
3505512月19日 晴 良 （27中京4）第5日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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 7，000，000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
1：20．0
1：19．0

良
良

817 インストアイベント 牡5栗 57
54 ▲伴 啓太 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482± 01：21．7 7．6�

816 クィーンパレット 牝3鹿 54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 444＋ 4 〃 クビ 17．5�
612 トーホウハニー 牝3鹿 54 丸山 元気東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 442＋161：21．8クビ 13．3�
510 ダノンブライト 牡3青鹿56 A．アッゼニ�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 460± 0 〃 ハナ 3．8�

（英）

59 ロイヤルストリート 牝3鹿 54
52 △�島 克駿下河	行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 432＋ 8 〃 クビ 7．2


715 タガノスカイ 牝4鹿 55
52 ▲加藤 祥太八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 61：22．01� 6．4�
47 ビットレート 牝3栗 54 菱田 裕二 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 クビ 13．6�
35 ラ イ ザ ン 牡4青鹿57 勝浦 正樹林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460± 01：22．1クビ 38．6
12 ファンシーリシェス 牝3鹿 54 国分 恭介原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：22．52	 11．2�
24 ノースウッド 牡3鹿 56 藤岡 康太 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 516＋18 〃 ハナ 17．8�
23 ゴールドメダリオン 
3栗 56 高倉 稜西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 444＋28 〃 ハナ 165．3�
48 ダイワプロパー 牝3栗 54 川須 栄彦大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 480± 01：22．6クビ 14．8�
36 ウインソワレ 牝3鹿 54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 8 〃 クビ 15．3�
714 コスモラパン 牝4黒鹿55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 420± 01：22．81� 39．1�
611� ワンダーエターナル 牡4鹿 57 藤懸 貴志山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 水丸牧場 454－131：23．12 613．7�
818� ユヅルノオンガエシ 牝3栗 54 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 浦河 木戸口牧場 438－201：23．2	 74．1�
713� マイティディーバ 牝3黒鹿54 酒井 学古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 418－21 〃 アタマ 134．1�
11 � プロタゴニスト 牡4鹿 57 中谷 雄太佐久間拓士氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－ 61：23．73 346．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，254，300円 複勝： 31，185，400円 枠連： 14，879，300円
馬連： 39，629，000円 馬単： 19，471，700円 ワイド： 25，665，100円
3連複： 58，029，000円 3連単： 67，677，000円 計： 276，790，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 240円 � 530円 � 430円 枠 連（8－8） 5，060円

馬 連 �� 7，000円 馬 単 �� 12，740円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 2，110円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 30，340円 3 連 単 ��� 169，770円

票 数

単勝票数 計 202543 的中 � 21071（4番人気）
複勝票数 計 311854 的中 � 39803（2番人気）� 13974（10番人気）� 18009（8番人気）
枠連票数 計 148793 的中 （8－8） 2278（20番人気）
馬連票数 計 396290 的中 �� 4384（33番人気）
馬単票数 計 194717 的中 �� 1146（59番人気）
ワイド票数 計 256651 的中 �� 3091（29番人気）�� 3152（28番人気）�� 1767（50番人気）
3連複票数 計 580290 的中 ��� 1434（122番人気）
3連単票数 計 676770 的中 ��� 289（671番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．2―46．4―58．4―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インストアイベント �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Rahy デビュー 2013．2．3 東京3着

2010．4．21生 牡5栗 母 ソロリサイタル 母母 Sole 22戦2勝 賞金 29，649，000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。

3505612月19日 晴 良 （27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50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 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
2：11．5
2：10．0

良
良

11 � スズカビスタ 牡4鹿 57
55 △城戸 義政永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 476－ 42：14．3 13．2�

715 ウインレーベン 牡4青鹿 57
54 ▲加藤 祥太�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 460＋ 82：14．51 7．9�

24 スズカステイボーイ 牡3鹿 55 中井 裕二永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B440＋ 22：14．92� 7．7�
510 マイネルフレスコ 牡4栗 57 小野寺祐太 �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 492＋ 2 〃 クビ 44．1�
612 ジャングルスコール 牝3鹿 53 杉原 誠人吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 434－ 22：15．0� 8．6�
59 サーストンコラルド 牡4鹿 57 原田 和真齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 466± 02：15．1� 12．2	
48 レジメンタル 牡3栗 55

53 △�島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 444－ 2 〃 ハナ 3．6

816 ウインステージ 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太�ウイン 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 382－ 4 〃 アタマ 58．2�
611 オウケンブラック 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 472± 0 〃 クビ 4．6�
714 マスタープラマー 牡3栗 55 横山 和生岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 454± 02：15．2クビ 71．9
818� クリールハヤテ 牡6栗 57 藤懸 貴志横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 496± 0 〃 クビ 17．1�
35 ナンヨーテンプル 牡3黒鹿55 森 一馬中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 488± 02：15．3� 42．6�
47 ダンツカペラ 牡3黒鹿 55

53 △義 英真山元 哲二氏 山内 研二 浦河 上山牧場 488＋ 62：15．51	 105．9�
713 ヤマカツボーイ 牡3黒鹿55 嶋田 純次山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 456＋ 62：15．6� 65．0�
36 ヴァンデミエール 牝4鹿 55 西村 太一�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 22：15．91� 17．0�
817� ナンヨーピューピル 牡3黒鹿55 長岡 禎仁中村 德也氏 杉浦 宏昭 日高 合資会社カ

ネツ牧場 472＋ 42：16．64 138．9�
12 アイファーマグオー 牡3栗 55 花田 大昂中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 494－ 42：17．45 396．3�
23 � モ ナ ル カ 
4栗 57

54 ▲三津谷隼人畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 高松牧場 440＋ 22：32．0大差 404．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，212，500円 複勝： 29，616，800円 枠連： 14，165，600円
馬連： 38，268，600円 馬単： 21，397，300円 ワイド： 24，500，400円
3連複： 55，106，800円 3連単： 68，088，700円 計： 271，356，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 410円 � 310円 � 300円 枠 連（1－7） 7，460円

馬 連 �� 6，880円 馬 単 �� 7，620円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 1，390円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 16，690円 3 連 単 ��� 115，060円

票 数

単勝票数 計 202125 的中 � 12177（7番人気）
複勝票数 計 296168 的中 � 18215（7番人気）� 26100（4番人気）� 26212（3番人気）
枠連票数 計 141656 的中 （1－7） 1471（27番人気）
馬連票数 計 382686 的中 �� 4306（29番人気）
馬単票数 計 213973 的中 �� 2106（27番人気）
ワイド票数 計 245004 的中 �� 2947（23番人気）�� 4551（15番人気）�� 4915（12番人気）
3連複票数 計 551068 的中 ��� 2475（53番人気）
3連単票数 計 680887 的中 ��� 429（380番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．4―12．8―12．7―12．1―12．0―12．2―12．3―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．9―35．3―48．1―1：00．8―1：12．9―1：24．9―1：37．1―1：49．4―2：01．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�スズカビスタ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ア フ リ ー ト

2011．3．31生 牡4鹿 母 スズカローズマリー 母母 ローズオブスズカ 10戦1勝 賞金 9，070，000円
初出走 JRA

〔その他〕 モナルカ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。


