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３５０３７１２月９日 晴 良 （２４中京３）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走９時５５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� 基準タイム

中央レコード

１：１２．４
１：１０．２

重

不良

８１６ シャンパンルージュ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ B４６８＋ ２１：１３．１ ５．９�

８１５ ヒュウガミズキ 牝２鹿 ５４
５１ ▲横山 和生山岸 桂市氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 ４６４＋ ６１：１３．７３� １．６�

３６ ミエナイツバサ 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 加藤牧場 ４３６＋ ２１：１３．８� ３２．６�
４８ ポーラーシェーン 牝２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二山下 恭茂氏 加用 正 浦河 山下 恭茂 ４４０－ ２１：１４．２２� １０．４�
２４ ジャパンイモン 牝２栗 ５４ 黛 弘人井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４３６± ０１：１４．７３ ９．０�
４７ ランドブリーズ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム ４７８－ ２ 〃 ハナ １３．６�
２３ キョウワイリス 牝２鹿 ５４ 松田 大作	協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 ４４８－ ４１：１５．４４ ２８５．０

３５ コスモバレンタイン 牝２芦 ５４ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 中村農場 ４０８＋１８ 〃 アタマ １３８．３�
７１３ ク ー ル ナ ミ 牝２鹿 ５４ 梶 晃啓川上 哲司氏 目野 哲也 日高 新井 昭二 ４２０＋ ４１：１５．６１ ４０．４�
５９ ケンブリッジアトナ 牝２栗 ５４ 伊藤 工真中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４３６－１０１：１５．８１� ８６．７
７１４ カンタベリーサクラ 牝２鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一峰 哲馬氏 佐藤 全弘 日高 高藤 茂 ４５２± ０１：１６．１１� ２７０．４�
１１ タイセイブロンド 牝２栗 ５４

５１ ▲中井 裕二田中 成奉氏 羽月 友彦 新ひだか 畠山牧場 ４６２＋ ２１：１６．４１� ５８．５�
５１０ ドナヴェスタ 牝２栗 ５４ 川須 栄彦山田 貢一氏 鈴木 伸尋 浦河 桑田牧場 ４５０－１２１：１６．５� ７３．５�
６１２ ヤ マ ガ ー ル 牝２栗 ５４

５１ ▲山崎 亮誠西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 ５０２－１６１：１６．６クビ １６１．８�
６１１ クリノアンナプルナ 牝２鹿 ５４ 古川 吉洋栗本 博晴氏 日吉 正和 新冠 柏木 一則 ４４２－ ４ 〃 クビ ２２８．７�
１２ カシノハートフル 牝２黒鹿５４ 酒井 学柏木 務氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 ４７０＋ ４１：１７．２３� ２３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，７３８，２００円 複勝： ２６，２７１，０００円 枠連： ７，２１１，１００円

馬連： ２０，４６６，１００円 馬単： １６，９６８，２００円 ワイド： １１，２２５，１００円

３連複： ３２，５９７，０００円 ３連単： ５６，４６０，８００円 計： １８１，９３７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � ３８０円 枠 連（８－８） ５１０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド �� ３００円 �� １，２６０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ３，０５０円 ３ 連 単 ��� １９，８６０円

票 数

単勝票数 計 １０７３８２ 的中 � １４４８８（２番人気）
複勝票数 計 ２６２７１０ 的中 � ２０７７６（２番人気）� １６１９４１（１番人気）� ７４８５（６番人気）
枠連票数 計 ７２１１１ 的中 （８－８） １０６００（３番人気）
馬連票数 計 ２０４６６１ 的中 �� ２５７４７（３番人気）
馬単票数 計 １６９６８２ 的中 �� ９０３２（４番人気）
ワイド票数 計 １１２２５１ 的中 �� １０５５９（２番人気）�� １９９５（１５番人気）�� ４０１９（６番人気）
３連複票数 計 ３２５９７０ 的中 ��� ７９１０（１１番人気）
３連単票数 計 ５６４６０８ 的中 ��� ２０９９（５７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．４―１２．３―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．４―３４．８―４７．１―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャンパンルージュ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Point Given デビュー ２０１２．８．４ 新潟１２着

２０１０．２．２５生 牝２鹿 母 ペルサントクリール 母母 Try N Sue ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノハートフル号は，平成２５年１月９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ブラウンマンボー号
（非抽選馬） １頭 スマートノワール号

３５０３８１２月９日 晴 良 （２４中京３）第４日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１０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

４７ ヴァンガード 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０２＋１０１：５４．１ ３５．０�

２４ リーゼントブルース 牡３芦 ５６
５３ ▲藤懸 貴志三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B４７８＋ ８１：５４．２� ３．０�

１１ � シンクヴェトリル 牡３鹿 ５６
５３ ▲中井 裕二�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd

Browning ５４８－ ２１：５４．６２	 ５．９�
４８ � サダルメリク 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess ４９０＋ ２１：５４．７クビ ４．１�
６１１ ビービーアックス 牡４鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４８８± ０１：５４．８� ２８．７�
６１２ マルティニーク 牡５鹿 ５７ 松田 大作 �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム ５００± ０１：５５．６５ ９．２	
１２ レッドジャクソン 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 ５４８－ ６ 〃 ハナ １１．１

７１３ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５

５２ ▲横山 和生近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム B４５２＋ ２１：５５．９２ ４９．１�

２３ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５ 田中 博康�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６４－１２１：５６．０クビ ９９．９�
５１０
 レッドハート 牝４鹿 ５５ 岩部 純二�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 ４４４－ ６１：５６．１� ３０５．３
８１６
 エルヘイロー 牡４黒鹿５７ 中舘 英二黒岩 晴男氏 二ノ宮敬宇 日高 �橋 耀代 ５００＋１０１：５６．５２	 １５．２�
３５ ヤマニンクラバット 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４８８－ ２１：５６．６クビ ９４．４�
８１５
 スプリングオー �３黒鹿 ５６

５４ △西村 太一栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 ４６０＋ ４１：５６．７� ２８０．８�
７１４ シルバーレイショウ 牡３芦 ５６ 酒井 学池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２６＋ ２１：５７．０２ ８．０�
３６ 
 オンワードナスキー 牡３栗 ５６ 黛 弘人中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４５２± ０１：５７．５３ ３２１．３�
５９ アルファウイング 牡３栗 ５６ 梶 晃啓�貴悦 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 ４８２＋ ４１：５７．７１	 ２１６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，４３４，７００円 複勝： １９，５０１，９００円 枠連： ７，３６４，４００円

馬連： ２４，１１３，４００円 馬単： １７，１２３，１００円 ワイド： １３，５９２，６００円

３連複： ３６，８６４，７００円 ３連単： ５８，１１３，９００円 計： １８９，１０８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５００円 複 勝 � ９９０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（２－４） ５７０円

馬 連 �� １０，３３０円 馬 単 �� ２９，８８０円

ワ イ ド �� ２，７９０円 �� ５，２３０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １７，２５０円 ３ 連 単 ��� ２３０，５９０円

票 数

単勝票数 計 １２４３４７ 的中 � ２８０４（９番人気）
複勝票数 計 １９５０１９ 的中 � ３７３２（１０番人気）� ４３２１５（１番人気）� ２３６６８（３番人気）
枠連票数 計 ７３６４４ 的中 （２－４） ９６８０（１番人気）
馬連票数 計 ２４１１３４ 的中 �� １７２３（３０番人気）
馬単票数 計 １７１２３１ 的中 �� ４２３（６９番人気）
ワイド票数 計 １３５９２６ 的中 �� １１２７（３１番人気）�� ５９２（４２番人気）�� １０１９９（２番人気）
３連複票数 計 ３６８６４７ 的中 ��� １５７８（５４番人気）
３連単票数 計 ５８１１３９ 的中 ��� １８６（５３５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１３．３―１３．１―１２．５―１２．４―１２．９―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３７．７―５０．８―１：０３．３―１：１５．７―１：２８．６―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンガード �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Dubai Millennium デビュー ２０１１．１１．１３ 京都３着

２００９．５．１０生 牡３鹿 母 スプリングレイン 母母 ストームソング １１戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔制裁〕 レッドジャクソン号の騎手丸田恭介は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 コスモガラサ号・スピアナート号・タガノグーフォ号・ニシノキミヨ号

第３回 中京競馬 第４日



３５０３９１２月９日 晴 良 （２４中京３）第４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）

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

５１０ スズノハヤブサ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太阿部 雅子氏 佐藤 正雄 新ひだか 漆原 哲雄 ４９４＋１２１：１２．５ ５．９�

６１２ ジャマイカジョー 牡４黒鹿５７ 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４７２＋ ２１：１２．７１ ５．０�
３５ ガールズストーリー 牝４黒鹿５５ 北村 友一吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４３０＋ ８ 〃 ハナ ９．１�
４８ パライバトルマリン 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 浦河 津島 優治 ４９８＋ ４１：１２．８� １７．３�
４７ ワンダーゴヴェルノ 牡４栗 ５７

５４ ▲菱田 裕二山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４４０＋ ６１：１３．０１� １０．５�
８１５ ストリートハンター 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５０６＋１２ 〃 ハナ ３．１�
５９ ノボジュピター 牡６栗 ５７ 川須 栄彦	LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７２＋１２ 〃 ハナ １７．２

７１４ シ ゲ ル ユ ズ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 友田牧場 ４８２＋ ８１：１３．２１� ８．９�
２３ ヴァルナビット 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 ４９２＋２６１：１３．３クビ ６９．５�
２４ フ レ イ ヤ 牝６鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５２６＋ ６１：１３．４� １０３．５
８１６ ヒカルランナー 牡３鹿 ５６

５４ △西村 太一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ５２４－１０１：１３．６１� ２５．９�
１２ サハラブレイヴ 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志 	グリーンファーム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ５１２＋２０ 〃 アタマ ８３．０�
６１１ カシノアクセル 牡４鹿 ５７

５４ ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 片山 建治 ４４４－ ２１：１３．８１� ２５２．５�
３６ パイクスピーク 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦 �社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム ５１４＋ ６１：１４．１２ ４４．０�
１１ フェブムービング 牡５鹿 ５７ 松田 大作釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 B４９４＋ ３１：１５．４８ ４３．４�
７１３ ワイズアンドクール �４黒鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人青芝商事	 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：１６．０３� １３２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，６９９，６００円 複勝： ２５，３２８，８００円 枠連： ９，６４９，７００円

馬連： ２８，１４７，７００円 馬単： １９，０６８，１００円 ワイド： １５，７５５，２００円

３連複： ４３，７５５，３００円 ３連単： ６５，５９７，８００円 計： ２２３，００２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２１０円 � １５０円 � ２５０円 枠 連（５－６） １，０９０円

馬 連 �� １，６４０円 馬 単 �� ３，４５０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ７９０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ３，４５０円 ３ 連 単 ��� ２０，０００円

票 数

単勝票数 計 １５６９９６ 的中 � ２１２９９（３番人気）
複勝票数 計 ２５３２８８ 的中 � ３１２４６（３番人気）� ５３１６３（１番人気）� ２３０３３（６番人気）
枠連票数 計 ９６４９７ 的中 （５－６） ６５３５（４番人気）
馬連票数 計 ２８１４７７ 的中 �� １２７２２（５番人気）
馬単票数 計 １９０６８１ 的中 �� ４０８９（１０番人気）
ワイド票数 計 １５７５５２ 的中 �� ７９２７（２番人気）�� ４７８０（９番人気）�� ６５９２（６番人気）
３連複票数 計 ４３７５５３ 的中 ��� ９３７１（５番人気）
３連単票数 計 ６５５９７８ 的中 ��� ２４２１（３２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．２―１２．５―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．３―３４．５―４７．０―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノハヤブサ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１１．１１．１３ 京都３着

２００９．３．３０生 牡３鹿 母 スズノパンサー 母母 スズノナルビー ６戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シンボリルマン号・トランドネージュ号
（非抽選馬） １頭 アポロパックマン号

３５０４０１２月９日 晴 良 （２４中京３）第４日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時２５分 （芝・左）

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

中央レコード

１：１１．６
１：０７．８

重

良

５１０ オメガファイター 牡２鹿 ５５ 北村 友一原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４８６＋１６１：１０．３レコード ３．７�

８１７ メイショウソウイン 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 赤田牧場 ４４４－ ８１：１０．６２ ２．０�
５９ エムエフフラワー 牝２青鹿 ５４

５２ △西村 太一�和田牧場 和田 正道 浦河 中村 雅明 ４８６－ ６ 〃 アタマ ５．３�
３６ ミラクルチャンス 牝２栗 ５４ 西田雄一郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新ひだか 真歌田中牧場 ４９２－ ２１：１０．９１� １１６．０�
７１３ サマーフェアリー 牝２栗 ５４ 中舘 英二セゾンレースホース� 畠山 吉宏 安平 追分ファーム ４３２－ ２１：１１．０� １４．９�
７１４ ワイドキング 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志幅田 昌伸氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 B４７２－ ８１：１１．１� ３６．２	
１２ フェアリーシチー 牝２芦 ５４ 上村 洋行 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 幌村牧場 ４４８－ ４１：１１．３１ １４６．５

６１１ クリノローツェ 牝２黒鹿５４ 伊藤 工真栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 平山牧場 ４７０－ ８ 〃 クビ １４７．２�
４７ タッテハンジョウ 牡２栗 ５５

５２ ▲横山 和生平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４５４－１０ 〃 ハナ ５８．３�
８１６ エヴリシーズン 牡２鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人有限会社シルク佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４２８＋１２１：１１．４� ２８．８
８１８ プリマチュチュ 牝２栗 ５４ 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４６－１０ 〃 クビ ２０１．６�
６１２ レディーピンク 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 ４２８－１２１：１１．５� ２２．３�
１１ ショウブスター 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人長塩 豊氏 菅原 泰夫 青森 一山育成牧場 ４４６－１４ 〃 クビ ２１．９�
３５ ロングピアチェーレ 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか 金舛 幸夫 ４５８－ ２１：１１．６クビ １６５．５�
７１５ アウェーキンザール 牡２芦 ５５ 高倉 稜岡田 牧雄氏 松永 昌博 浦河 笹地牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ ２６５．５�
２４ カシノビッグベン 牡２栗 ５５

５２ ▲菱田 裕二柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４８６± ０１：１１．９１� ２６３．８�
４８ ポンドゥレーヴ 牝２鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ １１５．９�
２３ レディースワロー 牝２鹿 ５４ 黛 弘人中村 浩章氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 ４３６－ ６ 〃 クビ ２０８．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，８３０，３００円 複勝： ２０，１７８，９００円 枠連： １０，７７０，１００円

馬連： ２５，５９１，６００円 馬単： １９，０９３，３００円 ワイド： １４，７０２，８００円

３連複： ３６，９７８，９００円 ３連単： ６２，３５７，０００円 計： ２０５，５０２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（５－８） ２３０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ４２０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� ３，２１０円

票 数

単勝票数 計 １５８３０３ 的中 � ３４５９４（２番人気）
複勝票数 計 ２０１７８９ 的中 � ３２７５３（２番人気）� ５８２７２（１番人気）� ３２１６５（３番人気）
枠連票数 計 １０７７０１ 的中 （５－８） ３５５６７（１番人気）
馬連票数 計 ２５５９１６ 的中 �� ４０３０２（１番人気）
馬単票数 計 １９０９３３ 的中 �� １４４２７（３番人気）
ワイド票数 計 １４７０２８ 的中 �� ２１６４２（１番人気）�� ７４２８（４番人気）�� １４８５６（２番人気）
３連複票数 計 ３６９７８９ 的中 ��� ３７３１５（１番人気）
３連単票数 計 ６２３５７０ 的中 ��� １４３７０（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．９―１１．９―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．９―４６．８―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガファイター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー ２０１２．７．２２ 中京２着

２０１０．３．２生 牡２鹿 母 オメガトゥルカラー 母母 レリックレーヌ ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円



３５０４１１２月９日 晴 良 （２４中京３）第４日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時５５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� 基準タイム

中央レコード

２：０３．６
１：５９．９

良

良

４４ タガノトネール �２鹿 ５５ 鮫島 良太八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７８ ―２：０５．８ ４．１�

６８ コスミックワンダー 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４８４ ― 〃 クビ ２２．３�
６７ アメリカンドリーム 牡２鹿 ５５ 北村 友一杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 ５０４ ―２：０５．９クビ ５．４�
５６ デンコウウンリュウ 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦田中 康弘氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ５０２ ― 〃 アタマ ４９．５�
７９ エーティーダンガン 牡２青鹿５５ 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 ４５６ ―２：０６．１１ ５１．３�
２２ ステージジャンプ 牡２鹿 ５５ 荻野 琢真小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ５０８ ― 〃 クビ ３．３�
３３ ハリウッドミューズ 牝２栗 ５４ 中舘 英二 �キャロットファーム 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４６２ ―２：０６．２� ６．５	
７１０ キ マ モ リ 牡２黒鹿５５ 高倉 稜諸江 幸祐氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４６２ ―２：０６．４１� ９．０

１１ 	 マイネアラベスク 牝２鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 仏 Mr Slim

Chiboub ４３０ ― 〃 クビ ３２．２�
５５ ハギノブシドウ 牡２栗 ５５ 古川 吉洋日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 ５１６ ―２：０６．８２
 ４８．３
８１２ ト リ ロ ジ ー 牝２青鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６６ ―２：０８．０７ １０．５�

８１１ ハ イ カ ム 牡２青鹿５５ 松田 大作古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド ４９４ ―２：１１．８大差 ３９．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，７３８，０００円 複勝： １９，５４２，９００円 枠連： ７，４１５，５００円

馬連： ２３，０７１，７００円 馬単： １７，３８５，８００円 ワイド： １２，５７８，３００円

３連複： ３２，７７５，２００円 ３連単： ５７，６８３，９００円 計： １８３，１９１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ５１０円 � ２００円 枠 連（４－６） ８６０円

馬 連 �� ５，５２０円 馬 単 �� １０，０１０円

ワ イ ド �� １，４３０円 �� ４２０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ７，３３０円 ３ 連 単 ��� ６６，１１０円

票 数

単勝票数 計 １２７３８０ 的中 � ２４９４０（２番人気）
複勝票数 計 １９５４２９ 的中 � ３７２７３（２番人気）� ７６３５（８番人気）� ２８４２０（３番人気）
枠連票数 計 ７４１５５ 的中 （４－６） ６４０１（２番人気）
馬連票数 計 ２３０７１７ 的中 �� ３０８７（１９番人気）
馬単票数 計 １７３８５８ 的中 �� １２８３（３４番人気）
ワイド票数 計 １２５７８３ 的中 �� ２０６２（１９番人気）�� ８０８１（２番人気）�� ２３２２（１７番人気）
３連複票数 計 ３２７７５２ 的中 ��� ３３０４（２３番人気）
３連単票数 計 ５７６８３９ 的中 ��� ６４４（１９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２４．８―３８．４―５１．５―１：０４．４―１：１７．３―１：２９．８―１：４２．３―１：５３．８

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

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

勝馬の
紹 介

タガノトネール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

２０１０．５．１２生 �２鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

３５０４２１２月９日 晴 良 （２４中京３）第４日 第６競走 ��１，８００�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

１：４９．４
１：４７．８

良

重

３６ オーシュペール 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４５６－ ６１：５４．９ １．６�

６１２ タケデンサイレント 牝３鹿 ５４ 黛 弘人武市 弘氏 奥平 雅士 新ひだか 久米 和夫 ４６２－ ２１：５５．６４ ７．９�
１１ シルクシンフォニー 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４５６－ ６１：５６．０２� １５．４�
２４ アルデュイナ 牝５鹿 ５５

５２ ▲横山 和生前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－１４ 〃 ハナ ２０．１�
８１６� ホワイトジュエル 牝５芦 ５５

５３ △西村 太一 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４３６－１８ 〃 クビ １９３．１	
７１３� ピンクデージー 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４９８＋ ６１：５６．１クビ ９．０

４７ ゴールドエンジュ 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４４６－ ８１：５６．５２� ３３．５�
５１０ エーシンジェネシス 牝４鹿 ５５ 中舘 英二�栄進堂 松永 昌博 浦河 高野牧場 ４９６＋ ２ 〃 クビ １４．３�
７１４� トーホウビューティ 牝４栗 ５５ 伊藤 工真東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６２－ ６１：５６．６� １９．２
２３ パーティブロッサム 牝３黒鹿５４ 酒井 学飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋ ４１：５６．７クビ １０４．２�
３５ メテオレイン 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４５６－ ４ 〃 アタマ ３９．０�
５９ ラブソネット 牝５鹿 ５５ 高倉 稜金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：５６．９１� ３３．３�
６１１ メイショウジビュス 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４７２± ０１：５７．８５ １４９．９�
１２ レッドマーベル 牝４鹿 ５５ 北村 友一 �東京ホースレーシング 領家 政蔵 平取 坂東牧場 ５００± ０１：５８．８６ ６９．８�
４８ � クラウンプリズム 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 ４６４＋ ４１：５８．９� ２６２．２�
８１５ レジオンドヌール 牝３芦 ５４ 松田 大作 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前川牧場 ４５０－ ６１：５９．１１� １３０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，８０１，１００円 複勝： ２７，４８８，５００円 枠連： １０，１４５，９００円

馬連： ２６，２７７，９００円 馬単： ２１，８３１，５００円 ワイド： １５，７６１，０００円

３連複： ４２，１２２，７００円 ３連単： ７３，６２５，５００円 計： ２３３，０５４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２４０円 枠 連（３－６） ４７０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ４００円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 ��� ４，９７０円

票 数

単勝票数 計 １５８０１１ 的中 � ８２１９３（１番人気）
複勝票数 計 ２７４８８５ 的中 � １３３４１４（１番人気）� ２８７３７（２番人気）� １７６５４（４番人気）
枠連票数 計 １０１４５９ 的中 （３－６） １６０９５（１番人気）
馬連票数 計 ２６２７７９ 的中 �� ３３１６２（１番人気）
馬単票数 計 ２１８３１５ 的中 �� ２１６５６（１番人気）
ワイド票数 計 １５７６１０ 的中 �� １５６０４（１番人気）�� ９７３３（３番人気）�� ３５５８（１１番人気）
３連複票数 計 ４２１２２７ 的中 ��� １６２４０（３番人気）
３連単票数 計 ７３６２５５ 的中 ��� １０９４４（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３７．７―５０．０―１：０２．２―１：１５．１―１：２８．３―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーシュペール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー ２０１１．７．１７ 新潟９着

２００９．３．１７生 牝３鹿 母 レディマーメイド 母母 Mother of Pearl １４戦２勝 賞金 ２８，３７０，０００円
〔制裁〕 タケデンサイレント号の騎手黛弘人は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メイショウヒメユリ号
（非抽選馬） ３頭 コスモディクタット号・シェーンレーヴェ号・トニフィカーレ号



３５０４３１２月９日 晴 良 （２４中京３）第４日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１５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

１：２２．５
１：２１．５

良

不良

３５ タイセイマスタング 牡３栗 ５６ 鮫島 良太田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 ５２０＋ ６１：２５．９ ４１．５�

６１２� ウエスタンムサシ 牡３芦 ５６ 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム ４９２－１６ 〃 ハナ ８．７�
２３ ペガサスヒルズ 牡５栗 ５７ 吉田 隼人吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B４７８＋ ４１：２６．１１� １．７�
５１０ コーリンギデオン 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４７４＋ ８ 〃 クビ ９．４�
７１４ ニイハオジュウクン 牡４鹿 ５７ 上村 洋行鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４５０＋１２１：２６．２クビ ２０．３�
７１３� シゲルアボカド 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 ４８４－ ３１：２６．３� １９．８�
５９ ハナノシンノスケ 牡５鹿 ５７ 荻野 琢真池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B４７４－ ８ 〃 アタマ ２４．５�
３６ スノウプリンス 牡４栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４７０－１２１：２６．５１ １８８．１	
４７ ベルモントフェスタ 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真 
ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ５５６－ ４ 〃 クビ ５２．６�
１１ グランプリブルー 牡３栗 ５６ 川須 栄彦�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B４７８＋ ２１：２６．６� ６．８
４８ ゴールデンウィナー 牡３栗 ５６

５３ ▲菱田 裕二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４７２± ０ 〃 クビ ３１．３�
１２ アドバンスコンドル 牡３鹿 ５６ 酒井 学西川 隆士氏 松山 将樹 新ひだか 今 牧場 ４９６± ０１：２６．８１ ６６．１�
８１５ エクスビート 牡４鹿 ５７

５５ △西村 太一前原 敏行氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４５０＋ ４１：２７．２２� １９０．１�
６１１ ドリームガイド 牡４青鹿５７ 田中 健セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 平山牧場 ４７８＋ ８１：２７．３クビ ２３４．１�
２４ � スターウォーズ 牡５黒鹿５７ 中舘 英二中村 祐子氏 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム ４９２＋ ４ 〃 クビ ４４．５�
８１６� ジパングダマシイ 牡５鹿 ５７ 北村 友一西村 憲人氏 大根田裕之 日高 佐々木 直孝 ４８８－ ３１：２７．８３ ３４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２７５，８００円 複勝： ２７，７４３，２００円 枠連： ９，５３２，０００円

馬連： ２６，７７９，６００円 馬単： ２２，５２８，４００円 ワイド： １５，８１６，５００円

３連複： ４０，４２３，７００円 ３連単： ７８，３６２，９００円 計： ２３７，４６２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１５０円 複 勝 � ８００円 � ２６０円 � １１０円 枠 連（３－６） ８，７００円

馬 連 �� １１，２７０円 馬 単 �� ３０，１８０円

ワ イ ド �� ２，９００円 �� １，１４０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ６，９３０円 ３ 連 単 ��� ９１，２２０円

票 数

単勝票数 計 １６２７５８ 的中 � ３０９７（１０番人気）
複勝票数 計 ２７７４３２ 的中 � ５３９０（１２番人気）� ２１７６０（４番人気）� １１１５３２（１番人気）
枠連票数 計 ９５３２０ 的中 （３－６） ８０９（２４番人気）
馬連票数 計 ２６７７９６ 的中 �� １７５４（３１番人気）
馬単票数 計 ２２５２８４ 的中 �� ５５１（７２番人気）
ワイド票数 計 １５８１６５ 的中 �� １２３８（２９番人気）�� ３２７８（１２番人気）�� １１８３４（３番人気）
３連複票数 計 ４０４２３７ 的中 ��� ４３１１（２２番人気）
３連単票数 計 ７８３６２９ 的中 ��� ６３４（２６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．２―４７．７―１：００．８―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイマスタング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１１．１１．２６ 小倉１着

２００９．２．２４生 牡３栗 母 キョウワモンロー 母母 プティットイル ３戦２勝 賞金 １３，７００，０００円
※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） ３頭 カネトシミント号・キョウエイショウリ号・シンボリシュテルン号
（非抽選馬） １頭 ユキノラムセス号

３５０４４１２月９日 晴 良 （２４中京３）第４日 第８競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４５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

１：４９．４
１：４７．８

良

重

２４ トップストライド 牡４鹿 ５７
５４ ▲長岡 禎仁�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 B４９２－ ６１：５５．２ １２．８�

２３ プルーフポジティブ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲藤懸 貴志山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４５０－１２ 〃 アタマ ７５．１�

７１４ レッドオブガバナー 牡４鹿 ５７ 荻野 琢真�橋 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 B４９４＋ ２ 〃 ハナ １７．２�
１１ クリアザウェイ 牝４黒鹿５５ 伊藤 工真 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム ４７８－ ８１：５５．３クビ １９．５�
４８ ジ ェ イ ド 牡３芦 ５６

５３ ▲横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５３６＋ ２ 〃 ハナ ９．６�
８１５ メイショウヤギュウ 牡３栗 ５６

５３ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４６８－ ４ 〃 クビ ２．６�
３５ ウ ィ ロ ー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二 H.H．シェイク・ハムダン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８６＋ ８１：５５．４クビ １０．１	

１２ リバーロイヤル 牡４栗 ５７
５５ △西村 太一河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４７４＋ ４１：５５．５� １４．７


３６ ラブミーニキータ 牝４芦 ５５ 黛 弘人小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５１６－ ２１：５５．９２� １０．４�
６１２� デルマクリシュナ 牡４栗 ５７

５４ ▲山崎 亮誠浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ５０６－ ４ 〃 クビ １９９．３�
５９ ビコークラウン 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４７６＋１４１：５６．０� ２３９．８
７１３ レッドヴェレーナ 牝３青 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４１６－ ６１：５６．３１� ６．８�
８１６ ア ラ デ ィ ン 牡３栗 ５６ 小野寺祐太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２＋ ２１：５６．５１� ２５．６�
４７ � コイスキャーレ 牡５黒鹿５７ 田中 健浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ５５０－ ４ 〃 クビ １０８．３�
５１０ ホシニイノリヲ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５２０＋ ４１：５６．９２� １２．６�
６１１ スリーデビッド �４黒鹿 ５７

５４ ▲原田 和真永井商事� 武 宏平 浦河 高村牧場 ４８４＋１２１：５７．２２ ５０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９９７，２００円 複勝： ２４，５６９，１００円 枠連： １１，８１１，６００円

馬連： ３０，９３１，８００円 馬単： ２０，９３７，６００円 ワイド： １６，４８６，９００円

３連複： ４６，６２０，３００円 ３連単： ７５，７３０，５００円 計： ２４２，０８５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ３８０円 � ２，６９０円 � ３６０円 枠 連（２－２） ３５，３００円

馬 連 �� ３２，２５０円 馬 単 �� ５８，３１０円

ワ イ ド �� ８，１００円 �� １，９７０円 �� ８，８９０円

３ 連 複 ��� １１２，４４０円 ３ 連 単 ��� ６８９，９９０円

票 数

単勝票数 計 １４９９７２ 的中 � ９２６７（７番人気）
複勝票数 計 ２４５６９１ 的中 � １８２１８（５番人気）� ２１００（１４番人気）� １９３７８（４番人気）
枠連票数 計 １１８１１６ 的中 （２－２） ２４７（３３番人気）
馬連票数 計 ３０９３１８ 的中 �� ７０８（６３番人気）
馬単票数 計 ２０９３７６ 的中 �� ２６５（１２５番人気）
ワイド票数 計 １６４８６９ 的中 �� ４９６（６４番人気）�� ２１０９（２２番人気）�� ４５２（６９番人気）
３連複票数 計 ４６６２０３ 的中 ��� ３０６（２２７番人気）
３連単票数 計 ７５７３０５ 的中 ��� ８１（１４０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．４―５０．７―１：０３．６―１：１６．３―１：２９．０―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トップストライド �
�
父 アルカセット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１０．１１．２０ 福島７着

２００８．３．２８生 牡４鹿 母 レッドプライム 母母 スプラッシュクイン ２１戦２勝 賞金 １８，５２０，０００円
〔制裁〕 リバーロイヤル号の調教師作田誠二は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。



３５０４５１２月９日 晴 良 （２４中京３）第４日 第９競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１５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 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

１：３２．８
１：３０．７

良

良

７１３ クイーンリヴィエラ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲横山 和生永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４２０－ ４１：３５．０ ２４．４�

３６ マイネイディール 牝４青鹿５５ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４９２－ ６１：３５．１� ２５．７�

５９ キープビリービング 牡３黒鹿５６ 田中 博康�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ ８６．５�
８１５� グローリアスローズ 牝４栗 ５５

５２ ▲菱田 裕二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２ 〃 ハナ ４．５�
７１４ ユッカマウンテン 牝３栗 ５４ 荻野 琢真吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４１：３５．２クビ ４．６�
４８ ツインエンジェルズ 牝４青 ５５ 吉田 隼人吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４４０－１２ 〃 クビ １０．９	
６１２ ジェネスサンキュー 牡４芦 ５７ 宮崎 北斗山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム ４５６－ ２１：３５．４１� ９．９

４７ テラノイロハ 牝３青鹿５４ 松田 大作寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ８１：３５．５クビ １０．７�
１１ ステージナーヴ 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４２８＋ ４１：３５．７１� １４．９�
１２ ミヤビアミュレット 牡３青鹿 ５６

５３ ▲長岡 禎仁村上 義勝氏 小島 茂之 日高 浜本牧場 ４７６－ ２１：３５．８クビ １３．３
５１０ マイネルコランダム 牡３青鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム ４６８＋ ８１：３５．９� ７２．１�
２４ セフティオリビエト 牡３栗 ５６ 古川 吉洋池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ５０６－ ２１：３６．２１� ６．５�
３５ インパクトゲーム 牝４黒鹿５５ 北村 友一 �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２１：３６．４１� １４．２�
２３ ブロードピーク 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４２４＋１８１：３６．５� ３５．０�
６１１ クラウディーハート 牝３鹿 ５４ 中舘 英二 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 有限会社

松田牧場 ４６０－ ８１：３６．８１� １１９．９�
８１６ サトノフォワード 牝４栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７６＋１４１：３８．３９ ３６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５１４，６００円 複勝： ２６，８１９，１００円 枠連： １２，９９５，０００円

馬連： ３７，８３８，１００円 馬単： ２３，６１３，６００円 ワイド： １９，１９２，４００円

３連複： ５７，０７５，４００円 ３連単： ９４，００４，８００円 計： ２８８，０５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４４０円 複 勝 � １，０７０円 � ７８０円 � １，７４０円 枠 連（３－７） ２，０５０円

馬 連 �� ３３，０１０円 馬 単 �� ６４，０７０円

ワ イ ド �� ７，５４０円 �� ２３，１９０円 �� １３，８８０円

３ 連 複 ��� ４４３，３９０円 ３ 連 単 ��� ２，４７７，７００円

票 数

単勝票数 計 １６５１４６ 的中 � ５３３８（１０番人気）
複勝票数 計 ２６８１９１ 的中 � ６５８９（１２番人気）� ９３３２（１０番人気）� ３９５２（１５番人気）
枠連票数 計 １２９９５０ 的中 （３－７） ４６９６（１１番人気）
馬連票数 計 ３７８３８１ 的中 �� ８４６（７９番人気）
馬単票数 計 ２３６１３６ 的中 �� ２７２（１５８番人気）
ワイド票数 計 １９１９２４ 的中 �� ６２９（７１番人気）�� ２０３（１０９番人気）�� ３４０（１０１番人気）
３連複票数 計 ５７０７５４ 的中 ��� ９５（４６８番人気）
３連単票数 計 ９４００４８ 的中 ��� ２８（２６５１番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３５．２

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

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

クイーンリヴィエラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 French Deputy デビュー ２０１２．３．３ 阪神５着

２００９．２．５生 牝３黒鹿 母 フレンチリヴィエラ 母母 Actinella ７戦２勝 賞金 １４，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ウインロザリー号
（非抽選馬） ４頭 シークレットベース号・ニュアージゲラン号・ビームライフル号・フライングバルーン号

３５０４６１２月９日 晴 良 （２４中京３）第４日 第１０競走 ��
��１，４００�

お お す

大 須 特 別
発走１４時５０分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．１２．１０以降２４．１２．２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 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２２．５
１：２１．５

良

不良

６１１ コウセイコタロウ 牡３黒鹿５５ 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 ４８８－ ２１：２４．２ ５．２�

２４ バ ル ー ン 牡５鹿 ５５ 丸田 恭介白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 B４９０－ ８１：２４．５１� ５２．５�
８１６ トキノエクセレント 牡４黒鹿５７ 平野 優田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４６２－ ８１：２４．９２� ５．３�
２３ プ リ ュ ム 牝３栗 ５１ 上村 洋行 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B４４０－ ４ 〃 ハナ １０．１�
１１ パールブロッサム 牝３鹿 ５２ 鮫島 良太中野 義一氏 中尾 秀正 日高 福満牧場 ４３２－ ２ 〃 クビ ３．８�
７１３ ダノンプリマドンナ 牝５黒鹿５１ 荻野 琢真�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４６６－ ２１：２５．０クビ ８７．６	
７１４ リープオブフェイス 牝５芦 ５３ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム ４７２－ ２ 〃 クビ １７．５

５１０ バンドゥロンシャン 牡６栗 ５４ 菱田 裕二 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：２５．１クビ ５０．６�
４７ ケイアイアポロン 牡４鹿 ５４ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田牧場 ５１６－ ６１：２５．３１� １０．８�
５９ マジックアロー 牡６鹿 ５４ 古川 吉洋�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４６４± ０ 〃 クビ ４９．３
４８ ラッシュザワーク 牡５栗 ５４ 田中 博康 �グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４１：２５．５１� ７４．０�
１２ ホホヲヨセテ 牝４鹿 ５２ 杉原 誠人小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 B４４２－ ２１：２５．６� ３９．１�
３５ フェブスカイ 牡５鹿 ５３ 高倉 稜釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４５８＋２２１：２５．８１� １３６．９�
６１２	 アグネスティンクル 牡５栗 ５４ 丹内 祐次渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４７０－ ２ 〃 ハナ ３９．５�
８１５ アナスタシアブルー 牝３鹿 ５３ 北村 友一 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ８１：２６．０１� ４．７�
３６ 
 サクラエンブレム 牡５青 ５５ 渡辺 薫彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ５０４－ ２ 〃 クビ ５７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５１６，３００円 複勝： ３３，５４８，９００円 枠連： １８，０９１，８００円

馬連： ５１，４５５，３００円 馬単： ３２，３７９，０００円 ワイド： ２３，０１２，９００円

３連複： ７３，９４１，９００円 ３連単： １２７，８８９，６００円 計： ３７９，８３５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ８９０円 � ２２０円 枠 連（２－６） ２，６００円

馬 連 �� １０，６４０円 馬 単 �� １８，１２０円

ワ イ ド �� ３，６００円 �� ５３０円 �� ３，６５０円

３ 連 複 ��� １３，８００円 ３ 連 単 ��� ９０，４１０円

票 数

単勝票数 計 １９５１６３ 的中 � ２９８０２（３番人気）
複勝票数 計 ３３５４８９ 的中 � ５４３８１（２番人気）� ７６５８（１１番人気）� ４２７５８（４番人気）
枠連票数 計 １８０９１８ 的中 （２－６） ５１４３（１１番人気）
馬連票数 計 ５１４５５３ 的中 �� ３５６９（３２番人気）
馬単票数 計 ３２３７９０ 的中 �� １３１９（５５番人気）
ワイド票数 計 ２３０１２９ 的中 �� １５０５（３９番人気）�� １１６５３（４番人気）�� １４８４（４０番人気）
３連複票数 計 ７３９４１９ 的中 ��� ３９５７（３９番人気）
３連単票数 計１２７８８９６ 的中 ��� １０４４（２５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．３―４７．５―１：００．０―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウセイコタロウ �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．８．６ 小倉３着

２００９．３．８生 牡３黒鹿 母 シルクグラフィック 母母 カッティングウェイ １５戦３勝 賞金 ４３，４８９，０００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。
（非抽選馬） ６頭 アテーナーズブレス号・エースインザホール号・スズカセクレターボ号・セイカフォルトゥナ号・

テンエイエスプリ号・ミッドタウンレディ号



３５０４７１２月９日 晴 良 （２４中京３）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�

お わ り

尾張ステークス
発走１５時３０分 （芝・左）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５４�４歳以上５５�，
牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増，�：３歳５４�４歳
以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�
増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
賞 品

本 賞 １４，７００，０００
１４，７００，０００

円
円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円

付 加 賞 １８０，０００
１８０，０００

円
円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０６．５

重

良

４４ ラインブラッド 牡６栗 ５６ 松田 大作大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０６＋ ２１：０９．５ ２４．０�

５６ スギノエンデバー 牡４鹿 ５７ 北村 友一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４５６＋ ２ 〃 同着 ４．１�
８１１ メイショウデイム 牝５黒鹿５４ 川須 栄彦松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４６８＋ ６１：０９．６� １４．４�
２２ アースソニック 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４７４＋ ６１：０９．７	 ４．１�
６８ 
 フライングアップル �８鹿 ５６ 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５０８± ０１：０９．８� ４６．９�
８１２ ガ ン ダ ー ラ 牡６栗 ５７ 酒井 学林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７４＋ ２１：０９．９� １４．７�
３３ ビウイッチアス 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４４４＋ ２１：１０．１１� １０．４�
７９ コパノオーシャンズ 牝８黒鹿５４ 丹内 祐次小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４２８－１０ 〃 クビ ４３．２	
５５ 
 モルトグランデ 牡８鹿 ５７ 丸田 恭介櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I

Bloodstock ４９０＋ ６１：１０．２	 ２４．９

７１０ アウトクラトール 牡７鹿 ５６ 鮫島 良太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：１０．３クビ １６．１�
１１ ウインドジャズ 牡５黒鹿５６ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ５００± ０ 〃 ハナ １９．１
６７ シゲルスダチ 牡３芦 ５５ 高倉 稜森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 ４３２± ０ 〃 クビ ３．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３１，１２７，２００円 複勝： ４２，７２９，４００円 枠連： ２４，６５２，９００円

馬連： １１８，７３８，２００円 馬単： ６８，４９０，８００円 ワイド： ３９，４７９，１００円

３連複： １５３，４１５，５００円 ３連単： ３１３，１３２，７００円 計： ７９１，７６５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

１，０２０円
２４０円 複 勝 �

�
７３０円
１９０円 � ３９０円 枠 連（４－５） ６，９００円

馬 連 �� ６，２９０円 馬 単 ��
��

７，７８０円
５，８２０円

ワ イ ド �� ２，０６０円 ��
��

６，０５０円
１，２７０円

３ 連 複 ��� ４２，５１０円 ３ 連 単 ���
���

１４９，６６０円
１００，８４０円

票 数

単勝票数 計 ３１１２７２ 的中 � １０２３０（９番人気）� ６００５５（３番人気）
複勝票数 計 ４２７２９４ 的中 � １２８１８（１０番人気）� ７７２４８（３番人気）� ２６８８６（５番人気）
枠連票数 計 ２４６５２９ 的中 （４－５） ２６４０（２３番人気）
馬連票数 計１１８７３８２ 的中 �� １３９３７（２５番人気）
馬単票数 計 ６８４９０８ 的中 �� ３２４５（５７番人気）�� ４３５６（４６番人気）
ワイド票数 計 ３９４７９１ 的中 �� ４７２６（２８番人気）�� １５６９（５９番人気）�� ７８５４（１５番人気）
３連複票数 計１５３４１５５ 的中 ��� ２６６４（１１９番人気）
３連単票数 計３１３１３２７ 的中 ��� ７７２（７０８番人気） ��� １１４６（５４０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．５―１１．５―１１．２―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３５．４―４６．９―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３４．１
３ １２（１１，１０）３（４，５，７）（２，８）（９，６）１ ４ １２（１１，１０）３（４，５，７）（２，８）（９，６）１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインブラッド �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Trempolino デビュー ２００８．７．２０ 函館１着

２００６．３．９生 牡６栗 母 フ ォ ー ミ ド 母母 Arisen ３４戦６勝 賞金 １１３，３９４，０００円
スギノエンデバー �

�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．８．１４ 小倉１着

２００８．４．２生 牡４鹿 母 シャイニングピアス 母母 フォーシングビッド ２７戦５勝 賞金 １５３，２１６，０００円

３５０４８１２月９日 晴 良 （２４中京３）第４日 第１２競走 ��
��２，０００�

さかえ

栄 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 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．４
１：５６．１

良

良

２４ グランプリブラッド 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ６２：０３．６ ９．４�

３５ ラブイズブーシェ 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 ４５０－ ８ 〃 アタマ ２５．４�
７１４� メイショウリョウマ 牡４黒鹿５７ 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２２＋ ３２：０３．７� ４８．３�
６１２ トーセンギャラリー 牡３鹿 ５６ 北村 友一島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ８ 〃 クビ ７．２�
８１６ リルバイリル 	４鹿 ５７ 丸田 恭介小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４７０－ ４２：０３．９１ ２３．８�
２３ マイネルヴェリタス 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 荻伏三好フ
アーム ４９２－ ２ 〃 クビ １２．６	

５１０
 アシュヴィン 牡３栗 ５６ 酒井 学前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd
& Samac Ltd ４５６＋ ４２：０４．０クビ ４．２


１２ セ ミ ニ ョ ン 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 ４６４＋ ８ 〃 クビ ９．７�

１１ シンゼンレンジャー 牡３黒鹿５６ 中舘 英二原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ
ナル牧場 ４７８＋ ８２：０４．１クビ １２．２�

５９ ダノンキャスケード 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム ４２６－ ６２：０４．２� ４．２
４７ トミケンオウドウ 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４７４± ０２：０４．３� １０２．３�
７１３� ベリーフィールズ 牝４鹿 ５５ 松田 大作 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 ４５６＋ ４ 〃 クビ ２４．６�
８１７ ソ ー テ ル ヌ 牝３栗 ５４ 中井 裕二青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４４０－１０２：０４．４� ４３．０�
４８ スモーキーヴォイス 牝３鹿 ５４ 上村 洋行渡邊 隆氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４１４± ０２：０４．６１� １７．４�
６１１
 サウンドビガレス 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm ４８２＋ ４２：０４．８１� ７８．７�
３６ カシマパフューム 牝６栗 ５５ 田中 博康松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４３０－ ４２：０４．９� ２１０．１�
８１８ シルクグラサージュ 	４青鹿５７ 的場 勇人有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ２２：０５．０� ７０．９�
７１５ アプフェルヴァイン 牝３鹿 ５４ 竹之下智昭下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 ４２４＋ ４２：０５．３１� １０５．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，１５７，０００円 複勝： ４１，８６８，８００円 枠連： ２７，９７８，２００円

馬連： ７６，０４５，４００円 馬単： ４３，３０２，１００円 ワイド： ３２，５４２，６００円

３連複： １１１，０８０，１００円 ３連単： １８８，１９６，２００円 計： ５５０，１７０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ３９０円 � ６６０円 � １，２９０円 枠 連（２－３） ４，５８０円

馬 連 �� ９，１２０円 馬 単 �� １４，２７０円

ワ イ ド �� ２，６４０円 �� ６，９４０円 �� ９，１５０円

３ 連 複 ��� １６９，７３０円 ３ 連 単 ��� ７９８，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２９１５７０ 的中 � ２４７００（４番人気）
複勝票数 計 ４１８６８８ 的中 � ３１３１２（５番人気）� １６６１３（８番人気）� ７９４５（１３番人気）
枠連票数 計 ２７９７８２ 的中 （２－３） ４５１３（２０番人気）
馬連票数 計 ７６０４５４ 的中 �� ６１５７（３４番人気）
馬単票数 計 ４３３０２１ 的中 �� ２２４０（５３番人気）
ワイド票数 計 ３２５４２６ 的中 �� ３０８１（３１番人気）�� １１４８（７２番人気）�� ８６９（８６番人気）
３連複票数 計１１１０８０１ 的中 ��� ４８３（３８１番人気）
３連単票数 計１８８１９６２ 的中 ��� １７４（１８２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２５．０―３７．６―５０．０―１：０３．０―１：１５．７―１：２８．１―１：４０．１―１：５１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．５
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

グランプリブラッド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神３着

２００９．４．２１生 牡３鹿 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス ９戦２勝 賞金 ２１，４６７，０００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 クリフパレス号

４レース目



（２４中京３）第４日 １２月９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８８頭 本 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

１８９，６５０，０００円
４，７１０，０００円
１，９００，０００円
１７，４３０，０００円
６１，８９８，５００円
４，８８８，０００円
１，８０４，８００円

勝馬投票券売得金
２１０，８３０，０００円
３３５，５９０，５００円
１５７，６１８，２００円
４８９，４５６，８００円
３２２，７２１，５００円
２３０，１４５，４００円
７０７，６５０，７００円
１，２５１，１５５，６００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 ３，７０５，１６８，７００円

総入場人員 １７，１９０名 （有料入場人員 １５，６５２名）


