
３５０４８１２月２１日 曇 良 （２０中京３）第４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 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

７１４ ディビデンド 牡３栗 ５６ 赤木高太郎加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ５１４－１６２：０２．３ １５．８�

１１ �� ダイワオージー 牡４鹿 ５７ 的場 勇人大城 敬三氏 嶋田 功 豪 Katom, Chel-
ston Ireland Ltd ５１２＋ ２２：０２．５１	 ５．２�

５１０ アドマイヤサンサン 牡６鹿 ５７ 吉田 稔近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４８０－１０ 〃 クビ １６．３�
（愛知）

６１１� オセアニアボス 牡３青鹿５４ 上村 洋行�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry
Hill Stud ４８４－１２ 〃 ハナ ２．７�

３５ ローテレジーナ 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮山科 統氏 堀 宣行 浦河 バンダム牧場 ４０２－ ８２：０２．６
 １５．６�
７１５ フェルヴィード 牡４青 ５７ 川島 信二前田 幸治氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８０－ ２２：０２．７クビ １３．１�
５９ エイシンフレンチ 牡３栗 ５６ 和田 竜二平井 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 B５０８－ ２ 〃 ハナ １２．６	
２４ ナンヨーイースト 牡４青鹿５７ 石橋 脩中村 �也氏 尾形 充弘 浦河 梅田牧場 ４５４－ ２２：０２．９１� １８．０

３６ マイネソシオ 牝３青鹿５４ 芹沢 純一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４２４＋ ６ 〃 クビ ３４．０�
７１３ スマイルオンザラン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４７４＋ ４２：０３．２１
 ５．３�
１２ ジョニーバローズ 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太猪熊 広次氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋１２２：０３．４１	 ５６．７
４８ �� サザンウェルズ 牝４黒鹿５５ 岩部 純二武田 茂男氏 堀 宣行 豪 Premier

Bloodstock ４１８－１０ 〃 ハナ ３５４．２�
８１７ カゼノユクエ 牡６鹿 ５７ 安藤 光彰喜田 啓照氏 岩城 博俊 門別 本間牧場 ４７２± ０２：０３．５	 ４６．１�
４７ ドリームアビーム 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４５８－ ２２：０３．６	 ９０．７�
２３ � タガノマスタング 牡５栗 ５７ 中村 将之八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 広瀬 正昭 ４７６＋ ４２：０３．７クビ １００．０�
６１２ ブ リ オ ー サ 牝４黒鹿５５ 池田 鉄平林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６－ ６２：０４．０２ １９５．８�
８１８ パラダイスイズヒア 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ２２：０４．３２ １８６．７�
８１６ サイレントパンサー 牡４黒鹿５７ 田中 博康 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－ ２２：０５．６８ １５３．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，７１０，８００円 複勝： ３５，７７７，１００円 枠連： ３６，１１６，５００円

普通馬連： １２１，８５７，２００円 馬単： ７７，６５５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，６６５，９００円

３連複： １４４，９８８，３００円 ３連単： ３２８，１０１，５００円 計： ８１３，８７２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４５０円 � ２１０円 � ４２０円 枠 連（１－７） ８９０円

普通馬連 �� ３，７３０円 馬 単 �� ８，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５００円 �� ２，８９０円 �� １，８１０円

３ 連 複 ��� １５，５９０円 ３ 連 単 ��� ９７，６００円

票 数

単勝票数 計 ３３７１０８ 的中 � １６９０４（７番人気）
複勝票数 計 ３５７７７１ 的中 � １９１３０（６番人気）� ５４５８３（２番人気）� ２０４５７（５番人気）
枠連票数 計 ３６１１６５ 的中 （１－７） ２９９９９（３番人気）
普通馬連票数 計１２１８５７２ 的中 �� ２４１４７（１２番人気）
馬単票数 計 ７７６５５５ 的中 �� ６４１６（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５６６５９ 的中 �� ５９４２（１５番人気）�� ３００５（３０番人気）�� ４８７１（１９番人気）
３連複票数 計１４４９８８３ 的中 ��� ６８６５（４６番人気）
３連単票数 計３２８１０１５ 的中 ��� ２４８１（２５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３５．２―４７．９―１：０１．０―１：１４．２―１：２６．３―１：３８．２―１：５０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．０
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディビデンド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Hamas デビュー ２００８．１．２７ 小倉５着

２００５．２．１１生 牡３栗 母 ペイミーキャッシュ 母母 Princess Reema １１戦１勝 賞金 ２０，３９５，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔制裁〕 オセアニアボス号の騎手上村洋行は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 コラデピーノ号・ジェヴォーナ号・ゼンノソルジャー号・チェルシーザベスト号・ディアプリマ号・

ナムラビスマルク号・ニシノマルス号・ファイトザパワー号・フサイチダイチャン号・ロンドンウィング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


