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３５０２５１２月８日 晴 良 （２４中京３）第３日 第１競走 ��１，８００�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� 基準タイム

中央レコード

１：５６．０
１：５２．０

良

不良

７１３ カリスマサンタイム 牡２黒鹿５５ 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ５００＋１０１：５７．０ ２３．９�

６１２ スペキュレイター 牡２鹿 ５５
５２ ▲水口 優也加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 ４８２＋ ４１：５７．３１� １１．６�

２４ シャガールバローズ �２栗 ５５ 松山 弘平猪熊 広次氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ４５２－ ４１：５７．４� ４．２�
３６ ケイジータイタン 牡２青鹿５５ 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ５１４－ ２１：５７．６１� ８４．７�
１２ ブルーローズ 牡２鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４５２－ ２１：５７．９１� ６９．６�
３５ ヴ ェ リ ー ヌ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 杵臼牧場 ４３６＋ ２１：５８．２１� ４．１�
８１６ シュリメジャー 牡２黒鹿５５ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 ４６０－ ６１：５８．４１� １０．１�
２３ ツクバヒタチオー 牡２青 ５５ 大野 拓弥荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２１：５８．５� １７．７	
５９ ヴィンチトーレ 牡２栗 ５５ 川須 栄彦深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 ４９６－１４１：５８．６クビ ４．６

１１ ベールグリーン 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲原田 和真斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム ４８４－ ２１：５９．０２� ２３７．６�
４７ ガ ル ム 牡２鹿 ５５ 国分 優作 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５２２± ０１：５９．５３ １４．０
７１４ シャドークイーン 牝２青鹿５４ 古川 吉洋深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 佐竹 学 ４３６＋ ４１：５９．９２� ８７．５�
５１０ アスターフレンチ 牡２栗 ５５

５２ ▲菱田 裕二加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 ４９０－１２２：００．７５ １１．１�
６１１ ハートビート 牡２鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二畑佐 博氏 高柳 瑞樹 新ひだか 高田 利雄 ５１６＋ ４２：０１．８７ ２１２．１�
４８ マ リ ン レ イ 牝２黒鹿５４ 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 浦河 金成吉田牧場 ４５８－ ２２：０１．９� １５．７�
８１５ カシノフランキー 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志柏木 務氏 田所 秀孝 宮崎 戸田 ゆり子 B４７２± ０２：０４．２大差 ２３６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，５２６，４００円 複勝： １６，９３１，８００円 枠連： ７，２１９，２００円

馬連： ２１，３１５，５００円 馬単： １５，３４６，５００円 ワイド： １１，９６８，７００円

３連複： ３４，６７７，０００円 ３連単： ４９，５３７，５００円 計： １６６，５２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３９０円 複 勝 � ５３０円 � ３３０円 � １６０円 枠 連（６－７） ７，６４０円

馬 連 �� ６，９４０円 馬 単 �� １７，０６０円

ワ イ ド �� ２，４３０円 �� ７１０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ７，３８０円 ３ 連 単 ��� ６９，２４０円

票 数

単勝票数 計 ９５２６４ 的中 � ３１４８（１０番人気）
複勝票数 計 １６９３１８ 的中 � ６８２３（１０番人気）� １２１３８（６番人気）� ３７４３３（１番人気）
枠連票数 計 ７２１９２ 的中 （６－７） ６９８（２４番人気）
馬連票数 計 ２１３１５５ 的中 �� ２２６９（２７番人気）
馬単票数 計 １５３４６５ 的中 �� ６６４（６０番人気）
ワイド票数 計 １１９６８７ 的中 �� １１４５（３３番人気）�� ４２４６（５番人気）�� ４６９４（４番人気）
３連複票数 計 ３４６７７０ 的中 ��� ３４６９（２４番人気）
３連単票数 計 ４９５３７５ 的中 ��� ５２８（２２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２４．８―３７．７―５０．４―１：０３．１―１：１６．２―１：２９．６―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．９―３F４０．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

カリスマサンタイム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１２．９．２２ 阪神５着

２０１０．４．１２生 牡２黒鹿 母 レイナフェリス 母母 オギティファニー ４戦１勝 賞金 ６，４５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノフランキー号は，平成２５年１月８日まで平地競走に出走できない。

３５０２６１２月８日 晴 良 （２４中京３）第３日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時２５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� 基準タイム

中央レコード

１：２５．０
１：２３．１

不良

重

４７ ターゲットゾーン 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 ５００－ ４１：２６．７ ７．１�

４８ ハギノグラミー 牡２栗 ５５ 川島 信二日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４３８＋ ２１：２６．８� ４．３�

７１３ ドラグレスク 牡２鹿 ５５
５２ ▲菱田 裕二村上 憲政氏 本田 優 日高 荒井ファーム ５１６＋ ４ 〃 クビ １３．０�

６１２ ミラクルルーマー 牡２芦 ５５ 川須 栄彦阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５１６± ０１：２６．９クビ ６．９�
１２ バ ル ザ ッ ク 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４２０－ ２１：２７．０� １４１．４�
３６ � ゴールデンステッキ 牡２栗 ５５ 松山 弘平小川 勲氏 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B４８８－ ４１：２７．７４ ４．１�
６１１ ドラゴンブラザーズ 牡２鹿 ５５ 丸山 元気窪田 康志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４７８－ ２ 〃 ハナ ９．９�
８１６ アズマクリスエス 牡２鹿 ５５ 高倉 稜東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ４９２－１０ 〃 クビ ９４．７	
７１４ グロスヴァーグ 牡２鹿 ５５ 丸田 恭介岡田 壮史氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド ４４８－ ２１：２７．８� １０２．３

１１ ルルドバシリカ 牡２青鹿 ５５

５２ ▲長岡 禎仁日下部勝�氏 高橋 義博 青森 長谷地 義正 ４５０－ ２１：２８．５４ １６８．２�
２３ コスモスターター 牝２栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ４１２－ ６１：２８．６� ５８．１
５９ クールシャンクス 牡２鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 ４６６－ ４１：２９．０２� ５．３�
３５ オーハッピーデイ 牡２栗 ５５ 大野 拓弥南 �幸氏 高木 登 新ひだか 西村 和夫 ４６２－ ２１：２９．１クビ １８．１�
２４ アキノライセンス 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人穐吉 正孝氏 羽月 友彦 新ひだか 松田牧場 ４９０＋ ４１：２９．８４ ７６．３�
８１５ ヒカルメッセージ 牡２鹿 ５５ 伊藤 工真高橋 光氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４５８－１０ 〃 アタマ １３３．３�
５１０ ア ミ マ ネ ラ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 えりも エクセルマネジメント ３９２－ ２１：３０．５４ ２９４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，５０１，１００円 複勝： １９，４３２，６００円 枠連： ７，４４３，６００円

馬連： １９，７００，９００円 馬単： １４，２１７，９００円 ワイド： １１，００５，７００円

３連複： ３０，５７５，０００円 ３連単： ４４，０１４，３００円 計： １５７，８９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ３３０円 枠 連（４－４） １，８２０円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ３，６４０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� １，３１０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ９，０３０円 ３ 連 単 ��� ４０，９２０円

票 数

単勝票数 計 １１５０１１ 的中 � １２８２４（５番人気）
複勝票数 計 １９４３２６ 的中 � ２９７２７（２番人気）� ３２４１０（１番人気）� １２７４２（７番人気）
枠連票数 計 ７４４３６ 的中 （４－４） ３０１９（７番人気）
馬連票数 計 １９７００９ 的中 �� ８４６３（１０番人気）
馬単票数 計 １４２１７９ 的中 �� ２８９０（１８番人気）
ワイド票数 計 １１００５７ 的中 �� ５３４７（４番人気）�� ２０１７（１８番人気）�� １６０４（２４番人気）
３連複票数 計 ３０５７５０ 的中 ��� ２５０１（３９番人気）
３連単票数 計 ４４０１４３ 的中 ��� ７９４（１５４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．８―１２．３―１３．０―１２．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．５―４７．８―１：００．８―１：１３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ターゲットゾーン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１２．１０．２８ 東京１２着

２０１０．４．１７生 牡２栗 母 ブルーオアシス 母母 Humble Eight ４戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円

第３回 中京競馬 第３日



３５０２７１２月８日 晴 良 （２４中京３）第３日 第３競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時５５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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１０．１
１：０８．７

重

重

２４ デルマダイコク 牡３栗 ５６
５４ △西村 太一浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ５２４＋ ４１：１２．６ ２．８�

７１４ コ ロ カ ム イ �４栗 ５７
５４ ▲藤懸 貴志蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４６６＋ ２１：１２．８１ ８．３�
７１３ ジツリキフォーティ 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 ４９２＋ ２１：１２．９� ３．２�
４８ ミヤジガンバレ 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４８８± ０ 〃 アタマ ６．７�
３５ ホ ウ ウ ン 牡５黒鹿５７ 田中 健泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 ５３６－１２ 〃 クビ ３５．３�
６１２ ノボシャンパーニュ 牝５栗 ５５

５２ ▲原田 和真�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B５１６－ ４１：１３．０� １４．４�
８１６ デイブレイク 牡４鹿 ５７ 田村 太雅	ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８４－ ４１：１３．２１� ５９．８

３６ アップターン 牡４栗 ５７

５４ ▲山崎 亮誠島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４８８＋ ８ 〃 アタマ ６０．８�
１２ マッキンリー 牡４鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 ５２４－ ２ 〃 ハナ ２０．９�
５９ トキノワイルド 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 ４７６＋ ２１：１３．３� ６２．９
５１０ ヤマカツマーフィ �３鹿 ５６ 国分 優作山田 和夫氏 松元 茂樹 日高 白瀬 明 ５２８＋ ８１：１３．４� １２．９�
６１１ ホワイトアッシュ 牝４芦 ５５ 小野寺祐太	グランド牧場 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４５８－ ２１：１３．６１� １７７．５�
１１ � コーリンヴァレロ 牡４鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 ５０８－ ６１：１３．８１� １４８．１�
８１５ アラマサスチール 牝４鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士	アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６６＋ ６ 〃 アタマ ２０６．７�
４７ テイエムチャンス 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 ４７２＋１０１：１４．１１� ４４．８�
２３ クラウンリバー 牝４鹿 ５５

５２ ▲長岡 禎仁矢野 悦三氏 松永 康利 宮崎 田上 勝雄 ４８８－ ８ （競走中止） １１８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４６０，７００円 複勝： １７，３４６，４００円 枠連： ７，８２０，５００円

馬連： ２０，６６９，５００円 馬単： １６，０６６，２００円 ワイド： １２，１６８，５００円

３連複： ３２，９３９，０００円 ３連単： ５５，２６７，０００円 計： １７３，７３７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � １４０円 枠 連（２－７） ３５０円

馬 連 �� ９１０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ２１０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ５，９５０円

票 数

単勝票数 計 １１４６０７ 的中 � ３２３３６（１番人気）
複勝票数 計 １７３４６４ 的中 � ４２６９１（１番人気）� １２９２０（４番人気）� ３８４１１（２番人気）
枠連票数 計 ７８２０５ 的中 （２－７） １６５０１（１番人気）
馬連票数 計 ２０６６９５ 的中 �� １６９３５（３番人気）
馬単票数 計 １６０６６２ 的中 �� ７１６８（４番人気）
ワイド票数 計 １２１６８５ 的中 �� ５２５５（５番人気）�� １７７１９（１番人気）�� ４３５２（６番人気）
３連複票数 計 ３２９３９０ 的中 ��� ２３０２６（２番人気）
３連単票数 計 ５５２６７０ 的中 ��� ６８６５（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．６―１２．５―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．６―４７．１―５９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３８．０
３ １４，４，１２（２，８）（１，７，１３，１６）１１（５，１０，１５）９，６ ４ １４，４，１２（２，８）（７，１３，１６）１（１１，１５）（５，１０）（６，９）

勝馬の
紹 介

デルマダイコク �
�
父 バトルライン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１０．３０ 新潟２着

２００９．５．２５生 牡３栗 母 トリニティー 母母 イタリアンモダン １０戦２勝 賞金 ２５，２００，０００円
〔競走中止〕 クラウンリバー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オーパルス号・キーメール号・スプリングオスロ号
（非抽選馬） ３頭 キングスウィープ号・グローリーステップ号・スノークラフト号

３５０２８１２月８日 晴 良 （２４中京３）第３日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時２５分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� 基準タイム

中央レコード

２：０４．１
１：５９．９

良

良

７１４ レッドルーラー 牡２鹿 ５５ 北村 友一 �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４９６－ ４２：０３．６ 基準タイム ２．７�

５９ オースミアイビス 牡２栗 ５５ 丹内 祐次�オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 ５０４＋２０２：０４．１３ １９．９�
２３ レアパルファム 牝２芦 ５４

５１ ▲中井 裕二森 保彦氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４６２－ ６２：０４．４１� ６．２�
２４ ヴェイパーコーン 牡２栗 ５５ 中谷 雄太 �グリーンファーム 和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B５１４＋１８ 〃 アタマ ９１．１�
１２ デンコウアカツキ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 ４８８± ０ 〃 クビ ２７．２�
４８ � ヒシサイレンス 牡２黒鹿５５ 古川 吉洋阿部 雅英氏 小笠 倫弘 米 Masa-

ichiro Abe ４４８± ０２：０４．６１ ３．４�
１１ サムソンズプライド 牡２鹿 ５５

５２ ▲横山 和生有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４５２± ０２：０４．７� ７．４	
８１５ ユキノプリシラ 牝２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志遠藤 宗義氏 鹿戸 明 日高 浜本牧場 ４２２－ ２ 〃 クビ １３９．１

３５ フェスティヴショウ 牡２栗 ５５

５２ ▲原田 和真臼井義太郎氏 天間 昭一 様似 土井 仁 ４３６± ０２：０４．８� １２４．２�
４７ セルリアンアクウー 牡２青鹿５５ 上村 洋行�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 ４６８－ ６ 〃 ハナ １４６．６
６１２ スノーストーム 牡２栗 ５５ 丸山 元気 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４８０－ ８ 〃 ハナ １２．８�
３６ エクスブルグ 牡２鹿 ５５ 松山 弘平前原 敏行氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 ４６２± ０２：０５．０１� ２５．６�
６１１ エ ル ス テ イ 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４５０－ ２２：０６．１７ １９７．３�
５１０ ウォンテッド 牡２黒鹿５５ 国分 優作谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４７４－ ４２：０６．２� ２７．０�
８１６ マイネサクラ 牝２黒鹿５４ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－ ２２：０６．７３ ２３５．５�
７１３ マンハッタンケイ 牡２青 ５５

５２ ▲菱田 裕二橋口 博氏 橋口弘次郎 新ひだか 矢野牧場 ４６４－ ６２：１１．２大差 ２４１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７１９，４００円 複勝： ２４，８１７，７００円 枠連： ７，９６４，８００円

馬連： ２３，５７０，５００円 馬単： １７，８１６，１００円 ワイド： １４，０８９，９００円

３連複： ３６，０２４，７００円 ３連単： ５５，４８８，８００円 計： １９５，４９１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １７０円 � ４４０円 � ２４０円 枠 連（５－７） １，１００円

馬 連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ４５０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� ４，１８０円 ３ 連 単 ��� １８，９２０円

票 数

単勝票数 計 １５７１９４ 的中 � ４７１７６（１番人気）
複勝票数 計 ２４８１７７ 的中 � ５０００２（２番人気）� １１９０５（８番人気）� ２６７６６（４番人気）
枠連票数 計 ７９６４８ 的中 （５－７） ５３７９（５番人気）
馬連票数 計 ２３５７０５ 的中 �� ８５６５（７番人気）
馬単票数 計 １７８１６１ 的中 �� ４５５８（９番人気）
ワイド票数 計 １４０８９９ 的中 �� ４３３６（９番人気）�� ８３７７（４番人気）�� ２１６１（１９番人気）
３連複票数 計 ３６０２４７ 的中 ��� ６３６２（１４番人気）
３連単票数 計 ５５４８８８ 的中 ��� ２１６５（５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．３―３７．０―５０．１―１：０２．２―１：１４．９―１：２７．５―１：４０．１―１：５１．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドルーラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Garde Royale デビュー ２０１２．１１．１８ 京都４着

２０１０．２．１２生 牡２鹿 母 ガゼルロワイヤル 母母 Beautywal ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マンハッタンケイ号は，平成２５年１月８日まで平地競走に出走できない。



３５０２９１２月８日 晴 良 （２４中京３）第３日 第５競走 ��２，５００�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５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

なし
２：３８．６不良

６１０ アズマリュウセイ 牡３黒鹿５５ 鮫島 良太東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ５００＋１０２：４４．６ 基準タイム ３．１�

１１ ウォーターデューク 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 ４５０＋ ６２：４４．９２ １５．９�
８１３ シベリアンファクト 牡５栗 ５７ 丸山 元気藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８４± ０２：４５．１１� ９．１�
６９ タイソンバローズ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８２± ０２：４５．９５ ８．４�
７１１ ブルータンザナイト 牡３青鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ５４２－ ２２：４６．１１ ６．４�
５８ ヴ ェ イ ロ ン 牡４栗 ５７ 川島 信二前田 幸治氏 吉村 圭司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４＋２０ 〃 アタマ ３２．８�
４５ ウインゴーウェル 牡３栗 ５５ 柴山 雄一�ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５３８－ ２２：４６．５２� ５．５	
８１４ レットミーノー 牡４鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二石瀬 浩三氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム B４７６＋ ６２：４６．７１� ７．３

２２ リネンタキシード 牡５青鹿 ５７

５５ △西村 太一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５２６＋ ４２：４６．８� ３６．１�
５７ � トーホウナイト 牡４黒鹿５７ 荻野 琢真東豊物産� 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 ４９０－ ２２：４６．９� ７７．３�
３４ ファーマペニー 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４２４＋ ４２：４７．４３ ７５．７
７１２� エイコオレジェンド 牡５黒鹿５７ 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B４９０－ ６２：４７．６� ７３．１�
４６ リバークリーク 牡４栗 ５７ 松山 弘平河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム ５１０＋ ６２：４８．７７ ２４．３�
３３ サトノサミット 牡４芦 ５７

５４ ▲中井 裕二里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５１４＋ ２２：４９．３３� ３７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，１２３，４００円 複勝： ２１，６１０，９００円 枠連： ８，９７４，６００円

馬連： ２３，５３２，９００円 馬単： １７，４７２，２００円 ワイド： １４，５２０，８００円

３連複： ３７，７８１，５００円 ３連単： ５９，５５７，８００円 計： １９５，５７４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ３７０円 � ２７０円 枠 連（１－６） １，２６０円

馬 連 �� １，９５０円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ５３０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ４，２００円 ３ 連 単 ��� ２１，４１０円

票 数

単勝票数 計 １２１２３４ 的中 � ３１５０９（１番人気）
複勝票数 計 ２１６１０９ 的中 � ４６７３６（１番人気）� １２６７４（７番人気）� １９５９１（６番人気）
枠連票数 計 ８９７４６ 的中 （１－６） ５２６８（５番人気）
馬連票数 計 ２３５３２９ 的中 �� ８９０８（６番人気）
馬単票数 計 １７４７２２ 的中 �� ３６６５（１１番人気）
ワイド票数 計 １４５２０８ 的中 �� ５７０１（６番人気）�� ７１４４（４番人気）�� ２５９３（１９番人気）
３連複票数 計 ３７７８１５ 的中 ��� ６６４１（１４番人気）
３連単票数 計 ５９５５７８ 的中 ��� ２０５３（５７番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．８―１３．１―１３．２―１３．３―１３．８―１４．６―１４．０―１２．８―１２．５―１３．１―１２．４―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．３―１９．１―３２．２―４５．４―５８．７―１：１２．５―１：２７．１―１：４１．１―１：５３．９―２：０６．４―２：１９．５―２：３１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アズマリュウセイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１１．９．３ 札幌７着

２００９．５．２８生 牡３黒鹿 母 ルーズブルーマーズ 母母 Late Bloomer １４戦２勝 賞金 １８，２５０，０００円

３５０３０１２月８日 晴 良 （２４中京３）第３日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４５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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．５
１：２１．５

良

不良

１２ プントバンコ 牝４青鹿５５ 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４６４± ０１：２６．７ ２．７�

８１５� コーリングオブラブ 牝５栗 ５５ 国分 優作飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４８０± ０１：２６．９１� １７．２�
７１４ スパークオンアイス 牝３鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４７４－ ４１：２７．０クビ ２２．４�
３５ � フィールザライト 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４２４－ ４ 〃 ハナ ８１．６�
７１３ フェニーチェ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 ４５６－ ２１：２７．１� １３．０�
４８ フラゴリーネ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４２６－ ８ 〃 クビ ３．３	
６１２ ディープランマ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 ４３６＋ ４１：２７．２� ３３．８

５１０ ユナイテッドウィル 牝５栗 ５５

５２ ▲中井 裕二広尾レース� 今野 貞一 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４４４－１０１：２７．４１� ４０．１�

２４ アースソング 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６８－１０１：２７．６１� １１．５�

１１ コーラルグリッタ 牝３黒鹿５４ 松山 弘平�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４７０＋ ４１：２７．８１ ５．７
４７ テイエムコウノトリ 牝３黒鹿５４ 川島 信二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド ４４８－ ６ 〃 クビ ３７．０�
５９ � カンタベリーママ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４１２＋ ４１：２７．９� ８９．４�
３６ ヨシールプリンセス 牝３鹿 ５４ 的場 勇人吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：２８．２１� ８１．０�
８１６� クリノソーニャ 牝７鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 吉田 又治 ４５２－ ８１：２８．８３� １８２．０�
６１１� エレガンテココ 牝４青 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 ４３０± ０１：２９．５４ ８３．１�
２３ � クラウンデザイナー 牝４栗 ５５

５２ ▲横山 和生矢野 悦三氏 小野 次郎 新ひだか 武 牧場 ４３４－１２１：３０．０３ ２０６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，０８８，２００円 複勝： ２３，４４７，４００円 枠連： ９，２９１，２００円

馬連： ２４，２５６，３００円 馬単： １８，５３７，７００円 ワイド： １３，９４５，８００円

３連複： ３６，４７６，０００円 ３連単： ６３，０３６，５００円 計： ２０３，０７９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � ２６０円 � ３８０円 枠 連（１－８） ８９０円

馬 連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，４１０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ８７０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� ６，９７０円 ３ 連 単 ��� ２７，４７０円

票 数

単勝票数 計 １４０８８２ 的中 � ４２１３２（１番人気）
複勝票数 計 ２３４４７４ 的中 � ７８６７５（１番人気）� １８７８８（４番人気）� １１６１２（７番人気）
枠連票数 計 ９２９１２ 的中 （１－８） ７７６９（４番人気）
馬連票数 計 ２４２５６３ 的中 �� １２３２１（４番人気）
馬単票数 計 １８５３７７ 的中 �� ５６８２（７番人気）
ワイド票数 計 １３９４５８ 的中 �� ５４３９（５番人気）�� ４０１１（８番人気）�� １７４８（２４番人気）
３連複票数 計 ３６４７６０ 的中 ��� ３８６４（２３番人気）
３連単票数 計 ６３０３６５ 的中 ��� １６９４（７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．５―４６．６―５９．８―１：１３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．２―３F４０．１
３ ・（６，７）１６－（１１，１４）－８（２，１３）５（１，９）（４，１２）－１５－３－１０ ４ ６（７，１６）－（１１，１４）（２，１３）８，１，５（４，１２）－（９，１５）－３－１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プントバンコ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Afleet デビュー ２０１０．７．２４ 小倉６着

２００８．２．２６生 牝４青鹿 母 ポリーズフリート 母母 Polly’s Harde ２３戦３勝 賞金 ３７，５２０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 ジルコニア号・スピーディードータ号・ツーオブアス号・トルピドトウショウ号・ニシノラメール号・ノアノア号・

ビーチパレード号・ミニーバローズ号
（非抽選馬） ３頭 ショウナンワヒネ号・ラヴァズアゲイン号・ラブリースター号



３５０３１１２月８日 晴 良 （２４中京３）第３日 第７競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１５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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１１．５
２：１０．０

良

良

５１０ ローゼンケーニッヒ 牡３黒鹿５５ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６２± ０２：１６．３ ３．１�

８１５ コスモユッカ 牡３鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４７２－ ４２：１６．５１� ７．２�
５９ スズカアンペール 牡４鹿 ５７ 松山 弘平永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４６２＋ ４ 〃 アタマ ６．６�
４７ ロードハリケーン 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７８－１６ 〃 クビ ８．８�
２４ フレージャパン 牡３栗 ５５

５２ ▲中井 裕二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ ５．４�
８１６ コスモユウチャン 牡３鹿 ５５ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ４６６＋ ６２：１６．８１� ８８．７	
７１４ エルヴィスバローズ 牡４鹿 ５７ 北村 友一猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８４＋ ４２：１６．９� １１．７

８１７ アンレヴマン 牡３鹿 ５５ 中舘 英二 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５０８－ ６２：１７．２２ ４２．４�
４８ ラ ン ブ イ エ 牝４青 ５５ 大野 拓弥吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４６４－ ８ 〃 ハナ １４．９�
６１２ ツインテール 牝４栗 ５５ 高倉 稜山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ２２：１７．３� ７２．４
６１１ サンデースイセイ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B４８４＋ ２２：１７．５１� ４６．７�
１２ ストーンヘンジ 牡４鹿 ５７ 丸山 元気 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－ ４２：１７．６� ３２．２�
３６ トミケンプライム 牡７栗 ５７ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４１８＋１２２：１７．７クビ １４６．１�
７１３� エメラルブライト 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二高橋 勉氏 加藤 敬二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４４＋ ４ 〃 クビ ３７８．２�

２３ タマモスキップ 牝３黒鹿５３ 中谷 雄太タマモ� 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 ４３８± ０２：１７．８クビ １８８．０�
３５ ピースフルアース 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４７０＋ ８２：１７．９� ２２．６�
１１ カ ー バ 牡３青鹿５５ 田中 健�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B４９４＋ ４２：１８．６４ ３２．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １５，５４９，４００円 複勝： ２６，５０４，８００円 枠連： １０，９６３，３００円

馬連： ２６，９２８，７００円 馬単： １８，６８２，３００円 ワイド： １５，２７８，７００円

３連複： ４１，１６７，２００円 ３連単： ６７，７７３，１００円 計： ２２２，８４７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � ２６０円 枠 連（５－８） ６９０円

馬 連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ４６０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 ��� １２，０９０円

票 数

単勝票数 計 １５５４９４ 的中 � ４０６９６（１番人気）
複勝票数 計 ２６５０４８ 的中 � ７１５７９（１番人気）� ２６７３６（４番人気）� ２２４１４（５番人気）
枠連票数 計 １０９６３３ 的中 （５－８） １１７９９（３番人気）
馬連票数 計 ２６９２８７ 的中 �� １８９７２（２番人気）
馬単票数 計 １８６８２３ 的中 �� ７４７９（３番人気）
ワイド票数 計 １５２７８７ 的中 �� ８１０７（３番人気）�� ８６８８（２番人気）�� ２５４９（１７番人気）
３連複票数 計 ４１１６７２ 的中 ��� １１０７３（５番人気）
３連単票数 計 ６７７７３１ 的中 ��� ４１３９（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．０―２４．５―３６．０―４９．３―１：０２．７―１：１５．６―１：２７．９―１：４０．２―１：５２．３―２：０４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ローゼンケーニッヒ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．９ 京都２着

２００９．１．２９生 牡３黒鹿 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー １０戦２勝 賞金 ２６，９２０，０００円
※出走取消馬 コマノティブロン号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ケルンフォーティー号・ブーケドロゼブルー号

３５０３２１２月８日 晴 良 （２４中京３）第３日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：００．４
１：５６．１

良

良

５１０ マイファーストラヴ 牝６青鹿５５ 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６０＋ ４２：０３．０ １１．４�

７１３ ディオベルタ 牝３栃栗５４ 大野 拓弥 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５０＋１４２：０３．２１� ５．４�
３５ ルミナスレッド 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド ４７０－１０ 〃 クビ ６．５�
２３ � スターリットスカイ 牝４栗 ５５

５２ ▲菱田 裕二永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７４＋１６ 〃 ハナ ５．１�
４７ オークヒルパーク 牝４黒鹿５５ 中舘 英二宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５１０－ ２２：０３．４１� ２６．５�
６１１ テーオーヴィーナス 牝３鹿 ５４ 丸山 元気小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４１４－ ４２：０３．６１ ４２．７�
４８ フローリストライフ 牝５鹿 ５５ 黛 弘人難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４２－ ４２：０３．７� ５５．０	
８１７ コーディリア 牝３青 ５４ 国分 優作 �社台レースホース清水 出美 安平 追分ファーム ４５０± ０ 〃 ハナ ４９．３

７１４ クイーンオリーブ 牝４青鹿５５ 的場 勇人有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 ４６８＋１４ 〃 アタマ ５．１�
７１５ シャドウライフ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２２：０３．８� １１．５�
６１２ アンサンブル 牝４黒鹿５５ 荻野 琢真ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４＋ ４２：０４．２２� １００．９�
５９ ミサソレムニス 牝３栗 ５４ 松山 弘平吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 ４２４－ ２ 〃 クビ １０．１�
３６ � ルーナピエーナ 牝４栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人�樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 ４５８＋ ６２：０４．４１� ２８．０�
８１６ グルーヴィクイーン 牝４栗 ５５ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ４０６＋ ２２：０４．７２ ３６．５�
１２ フロールジェナ 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４２４－ ２２：０４．９� １６２．２�
２４ � シャイニングサヤカ 牝５黒鹿５５ 古川 吉洋伏木田達男氏 高柳 瑞樹 浦河 伏木田牧場 ４６８－ ８２：０５．１１� ３２．６�
１１ カイルアロマンス 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５８± ０２：０５．６３ ２３．８�
８１８� バージンロード 牝３鹿 ５４ 小野寺祐太泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 坂本牧場 B４５０－１４２：０５．８１� ２３２．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，１８９，９００円 複勝： ２４，３８０，４００円 枠連： １２，９０５，７００円

馬連： ２９，５８８，５００円 馬単： １９，７９４，８００円 ワイド： １６，３４７，６００円

３連複： ４６，５６３，５００円 ３連単： ７６，２７９，０００円 計： ２４１，０４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３００円 � ２３０円 � ２６０円 枠 連（５－７） ６５０円

馬 連 �� ３，２８０円 馬 単 �� ７，３２０円

ワ イ ド �� １，５００円 �� １，３３０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ８，４３０円 ３ 連 単 ��� ６６，６３０円

票 数

単勝票数 計 １５１８９９ 的中 � １０５８５（６番人気）
複勝票数 計 ２４３８０４ 的中 � ２０５４０（６番人気）� ２９８２７（３番人気）� ２４７６０（４番人気）
枠連票数 計 １２９０５７ 的中 （５－７） １４８２１（２番人気）
馬連票数 計 ２９５８８５ 的中 �� ６６５８（１２番人気）
馬単票数 計 １９７９４８ 的中 �� １９９６（２４番人気）
ワイド票数 計 １６３４７６ 的中 �� ２６６０（２２番人気）�� ３０１４（１５番人気）�� ４３０６（７番人気）
３連複票数 計 ４６５６３５ 的中 ��� ４０８１（１９番人気）
３連単票数 計 ７６２７９０ 的中 ��� ８４５（１７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３７．４―５０．２―１：０２．４―１：１３．６―１：２５．６―１：３８．４―１：５０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．４
１
３
１４－１（３，１３）（８，１７）１０（５，１５）７（２，１２）（６，１６）（４，１８）１１，９・（１４，１８）＝１－（３，１３）（８，１０）（５，１７）７（２，１２，１５）１６（４，６）１１－９

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

勝馬の
紹 介

マイファーストラヴ �
�
父 スエヒロコマンダー �

�
母父 Kenmare デビュー ２００８．１０．１２ 京都４着

２００６．４．２生 牝６青鹿 母 パールクイン 母母 Pearl Princess ３２戦２勝 賞金 ５０，４８６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ダイヤモンドアスク号



３５０３３１２月８日 晴 良 （２４中京３）第３日 第９競走 ��１，８００�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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．４
１：４７．８

良

重

６１１ トウカイノーマル 牡５青鹿５７ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５２６－ ２１：５５．０ ７．８�

８１６ ノボリドリーム 牡３鹿 ５６ 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４３８＋ ８ 〃 ハナ １６．６�
７１３ セトノハリケーン 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５２４＋ ６１：５５．３２ ４．５�
１２ ツヨシノブルーム 牡３芦 ５６

５３ ▲藤懸 貴志横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４ 〃 ハナ １２．９�
６１２ ジェットブリット 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹�G１レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ５５８－ ８ 〃 クビ ５．７�
３６ ブルーイングリーン 牡３栗 ５６ 丸山 元気青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４７８－ ４１：５５．７２� １３．９�
２３ アドマイヤサイモン 牡４栗 ５７ 北村 友一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６４＋１８１：５５．８クビ ８．６	
４７ ウインアルエット 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４± ０ 〃 クビ １５．５

４８ ソールデスタン 牡５鹿 ５７ 上村 洋行�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 ４６６＋ ２１：５６．４３� １９．６�
５９ � サンマルヴィエント 牡４栗 ５７ 柴山 雄一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７８＋ ２１：５６．６� ４１．４
３５ フ ジ チ ャ ン 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 ４７４－ ２１：５６．８１� ４．９�
５１０ マイネルハートレー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ５０６＋１４ 〃 クビ ８８．３�

８１５ サ ワ キ ッ ク 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 岡田牧場 ５２０＋ ４１：５６．９クビ ７５．１�
１１ � マルターズタイム 牡５鹿 ５７ 黛 弘人藤田 在子氏 蛯名 利弘 日高 天羽 禮治 B４９０± ０１：５７．０� １２５．２�
２４ ニライジンク 牡３栗 ５６ 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ５１２＋ ８１：５７．３１� ３４．３�
７１４ アスターウィング 牡４鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４５２－ ６１：５８．４７ １６６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，２６４，１００円 複勝： ２２，７００，６００円 枠連： １３，１７２，３００円

馬連： ３５，７１６，７００円 馬単： ２４，２３７，２００円 ワイド： １８，１５４，５００円

３連複： ５４，３９９，２００円 ３連単： ８６，７９６，８００円 計： ２６８，４４１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２４０円 � ４６０円 � １９０円 枠 連（６－８） ２，７６０円

馬 連 �� ６，９００円 馬 単 �� １５，９５０円

ワ イ ド �� １，８４０円 �� ５６０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ９，１９０円 ３ 連 単 ��� ８１，８１０円

票 数

単勝票数 計 １３２６４１ 的中 � １３４５６（４番人気）
複勝票数 計 ２２７００６ 的中 � ２５６９４（４番人気）� １０８２３（９番人気）� ３８３０５（１番人気）
枠連票数 計 １３１７２３ 的中 （６－８） ３５２８（１３番人気）
馬連票数 計 ３５７１６７ 的中 �� ３８２３（２９番人気）
馬単票数 計 ２４２３７２ 的中 �� １１２２（７１番人気）
ワイド票数 計 １８１５４５ 的中 �� ２３２７（２６番人気）�� ８５８６（３番人気）�� ３９２１（９番人気）
３連複票数 計 ５４３９９２ 的中 ��� ４３６９（２７番人気）
３連単票数 計 ８６７９６８ 的中 ��� ７８３（２７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２４．８―３７．９―５０．９―１：０３．６―１：１６．２―１：２９．５―１：４２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイノーマル �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．２．２７ 中山２着

２００７．５．１６生 牡５青鹿 母 トウカイファニー 母母 トウカイスズラン ２４戦２勝 賞金 ３２，４４９，０００円
※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 トーホウベスト号・メジロマリシテン号

３５０３４１２月８日 晴 良 （２４中京３）第３日 第１０競走 ��
��１，４００�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 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２０．３

良

良

７１５ スズノネイロ 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山本牧場 ４６６＋ ６１：２２．４ ３．５�

７１３ ウォータープリプリ 牝２黒鹿５４ 武 幸四郎山岡 正人氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４８６＋ ２１：２２．７２ ５．３�
６１１ エクスパーシヴ 牝２鹿 ５４ 川島 信二前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 ４７２± ０１：２２．８� ５３．０�
３５ ピ ン ポ ン 牡２鹿 ５５ 中井 裕二小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 ４３６－１０１：２２．９� ８１．６�
１２ ナンシーシャイン 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥三ツ矢組合 岩戸 孝樹 新ひだか 下村 繁正 ４１８－ ２ 〃 クビ ７．７�
８１８ メイケイペガムーン 牝２黒鹿５４ 鮫島 良太名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 ４４０＋１２１：２３．０クビ １８．１�
８１６ マイネモントル 牝２青鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 ４２０－ ４１：２３．１� ８４．４	
４７ マイネルブルズアイ 牡２鹿 ５５ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント ４６２＋１２ 〃 クビ ６８．１

５９ タガノラルフ 牡２青鹿５５ 丸山 元気八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８± ０１：２３．２クビ ９．２�
５１０ ジーブラック 牝２芦 ５４ 黛 弘人�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４３４＋１０１：２３．３� ３６．６�
４８ ノボリディアーナ 牝２栗 ５４ 荻野 琢真原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：２３．４クビ １１．１
７１４ アメージングムーン 牝２鹿 ５４ 上村 洋行 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４３４－ ６ 〃 ハナ ４．３�
３６ ニシノレゾネ 牡２栗 ５５ 山崎 亮誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 ４２８－ ６１：２３．５� ２０３．０�
８１７ ア ラ ム ナ ス 牡２鹿 ５５ 中舘 英二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９６－ ３ 〃 クビ １２０．９�
６１２ マイネヴァイザー 牝２黒鹿５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ３９８－２０１：２３．６クビ ５２．０�
２３ スズノフウジン 牡２栗 ５５ 柴山 雄一小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ４９２＋ ２１：２３．９２ ２９．７�
１１ パ ッ シ ョ ン 牝２栗 ５４ 吉田 隼人阿部 紀子氏 伊藤 伸一 浦河 大北牧場 ４３４－ ４１：２４．０� ５５．６�
２４ クラウンビション 牝２栗 ５４ 国分 優作矢野 悦三氏 日吉 正和 新ひだか 仲野牧場 ４５０± ０１：２４．３２ ３３９．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，８４５，２００円 複勝： ３６，６７５，８００円 枠連： １９，９９８，９００円

馬連： ５４，３１５，５００円 馬単： ３５，３４１，５００円 ワイド： ２５，４１９，０００円

３連複： ７７，３７２，９００円 ３連単： １３３，３４４，２００円 計： ４０５，３１３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １８０円 � ２３０円 � １，１８０円 枠 連（７－７） ２９０円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ４，０８０円 �� ３，７５０円

３ 連 複 ��� ２０，１５０円 ３ 連 単 ��� ５６，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２２８４５２ 的中 � ５１８１９（１番人気）
複勝票数 計 ３６６７５８ 的中 � ６６０３５（１番人気）� ４４７４１（４番人気）� ６１５８（１１番人気）
枠連票数 計 １９９９８９ 的中 （７－７） ５０９９４（１番人気）
馬連票数 計 ５４３１５５ 的中 �� ４０９００（２番人気）
馬単票数 計 ３５３４１５ 的中 �� １５１３８（２番人気）
ワイド票数 計 ２５４１９０ 的中 �� １５０５４（２番人気）�� １４５１（４２番人気）�� １５８４（３５番人気）
３連複票数 計 ７７３７２９ 的中 ��� ２８３４（５３番人気）
３連単票数 計１３３３４４２ 的中 ��� １７３１（１４６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．４―１２．２―１２．２―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．６―４６．８―５９．０―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノネイロ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１２．１１．１１ 東京１着

２０１０．４．１４生 牝２黒鹿 母 ア グ レ ス 母母 インヴォケイション ２戦２勝 賞金 １６，９６２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。
（非当選馬） ７頭 アジャストメント号・コズミックショア号・サウンドアドバイス号・ディパッション号・マイアイポイント号・

マンドレイク号・ワンダフルジュエル号



３５０３５１２月８日 晴 良 （２４中京３）第３日 第１１競走
豊明市市制施行４０周年記念

��
��２，０００�

と よ あ け

豊 明 特 別
発走１５時３５分 （芝・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
豊明市長賞（１着）

賞 品
本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．４
１：５６．１

良

良

６６ マイネルディーン 牡３青 ５６ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 ４５２＋ ２２：０２．５ ５．２�

５５ タニノシュヴァリエ 牡３青 ５６ 菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 ４８４－ ６２：０２．７１� １８．１�
３３ フェアリーレイ 牝５鹿 ５５ 藤懸 貴志植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９２－ ６ 〃 クビ ２６．４�
６７ アイウォントユー 牡５栗 ５７ 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４７０＋１２２：０２．８� ８．９�
７８ ヒラボクビクトリー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４５６＋ ６２：０２．９� ７．２�
８１０ ロードランパート 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７０＋ ２２：０３．０	 ２．８�
１１ ケルンフォーティー 牡３栗 ５６ 杉原 誠人谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４６２＋１０ 〃 ハナ ４４．３	
２２ トーホウストロング 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 ４９４＋１０２：０３．２� ４．５

７９ カネトシパサージュ 牡５黒鹿５７ 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４６６＋ ８２：０３．６２	 １０４．９�
４４ アマファソン 牝５黒鹿５５ 北村 友一吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４８６－ ８２：０３．７� ９．４�
８１１ スズカゲイル 牡７鹿 ５７ 大野 拓弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 小島牧場 ４０８－１２２：０４．３３	 １３３．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２８，６３５，３００円 複勝： ４３，３０４，４００円 枠連： ２０，０４０，２００円

馬連： ９５，４５１，３００円 馬単： ５７，２９５，０００円 ワイド： ３２，８１９，６００円

３連複： １１５，００１，２００円 ３連単： ２３１，９３２，８００円 計： ６２４，４７９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２３０円 � ５４０円 � ６７０円 枠 連（５－６） ２，４８０円

馬 連 �� ３，７５０円 馬 単 �� ５，２４０円

ワ イ ド �� １，１１０円 �� １，９４０円 �� ４，２００円

３ 連 複 ��� ２５，８６０円 ３ 連 単 ��� １１０，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２８６３５３ 的中 � ４３７４４（３番人気）
複勝票数 計 ４３３０４４ 的中 � ６００７０（３番人気）� １９４２０（７番人気）� １５３５６（８番人気）
枠連票数 計 ２００４０２ 的中 （５－６） ５９６９（１０番人気）
馬連票数 計 ９５４５１３ 的中 �� １８８２６（１６番人気）
馬単票数 計 ５７２９５０ 的中 �� ８０７１（２２番人気）
ワイド票数 計 ３２８１９６ 的中 �� ７５３１（１６番人気）�� ４１５５（２６番人気）�� １８７７（４０番人気）
３連複票数 計１１５００１２ 的中 ��� ３２８２（７２番人気）
３連単票数 計２３１９３２８ 的中 ��� １５４８（３２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．１―３６．５―４８．８―１：０１．０―１：１３．５―１：２５．８―１：３７．９―１：５０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．７
１
３
３－１－８，５，１０，２，６（４，１１）（７，９）
３＝１，８，５，１０（２，６）－１１，９，４，７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルディーン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．７．３０ 新潟２着

２００９．４．１６生 牡３青 母 ムービースクリーン 母母 ネクストムービー １２戦３勝 賞金 ３９，７７３，０００円
※ケルンフォーティー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３５０３６１２月８日 晴 良 （２４中京３）第３日 第１２競走 ��
��１，４００�

ち ゃ う す や ま

茶 臼 山 特 別
発走１６時１０分 （芝・左）

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

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１５ ダイワスペシャル �４栗 ５７ 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 ４９０－ ６１：２１．５ ８．９�

７１３ コ リ ー ヌ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８＋ ８ 〃 クビ １２．７�
６１２ アドマイヤコリン 牡４青鹿５７ 松山 弘平近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２１：２１．７１� ２．７�
２３ ウィザーズポケット 牡３鹿 ５６ 上村 洋行�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４５６－ ２１：２２．２３ １４．３�
８１７ ミヤコライジング 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ４５６＋１０１：２２．３	 ３５．４�
２４ 
 キングロンシャープ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 ４７８＋ ６１：２２．４クビ ６．７	
３６ ナオミノユメ 牝３鹿 ５４ 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４３６＋１４ 〃 クビ ５．６

１２ ブルースター 牡４栗 ５７ 中谷 雄太 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４７２＋ ８１：２２．５クビ ５０．０�
５１０ コスモルミナス 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 ４６８＋１６１：２２．７１� １５８．８�
７１４ ローザペルラ 牝５鹿 ５５ 丸山 元気吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５４＋ ６１：２３．０１	 ６２．１
６１１ ロンギングトゥユー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５００＋ ８ 〃 アタマ ９．４�
８１８ ピルケンハンマー 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５１６± ０１：２３．３２ ６５．３�
３５ � リ ト ル ド ア �６青鹿５７ 杉原 誠人山本 英俊氏 黒岩 陽一 米 Quay

Bloodstock ５０４＋ ６１：２３．５１ ３１６．４�
５９ � アンビホールドゥン 牝３芦 ５４ 中舘 英二�大樹ファーム 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs. Samuel

H. Rogers Jr. ４５４－ ６１：２３．９２� １８．５�
８１６ メイショウセトウチ 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 ４６０＋ ６ 〃 クビ ５０．８�
４８ 
 サカジロスイセイ 牡３鹿 ５６ 高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 日高 長谷部牧場 ４８０＋ ２１：２４．２１	 ８６．７�
４７ ジ ョ ー イ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦磯波 勇氏 高木 登 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２＋ ８１：２４．６２� ５２．４�
１１ ブルーミングメイン 牝４栗 ５５ 菱田 裕二内田 滋三氏 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４５４－ ６１：２５．５５ ３２５．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，３４４，７００円 複勝： ４７，２９９，０００円 枠連： ２２，９１２，５００円

馬連： ７４，６８９，８００円 馬単： ４４，４７６，３００円 ワイド： ３３，５７３，６００円

３連複： １０４，１４５，８００円 ３連単： １８１，３２５，７００円 計： ５３６，７６７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２６０円 � ３４０円 � １５０円 枠 連（７－７） ３，１４０円

馬 連 �� ３，７７０円 馬 単 �� ７，６４０円

ワ イ ド �� １，６２０円 �� ５５０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ３，６５０円 ３ 連 単 ��� ２７，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２８３４４７ 的中 � ２５２２０（４番人気）
複勝票数 計 ４７２９９０ 的中 � ４３１０８（４番人気）� ２９８５４（７番人気）� １１３６０３（１番人気）
枠連票数 計 ２２９１２５ 的中 （７－７） ５３９０（１２番人気）
馬連票数 計 ７４６８９８ 的中 �� １４６４４（１５番人気）
馬単票数 計 ４４４７６３ 的中 �� ４３０１（２９番人気）
ワイド票数 計 ３３５７３６ 的中 �� ４９１２（１８番人気）�� １５８５６（３番人気）�� ８１０８（７番人気）
３連複票数 計１０４１４５８ 的中 ��� ２１０６８（７番人気）
３連単票数 計１８１３２５７ 的中 ��� ４７８９（５８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．２―１１．８―１２．２―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．５―３３．７―４５．５―５７．７―１：０９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．０
３ ７－（８，９）（１１，１６）（１，１０）（１５，１８）（３，１７，１２）（２，６，１３，１４）４－５ ４ ７（８，９）（１０，１１，１６）１５（１，３，１８）１７（２，６，１２）１３（４，１４）５

勝馬の
紹 介

ダイワスペシャル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２０１０．１２．１９ 中山９着

２００８．４．５生 �４栗 母 パ ー レ イ 母母 Sister Aggie １１戦３勝 賞金 ２９，４０９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アフロディシアス号
（非抽選馬）２２頭 アグネスマチュア号・ウエスタンディオ号・ウォーターメジャー号・カシノラピス号・キクカバウンダー号・

キボウダクリチャン号・クイーンアルタミラ号・クラウンフィデリオ号・クレムリンシチー号・クロンドローリエ号・
サトノオリオン号・スズカサクセス号・セルリアンレッド号・タツストロング号・ツキミハナミ号・バルダメンテ号・
ヒシマーベラス号・ブリージーデイズ号・プレミアムカード号・メジロガストン号・モエレマリーア号・
ロマンスリップ号



（２４中京３）第３日 １２月８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 １９２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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１６３，８５０，０００円
２，０８０，０００円
４，１５０，０００円
１，９５０，０００円
１５，０７０，０００円
６４，８６７，５００円
４，９９２，０００円
１，８４３，２００円

勝馬投票券売得金
１９８，２４７，８００円
３２４，４５１，８００円
１４８，７０６，８００円
４４９，７３６，１００円
２９９，２８３，７００円
２１９，２９２，４００円
６４７，１２３，０００円
１，１０４，３５３，５００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ３，３９１，１９５，１００円

総入場人員 １２，４３９名 （有料入場人員 １１，２３６名）


