
３５０５９１２月１６日 曇 良 （１８中京４）第５日 第１１競走
第４４回農林水産省賞典

��
��２，０００�愛 知 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・左）
牝，３歳以上，１７．１２．１７以降１８．１２．１０まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・愛知県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５６７，０００円 １６２，０００円 ８１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．４

良

良

８１４� アドマイヤキッス 牝３栗 ５６ 武 豊近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５４－ ６１：５８．６ １．９�

３５ �� コスモマーベラス 牝４栗 ５６ 安藤 勝己 �ビッグレッドファーム 中村 均 三石 中村 和夫 ４４２＋ ６１：５８．８１� ６．３�
８１５� ソリッドプラチナム 牝３黒鹿５３ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 静内 橋本牧場 ４２０－ ２ 〃 クビ ６．２�
２３ レクレドール 牝５黒鹿５６ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 白老ファーム ４５２＋ ４１：５８．９	 １７．７�
６１０ ヤマトマリオン 牝３鹿 ５１ 菊沢 隆徳坂東まさ子氏 安達 昭夫 静内 静内白井牧場 ４５４－ ６１：５９．０	 ２０．５�
６１１ ファランドール 牝４鹿 ５１ 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４２８－ ２ 〃 ハナ ４９．０	
７１３ ピアチェヴォーレ 牝５栗 ５１ 二本柳 壮 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ４３６－ ８１：５９．１
 ２７．４

４６ � ニシノフジムスメ 牝３鹿 ５３ 藤田 伸二西山 茂行氏 藤原 英昭 鵡川 西山牧場 ４６４－ ４１：５９．２クビ ８．９�
２２ � キープクワイエット 牝５鹿 ５１ 川島 信二 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 白老ファーム ４８２＋ ４１：５９．４１	 ５９．１�
５８ マイネソーサリス 牝５栗 ５４ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 静内 コスモビューファーム ４６８＋ ２ 〃 クビ ５２．９
３４ � マルターズヒート 牝５栗 ５２ 鮫島 良太藤田与志男氏 坂口 正則 米

Omar Trevino, Dr. William
Rood & Gaines－Gentry Thor-
oughbreds

４７４± ０１：５９．５クビ ２４１．５�
７１２ ロフティーエイム 牝４鹿 ５３ 石橋 脩 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 追分 追分ファーム ４９６－ ２ 〃 ハナ １９．６�
４７ スプリングドリュー 牝６芦 ５３ 中舘 英二加藤 春夫氏 堀 宣行 様似 清水スタッド ４８０± ０ 〃 クビ ４２．０�
１１ � メジロトンキニーズ 牝４鹿 ５２ 塚田 祥雄�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ５０２－ ２１：５９．７１� ５８．１�
５９ スルーレート 牝４鹿 ５１ 芹沢 純一 �キャロットファーム 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２２：００．３３	 １３１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８０，０２２，３００円 複勝： １０９，８２４，５００円 枠連： ８３，２７７，９００円

普通馬連： ５７２，４６２，１００円 馬単： ３４３，６１３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１９，０１２，６００円

３連複： ５０３，２８５，２００円 ３連単： １，２４０，９６８，９００円 計： ３，０５２，４６６，６００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（３－８） ４６０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ２８０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 ��� ３，６８０円

票 数

単勝票数 計 ８００２２３ 的中 � ３３４３０１（１番人気）
複勝票数 計１０９８２４５ 的中 � ３８２８８５（１番人気）� １４２９３４（２番人気）� １４０８６４（３番人気）
枠連票数 計 ８３２７７９ 的中 （３－８） １３５０９８（１番人気）
普通馬連票数 計５７２４６２１ 的中 �� ６７００８７（１番人気）
馬単票数 計３４３６１３１ 的中 �� ２８９０１５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１９０１２６ 的中 �� １３５８４５（１番人気）�� １１２９７１（２番人気）�� ４０１１７（６番人気）
３連複票数 計５０３２８５２ 的中 ��� ３２７０９４（１番人気）
３連単票数 計１２４０９６８９ 的中 ��� ２４９２３１（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．３―３５．０―４６．９―５９．０―１：１０．９―１：２３．１―１：３５．０―１：４６．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アドマイヤキッス �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００５．７．１０ 阪神２着

２００３．２．８生 牝３栗 母 キッスパシオン 母母 レツツキツス １０戦４勝 賞金 ２２３，８５１，０００円


