイヤル号・ファイトザパワー号・ブライダルベール号・
マイネルリズム号・メイクデュース号・メイショウケンロク号・メイスンヴィグラス号・モエレビクトリー号・
リバーインバウンド号・ロードクリムゾン号



（２１中京４）第１日 １２月１２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １９１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３９，２００，０００円
３，４１０，０００円
６，８６０，０００円
２，３４０，０００円
２４，７１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６９，０９６，０００円
５，１６９，０００円
１，８８１，０００円

勝馬投票券売得金
２６２，３５０，９００円
４０７，６７８，６００円
２０５，９９６，６００円
８５６，４３２，６００円
５３８，５８３，７００円
２９８，３７６，０００円
１，１２４，７９８，９００円
２，０２３，９３３，３００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 ５，７１８，１５０，６００円

総入場人員 １９，３３６名 （有料入場人員 １７，５０７名）




