
3505512月20日 曇 重 （26中京4）第5日 第7競走 ��1，200�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
1：10．1
1：08．7

重
重

816 デオヴォレンテ 牡5鹿 57 R．ムーア H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502＋ 41：13．1 3．3�

（英）

612 ヤマニンブルジョン 牡4栗 57 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 494＋ 81：13．31� 8．1�
510 サーストンデンバー 牡5鹿 57 川田 将雅齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B524± 0 〃 クビ 4．2�
815 グレイスフルデイズ �4芦 57 松山 弘平 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 488＋ 21：13．51 61．5�
12 アドマイヤオウジャ 牡4鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460± 01：13．81� 12．2�
24 キネオキャノン 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也吉田 千津氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 482＋ 41：13．9� 6．2	
59 デンコウリョウ �6芦 57 菱田 裕二田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 476± 0 〃 ハナ 63．7

713 ジ ョ バ イ ロ 牡4鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：14．11 25．6�
47 フィボナッチ 牡4鹿 57

55 △松若 風馬水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472＋10 〃 アタマ 14．5�
23 ボストンサクラ 牝5黒鹿 55

52 ▲城戸 義政ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 456＋ 81：14．2	 25．5
48 チ ャ ー マ ー 牡3青鹿56 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 6 〃 アタマ 9．3�
11 オリオンザプラズマ 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 472± 0 〃 クビ 36．2�
714
 クルトメッシュ 牡4黒鹿57 三浦 皇成�G1レーシング 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 492＋101：14．3クビ 165．7�
36 カシノワルツ 牝4黒鹿55 村田 一誠柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B450－ 6 〃 クビ 140．7�
611 ベイビーイッツユー 牝4栗 55 横山 和生 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 日高 白井牧場 452＋ 21：14．83 66．3�
35 エイユーモモチャン 牝4黒鹿55 岡部 誠笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 510－ 21：14．9� 131．8�

（愛知）

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，810，200円 複勝： 28，199，900円 枠連： 12，333，100円
馬連： 35，302，100円 馬単： 19，466，000円 ワイド： 21，278，200円
3連複： 44，503，100円 3連単： 63，759，400円 計： 244，652，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 170円 � 150円 枠 連（6－8） 1，090円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 420円 �� 330円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 7，730円

票 数

単勝票数 計 198102 的中 � 47811（1番人気）
複勝票数 計 281999 的中 � 54425（1番人気）� 38578（3番人気）� 49646（2番人気）
枠連票数 計 123331 的中 （6－8） 8733（4番人気）
馬連票数 計 353021 的中 �� 19948（3番人気）
馬単票数 計 194660 的中 �� 5985（3番人気）
ワイド票数 計 212782 的中 �� 12767（2番人気）�� 17472（1番人気）�� 10399（5番人気）
3連複票数 計 445031 的中 ��� 19280（2番人気）
3連単票数 計 637594 的中 ��� 5980（5番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―12．1―12．9―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―23．8―35．9―48．8―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デオヴォレンテ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．6．17 阪神13着

2009．4．8生 牡5鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia 19戦3勝 賞金 30，640，000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） 1頭 スノークラフト号
（非抽選馬） 6頭 サウンドレーサー号・ジギースンナー号・ダイヤハート号・ナムラアッパー号・ニシノソラカラ号・

メイショウボンロク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3505612月20日 小雨 稍重 （26中京4）第5日 第8競走 2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・左）

若手騎手，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

48 シークレットパス 牡3芦 55
52 ▲石川裕紀人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 42：17．0 8．1�

35 ゴールドメイン 牡4栗 57
54 ▲長岡 禎仁嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 468＋ 22：17．1� 4．2�

36 カッパドキア 牡4黒鹿 57
54 ▲城戸 義政寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 466± 02：17．2� 17．4�

12 プランスペスカ 牡4鹿 57 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B470＋122：17．41� 11．5�
714 スマッシュスマイル �6栃栗 57

55 △岩崎 翼 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 482－12 〃 ハナ 14．3�
47 マウイノカオイ 牡4鹿 57

55 △小崎 綾也金子真人ホール
ディングス	 村山 明 日高 白井牧場 476－ 62：17．5� 3．5


815 テ ン カ イ チ 牡4鹿 57
56 ☆中井 裕二大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム B454＋ 62：17．92� 49．1�
817� キ ン コ バ ン 牡3栗 55 水口 優也熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 492＋ 62：18．0クビ 24．0�
510 イレプレイスブル 牡4黒鹿57 横山 和生	Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 クビ 5．2
11 � トーセンゴージャス 牡4黒鹿57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 42：18．1� 113．1�
59 マイネルフレスコ 牡3栗 55 花田 大昂 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 82：18．2クビ 44．4�
24 ワクワクカンヲ 牡3鹿 55

53 △松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 478＋ 6 〃 クビ 45．0�
611 サ ト ノ オ ー 牡6芦 57 杉原 誠人里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 466± 02：18．41� 27．8�
612 マジックポスト 牡5青鹿 57

54 ▲伴 啓太鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 452－ 8 〃 クビ 107．9�
816 スイートクラウン 牝4栗 55 西村 太一谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B488－122：18．82� 215．4�
713 デ コ イ 牡3鹿 55 小野寺祐太吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480－ 22：20．18 142．7�
23 ダブルミッション 牡3鹿 55 平野 優広尾レース	 二ノ宮敬宇 大樹 大樹ファーム 470－ 42：20．41� 28．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 17，396，100円 複勝： 29，466，200円 枠連： 11，971，900円
馬連： 34，252，000円 馬単： 18，457，300円 ワイド： 21，079，000円
3連複： 44，607，700円 3連単： 62，635，500円 計： 239，865，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 220円 � 170円 � 350円 枠 連（3－4） 470円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 780円 �� 2，290円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 9，320円 3 連 単 ��� 51，360円

票 数

単勝票数 計 173961 的中 � 17133（4番人気）
複勝票数 計 294662 的中 � 33927（4番人気）� 54212（1番人気）� 18216（6番人気）
枠連票数 計 119719 的中 （3－4） 19612（1番人気）
馬連票数 計 342520 的中 �� 10552（8番人気）
馬単票数 計 184573 的中 �� 2570（18番人気）
ワイド票数 計 210790 的中 �� 7204（5番人気）�� 2292（23番人気）�� 4639（11番人気）
3連複票数 計 446077 的中 ��� 3587（26番人気）
3連単票数 計 626355 的中 ��� 884（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．1―35．7―48．7―1：02．4―1：15．3―1：27．5―1：40．1―1：52．5―2：04．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．9
1
3

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

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

シークレットパス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．24 東京10着

2011．5．9生 牡3芦 母 フサイチディコルサ 母母 タイシンリリイ 8戦2勝 賞金 14，600，000円


