
３５０２５１２月１１日 晴 稍重 （２２小倉３）第３日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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� コースレコード

中央レコード

１：４６．３
１：４５．９

重

重

１１ スズカマジェスタ 牡２青鹿５５ 中舘 英二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７８－ ４１：４７．９ ４．０�

６１０ カシノウィンド 牡２青鹿５５ 赤木高太郎柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 海馬沢 明 ４６４＋ ２ 〃 クビ １６．９�
２３ スマートアルタス 牡２栗 ５５ 小牧 太大川 徹氏 小崎 憲 日高 坂田牧場 ４７０－ ２１：４８．１１� ３７．９�
８１４ サンマルヴィエント 牡２栗 ５５

５４ ☆丸山 元気相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４６８－ ２１：４８．６３ ３４．７�

５９ フ ロ ー ガ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５２６－ ２１：４８．８１� ２．１�
４６ カシノダンガン 牡２黒鹿５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 B４６８－ ２１：４８．９� １５５．６�
４７ スナークワイルド 牡２黒鹿５５ 荻野 琢真杉本仙次郎氏 藤岡 範士 浦河 日優牧場 ４８０＋ ４１：４９．０� ４．１	
３４ ノッティングボーイ 牡２鹿 ５５ 黛 弘人齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ４８０－１８１：４９．１� １４５．７

８１５ セトノハリケーン 牡２鹿 ５５ 川島 信二難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５０４－ ４１：４９．８４ ２０．５�
７１２ スズノウルフ 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太阿部 雅子氏 佐藤 正雄 鹿児島 徳重 正幸 ４４２＋ ４１：５０．３３ ８７．３�
２２ ラ ン ギ ッ ト 牡２青鹿５５ 丹内 祐次加藤 信之氏 清水 美波 新ひだか 岡田牧場 ４８０＋２０１：５２．３大差 ３４．９
３５ オースミストーン 牡２鹿 ５５

５３ △高倉 稜�オースミ 小野 幸治 日高 長谷川牧場 ４９８－ ６１：５２．４クビ １６．５�
７１３ ホッコーキングダム 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４７６－ ４１：５３．７８ ２８１．２�
６１１ カシノアクセル 牡２鹿 ５５ 加藤士津八柏木 務氏 天間 昭一 熊本 片山 建治 ４２０± ０１：５３．９１ ２３０．７�
５８ マッシヴリーダー 牡２栗 ５５ 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８４－ ２１：５５．３９ １８１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，２７６，７００円 複勝： １４，５０６，０００円 枠連： ５，７０１，１００円

普通馬連： ２１，７７３，４００円 馬単： １８，６３３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８２９，６００円

３連複： ３４，３６０，０００円 ３連単： ５３，３４９，３００円 計： １６８，４２９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � ３３０円 � ６１０円 枠 連（１－６） ２，３９０円

普通馬連 �� ２，４８０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� １，３７０円 �� ３，０９０円

３ 連 複 ��� １４，５００円 ３ 連 単 ��� ５７，４８０円

票 数

単勝票数 計 ９２７６７ 的中 � １８２９４（２番人気）
複勝票数 計 １４５０６０ 的中 � ２８３８２（３番人気）� １０８２１（５番人気）� ５１５５（７番人気）
枠連票数 計 ５７０１１ 的中 （１－６） １７６５（１１番人気）
普通馬連票数 計 ２１７７３４ 的中 �� ６５０２（６番人気）
馬単票数 計 １８６３３１ 的中 �� ３５８０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８２９６ 的中 �� ３５７２（６番人気）�� １９４７（１６番人気）�� ８３３（２７番人気）
３連複票数 計 ３４３６００ 的中 ��� １７５０（４０番人気）
３連単票数 計 ５３３４９３ 的中 ��� ６８５（１５１番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．４―１２．１―１３．６―１３．１―１２．５―１２．５―１２．７―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．２―３０．３―４３．９―５７．０―１：０９．５―１：２２．０―１：３４．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカマジェスタ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 Dayjur デビュー ２０１０．８．１ 函館５着

２００８．３．４生 牡２青鹿 母 マ ー ゴ ー ン 母母 Whispered Secret ６戦１勝 賞金 ８，９５０，０００円
〔その他〕 カシノアクセル号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホッコーキングダム号・マッシヴリーダー号は，平成２３年１月１１日まで平地競走に出走できな

い。



３５０２６１２月１１日 晴 稍重 （２２小倉３）第３日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時３０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３６ プティマカロン 牝５青鹿５５ 田嶋 翔伊達 大雄氏 小島 貞博 新冠 競優牧場 ４６２－１０１：４６．３ ２．４�

５１０ トウカイライフ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３４＋ ８１：４６．５１� ９．０�
６１２ レオキュート 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４４４＋ ６１：４６．９２� １５．４�
１２ ラインジェシカ 牝３栗 ５４ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４８８＋ ６１：４７．２１� ２６．５�
４７ � ホワイトジュエル 牝３芦 ５４ 二本柳 壮 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４５０－ ２ 〃 ハナ ５７．３�
８１５� フ レ シ ー タ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４３２－２０１：４７．３� ５４．６	
８１６ ラウリシルヴァ 牝４栗 ５５ M．デムーロ �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４７４－ ４ 〃 ハナ ４０．１


（伊）

１１ プ ロ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４ 武 豊河村 祥史氏 鹿戸 雄一 浦河 吉田 又治 ４７２＋ ６１：４７．５１� ４．２�
５９ ピロートーク 牝４栗 ５５ 西田雄一郎齊藤四方司氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４２６＋ ２１：４７．６� １７．０�
６１１ キストゥクラウン 牝４芦 ５５ 福永 祐一吉田 和子氏 戸田 博文 門別 日高大洋牧場 ４６４＋１０１：４７．７� １０５．３
２３ ヴェリタスローズ 牝３青 ５４ 池添 謙一松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５２＋１０１：４７．８クビ ６．１�
４８ サマーベニング 牝３栗 ５４ 藤岡 康太セゾンレースホース� 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ２１：４７．９� ３０．８�
３５ チェルカトローバ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５２＋ ２１：４８．３２� １７４．０�
７１４ リ ュ ン ヌ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４５８± ０１：４９．８９ ４８．７�
２４ サンデーローズ 牝４鹿 ５５

５３ △高倉 稜松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４６６－ ４ 〃 クビ ３２．７�

７１３ トワインブルーム 牝４鹿 ５５ 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社
大原ファーム ４７２＋ ６１：５０．７５ １０４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，３９２，８００円 複勝： １８，８１４，４００円 枠連： ７，９５４，５００円

普通馬連： ２１，８８９，８００円 馬単： １７，２６４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８３９，８００円

３連複： ３６，２６７，７００円 ３連単： ５３，７８０，４００円 計： １７９，２０３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ３２０円 枠 連（３－５） ５４０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ６１０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ３，５２０円 ３ 連 単 ��� １１，７１０円

票 数

単勝票数 計 １１３９２８ 的中 � ３７７７８（１番人気）
複勝票数 計 １８８１４４ 的中 � ５１４７５（１番人気）� ２８４７０（３番人気）� １１３１３（６番人気）
枠連票数 計 ７９５４５ 的中 （３－５） １０９０１（２番人気）
普通馬連票数 計 ２１８８９８ 的中 �� １６４３６（２番人気）
馬単票数 計 １７２６４２ 的中 �� ７２０２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８３９８ 的中 �� ８４２６（２番人気）�� ４７３１（５番人気）�� ２５０９（１１番人気）
３連複票数 計 ３６２６７７ 的中 ��� ７６１２（７番人気）
３連単票数 計 ５３７８０４ 的中 ��� ３３９２（１７番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．８―１１．７―１３．５―１２．６―１２．５―１２．９―１２．７―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．６―２９．３―４２．８―５５．４―１：０７．９―１：２０．８―１：３３．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プティマカロン �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００７．８．４ 小倉６着

２００５．４．２５生 牝５青鹿 母 シクレノンジュエル 母母 ダイナシユガー ２８戦２勝 賞金 ４０，０３５，０００円
〔制裁〕 ラインジェシカ号の騎手長谷川浩大は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（７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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ピカピカジョオー号
※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。



３５０２７１２月１１日 晴 良 （２２小倉３）第３日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時００分 （芝・右）

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� コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０７．８

良

良

６１２ ナムラオーシャン 牡２鹿 ５５ 中舘 英二奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 ４８２＋ ２１：０９．５ ３．６�

２４ シルバートップ 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４３８＋ ６ 〃 ハナ ３６．７�
１１ ショウナンハトバ 牝２黒鹿５４ 北村 友一�湘南 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４１４± ０１：０９．８１� ５９．２�
７１４ コスモブラック 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 水丸牧場 B４１８－ ４ 〃 クビ １７．２�
３５ レッドマロン 牝２栃栗 ５４

５２ △高倉 稜�コオロ 境 直行 日高 藤本ファーム ４６８± ０１：１０．０１� ２９．５�
５１０ インプレッシヴ 牝２青鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気長井 純一氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５２＋ ６ 〃 ハナ ７．４�
８１７ グレートヴァリュー 牡２黒鹿５５ M．デムーロ小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 ４６４＋ ８ 〃 アタマ ３．２	

（伊）

４８ シゲルヒラシャイン 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４４０＋ ２１：１０．１クビ ６．１

４７ エムエフコンコルド 牝２青鹿５４ 田辺 裕信古屋 守朗氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ４５０＋ ２ 〃 アタマ １９２．７�
２３ トウカイギアー 牡２鹿 ５５ 嘉藤 貴行内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４７６＋ ６ 〃 アタマ ３９．６�
８１６ エピデンドラム 牝２黒鹿５４ 藤岡 康太名古屋友豊 作田 誠二 日高 白井牧場 ４３８－ ６１：１０．２クビ ４０．０�
５９ ニシノハピエン 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４２０－ ２１：１０．３� ２４．７�
７１３ タ ト ゥ ー ン 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太玉置 辰次氏 坪 憲章 新ひだか 田中 裕之 ４５６－ ４１：１０．４クビ ３５４．６�
７１５ ベストクラウン 牡２鹿 ５５

５２ ▲水口 優也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４８４＋ ８１：１０．７２ ５１５．２�
１２ テイエムメガヒット 牡２栗 ５５

５４ ☆松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 パカパカ
ファーム ４９４－ ２１：１０．８� ２２２．０�

３６ トミケンルティレ 牝２黒鹿５４ 丸田 恭介冨樫 賢二氏 鈴木 孝志 新ひだか 落合 一巳 ３９８＋ ２ 〃 クビ ２０５．４�
６１１ デルマジュンコ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４２４± ０１：１１．０１ ９．８�
８１８ マキハタファントム 牡２鹿 ５５ 小牧 太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８０＋ ２１：１１．１クビ ７３．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１，８３２，０００円 複勝： ２０，１９０，０００円 枠連： ９，７２８，４００円

普通馬連： ２３，３８５，１００円 馬単： １７，２９０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２，５１３，１００円

３連複： ３６，０７２，８００円 ３連単： ５３，６００，０００円 計： １８４，６１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ６５０円 � １，０７０円 枠 連（２－６） ２，０６０円

普通馬連 �� ６，１９０円 馬 単 �� ９，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� ８，０１０円 �� ２４，１８０円

３ 連 複 ��� １８８，８１０円 ３ 連 単 ��� ６９３，９８０円

票 数

単勝票数 計 １１８３２０ 的中 � ２６３０９（２番人気）
複勝票数 計 ２０１９００ 的中 � ４８７１８（１番人気）� ６７６１（８番人気）� ３８７５（１２番人気）
枠連票数 計 ９７２８４ 的中 （２－６） ３４９９（８番人気）
普通馬連票数 計 ２３３８５１ 的中 �� ２７８９（２１番人気）
馬単票数 計 １７２９００ 的中 �� １３８４（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２５１３１ 的中 �� ２１５８（１４番人気）�� ３８０（５９番人気）�� １２５（１００番人気）
３連複票数 計 ３６０７２８ 的中 ��� １４１（２７５番人気）
３連単票数 計 ５３６０００ 的中 ��� ５７（１２２９番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１０．９―１１．５―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３３．０―４４．５―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３６．５
３ ・（５，８，１２，１８）（４，１１）（７，９，１４）（１，３）（６，１０）－（２，１５）１６，１７，１３ ４ ・（５，８）（４，１２，１８）－（１，７，１４）（１１，１０）（３，９）６，１７，２，１５，１３，１６

勝馬の
紹 介

ナムラオーシャン �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Green Forest デビュー ２０１０．６．２６ 函館３着

２００８．４．１０生 牡２鹿 母 タイキミステリー 母母 Certain Secret ６戦１勝 賞金 １１，５５０，０００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。



３５０２８１２月１１日 晴 良 （２２小倉３）第３日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０分 （芝・右）

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

２：０３．８
１：５９．９

良

良

６７ ロッカヴェラーノ 牡２青鹿 ５５
５４ ☆丸山 元気吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４８６ ―２：０２．８レコード ２．２�

１１ ショウナンマハ 牝２黒鹿５４ 小牧 太�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム ４５４ ― 〃 アタマ ２０．８�
６６ サクラプリエール 牝２黒鹿５４ 上村 洋行�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４６６ ―２：０３．４３� １０．５�
２２ フクラムサイフ 牡２鹿 ５５ 北村 友一小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ５００ ―２：０３．６１� ４６．６�
４４ スズカセクレターボ 牡２栗 ５５ 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４６６ ― 〃 クビ ２．８�
８１１ コスモディセント 牡２黒鹿５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中村 均 日高 中前牧場 ４２６ ―２：０３．８１� ３２．２	
８１０ アーセナルゴール 牡２鹿 ５５ M．デムーロ渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８２ ―２：０４．５４ ７．４


（伊）

７９ イイデトウキョウ 牡２栗 ５５ 池添 謙一 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 新冠 小泉 学 ４８２ ―２：０４．６� １５．４�
７８ リバークリーク 牡２栗 ５５ 藤岡 康太河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム ５００ ―２：０４．８１� １６３．６�
５５ エンジェルパレード 牝２鹿 ５４ 武 幸四郎 �ワイ・アール・シー 西橋 豊治 新ひだか 三石橋本牧場 ４６２ ―２：０６．３９ ２６．７

（１０頭）
３３ アルジェンタム 牡２栗 ５５ 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４６４ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １０，７２７，６００円 複勝： １６，６８７，２００円 枠連： ４，５０４，８００円

普通馬連： １３，８１１，５００円 馬単： １３，８５１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ７，１１５，５００円

３連複： １４，６３７，３００円 ３連単： ２８，７２８，１００円 計： １１０，０６３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １５０円 � ３４０円 � ２５０円 枠 連（１－６） １，４１０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ２，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ３９０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� ３，５１０円 ３ 連 単 ��� １８，２７０円

票 数

単勝票数 差引計 １０７２７６（返還計 １２５６１） 的中 � ３９６７９（１番人気）
複勝票数 差引計 １６６８７２（返還計 １６０７９） 的中 � ３７２７１（２番人気）� １０８９３（５番人気）� １６３１５（３番人気）
枠連票数 差引計 ４５０４８（返還計 １３２５３） 的中 （１－６） ２３６２（６番人気）
普通馬連票数 差引計 １３８１１５（返還計 ４８８６２） 的中 �� ４８３６（９番人気）
馬単票数 差引計 １３８５１９（返還計 ４３８０４） 的中 �� ３５０１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ７１１５５（返還計 １８８１４） 的中 �� ２７６６（８番人気）�� ４９０７（３番人気）�� １０５６（１９番人気）
３連複票数 差引計 １４６３７３（返還計 ９９１７７） 的中 ��� ３０８２（１３番人気）
３連単票数 差引計 ２８７２８１（返還計１９２３９４） 的中 ��� １１６１（５０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．５―１３．２―１３．８―１３．１―１１．６―１２．０―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．７―３５．２―４８．４―１：０２．２―１：１５．３―１：２６．９―１：３８．９―１：５０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロッカヴェラーノ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Sri Pekan 初出走

２００８．２．２２生 牡２青鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 アルジェンタム号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
※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。



３５０２９１２月１１日 晴 稍重 （２２小倉３）第３日 第５競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時００分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

６９ シルバーキセキ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 ４５６＋ ６ ５８．８ １．７�

１１ キクノアルバ 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４６６－ ４ 〃 クビ ７．２�
３４ ショウナンタイリン 牝４栗 ５５ 中舘 英二国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ ４．３�
４５ ア ム ネ リ ス 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４６２－ ６ ５９．２２� １３．８�
８１４ デステニーアロー 牝４黒鹿５５ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１８＋ ４ ５９．４１� ９７．５�
８１３ ノ ア ラ イ ン 牝３栗 ５４

５２ △高倉 稜杉元 四男氏 福島 信晴 伊達 宮井 孝典 ４９６＋１４ ５９．６１� ２１．８�
４６ � マンガンオトメ 牝４黒鹿５５ 二本柳 壮安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４２６－ ６ 〃 クビ ３３３．８	
２２ � サイモンラメール 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信澤田 昭紀氏 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４７０－１６ ５９．９１� １５９．９

６１０� ラ ブ ル ビ ー 牝３栗 ５４ 丸田 恭介オールラブクラブ 南田美知雄 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４３６－ ７１：００．４３ ６１．０�
５７ � ステファナイト 牝４鹿 ５５

５２ ▲水口 優也加藤 厚子氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 B４９２＋ ２１：００．７１� ３７１．６�
５８ ショウナンナックル 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平国本 哲秀氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４２４－ ６１：００．９１� ８７．８
３３ � メイショウボタン 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦松本 和子氏 高橋 隆 浦河 有限会社

吉田ファーム ４３０－ ６１：０１．０� ２８７．１�
７１２� グレイシャスドータ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一安達 允彦氏 根本 康広 日高 坂 牧場 B４４０－ ２１：０１．３２ ２２７．４�
７１１ ウインライラ 牝６鹿 ５５

５４ ☆丸山 元気�ウイン 坂口 正大 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６０＋ ６ （競走中止） ８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，４９５，３００円 複勝： ３５，３３６，８００円 枠連： ７，６４３，３００円

普通馬連： ２６，２４１，０００円 馬単： ２２，９９５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １２，７０４，８００円

３連複： ３５，５５０，６００円 ３連単： ７０，９４８，７００円 計： ２２３，９１５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（１－６） ５００円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １６０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� ２，１５０円

票 数

単勝票数 計 １２４９５３ 的中 � ５９６２０（１番人気）
複勝票数 計 ３５３３６８ 的中 � ２１４０４３（１番人気）� ２６７８９（３番人気）� ４５５２８（２番人気）
枠連票数 計 ７６４３３ 的中 （１－６） １１４９４（２番人気）
普通馬連票数 計 ２６２４１０ 的中 �� ３３３５０（２番人気）
馬単票数 計 ２２９９５４ 的中 �� ２１６２０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２７０４８ 的中 �� １６３８６（２番人気）�� ２４５０９（１番人気）�� ７５９７（５番人気）
３連複票数 計 ３５５５０６ 的中 ��� ４２８４１（１番人気）
３連単票数 計 ７０９４８７ 的中 ��� ２４４０５（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．７―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．０―３４．７―４６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３５．８
３ ４（１，５）－（６，１３，１１）９（２，１４）８（１０，１２）（３，７） ４ ４（１，５）－６（１３，９）２，１４，８－１０（３，７，１２）

勝馬の
紹 介

シルバーキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Awesome Again デビュー ２０１０．５．２ 京都２着

２００７．４．３０生 牝３黒鹿 母 オーサムチャーム 母母 Reet Petite ５戦２勝 賞金 １８，２００，０００円
〔競走中止〕 ウインライラ号は，競走中に疾病〔左第１指関節開放性脱臼〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔その他〕 シルバーキセキ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シルバーキセキ号は，平成２３年１月１１日まで出走できない。
※マンガンオトメ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３５０３０１２月１１日 晴 稍重 （２２小倉３）第３日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１３ トーホウアレス 牡４黒鹿５７ M．デムーロ東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム ４６８± ０１：４５．３ ２．３�

（伊）

７１４ ユジェニックブルー 牡３黒鹿５６ 田中 健 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５２４＋ ２１：４６．３６ ３．９�
４７ � モルフェキング 牡３黒鹿５６ 中舘 英二並河賢一郎氏 武 宏平 平取 高橋 幸男 ４６８－ ２１：４６．５１� ３．９�
３５ ホッコーキングオー 牡５鹿 ５７

５６ ☆丸山 元気矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５００± ０１：４６．８１� １０．６�
１２ � ピースオブキング 牡３黒鹿５６ 上村 洋行前原 敏行氏 牧 光二 日高 出口牧場 ４９２＋ ６ 〃 クビ ５４．７�
３６ グランドチャペル 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ８１：４７．２２� １３．２	
８１５ セイカプレスト 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７４± ０１：４７．４１� ６６．１

６１２ マイティークラウン 	５鹿 ５７ 嘉藤 貴行世賀 聖啓氏 後藤 由之 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４４± ０１：４７．７１� ７７．８�
４８ ブルーシーズン 牡６栗 ５７

５４ ▲西村 太一 �ブルーマネジメント嶋田 功 新冠 川上 悦夫 ４８２± ０１：４７．８� ３２８．３�
５９ ベルモントパッシオ 牡５青鹿５７ 西田雄一郎 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５１６＋ ２ 〃 クビ １４９．３
１１ ニシノスローン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ５０８＋２６１：４８．１１� ４５．４�
６１１ ベストルート 牡５栗 ５７ 小牧 太�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４７０＋ ４１：４８．４１� ６７．３�
２３ チャームドライフ 牡３黒鹿５６ 野元 昭嘉 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４７０＋１８１：４８．７１� １５３．１�
２４ カシノピストン 牡３芦 ５６ 上野 翔柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４６８＋２０１：４８．９１� ２６３．１�
８１６� オンワードネス 牡５栗 ５７

５６ ☆松山 弘平樫山 ハル氏 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４８６± ０１：４９．０� ２１８．２�
５１０ ダノンマスターズ 	５鹿 ５７ 池添 謙一�ダノックス 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム B４７４± ０１：４９．２１� ４３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，７８８，６００円 複勝： １８，２７２，９００円 枠連： １１，２３７，７００円

普通馬連： ２４，２９６，４００円 馬単： ２０，６６５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２，８６４，９００円

３連複： ３８，３００，４００円 ３連単： ６４，６１４，０００円 計： ２０４，０４０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（７－７） ４００円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２６０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� ２，２１０円

票 数

単勝票数 計 １３７８８６ 的中 � ４８７９２（１番人気）
複勝票数 計 １８２７２９ 的中 � ４１０３６（１番人気）� ３９２７２（２番人気）� ３２５０６（３番人気）
枠連票数 計 １１２３７７ 的中 （７－７） ２１１４３（３番人気）
普通馬連票数 計 ２４２９６４ 的中 �� ３８７３５（１番人気）
馬単票数 計 ２０６６５９ 的中 �� ２０９６８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２８６４９ 的中 �� １６６９２（１番人気）�� １１８０４（３番人気）�� １２９３８（２番人気）
３連複票数 計 ３８３００４ 的中 ��� ４３９０２（１番人気）
３連単票数 計 ６４６１４０ 的中 ��� ２１５９０（１番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．２―１１．８―１３．２―１２．７―１２．６―１２．３―１２．０―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―２９．８―４３．０―５５．７―１：０８．３―１：２０．６―１：３２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．０
１
３
２，７，１１（３，１３）（８，１４，１０）（１，５）（６，９，１６）１５－１２，４・（２，７）（１１，１３）（３，５，１４，１０）（８，１，６，９，１６，１５）（１２，４）

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

勝馬の
紹 介

トーホウアレス �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 チーフベアハート デビュー ２００９．２．８ 京都９着

２００６．３．１０生 牡４黒鹿 母 トーホウアスカ 母母 カガミアスカ ９戦３勝 賞金 ２６，２５０，０００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。



３５０３１１２月１１日 晴 良 （２２小倉３）第３日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

７１４ ハッピーパレード 牝４黒鹿５５ M．デムーロ馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４８± ０１：４８．８ ３．１�
（伊）

８１５ エムオーハンズ 牝３栗 ５４ 田中 博康大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 貞広 賢治 ４７２＋１８ 〃 クビ ４５．９�
２４ ト シ ザ マ キ 牝３栗 ５４ 池添 謙一上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４５８－ ４１：４９．０１� ５．２�
４７ メルヴェイユドール 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０＋１２１：４９．２１� １１．８�
７１３ クロフォード 牝３青 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ８１：４９．３クビ ７．１�
４８ マスターウィンド 牝３栗 ５４ 西田雄一郎�谷岡牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 谷岡牧場 ４３８－１４１：４９．４� ７８．９�
３５ チェンジオブシーン 牝３青 ５４ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－ ２１：４９．５� ７５．９	
８１６ ファミリズム 牝４青鹿５５ 藤岡 康太國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ５０４－ ２ 〃 アタマ ６．９

６１１ デ ュ ー ン 牝５栗 ５５ 北村 友一�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４８８＋１４ 〃 ハナ １４３．０�
６１２ プリティペガサス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４５６－ ６１：４９．６クビ ８２．９�
１２ カネトシスラーヴァ 牝４鹿 ５５

５４ ☆丸山 元気兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ ３．９
１１ � シーサイドカフェ 牝４青鹿５５ 宮崎 北斗宮川 純造氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 B４７０－ ４１：４９．８１� １４０．０�
５９ � プ ル プ ル 牝４鹿 ５５ 田中 克典栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４３８＋１８ 〃 クビ ３０４．９�
５１０ マイネヴィント 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ４ 〃 アタマ ４２．８�
２３ メイショウシーマ 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４３０－ ４１：４９．９クビ １４０．０�
３６ � リッカカントリー 牝４黒鹿 ５５

５３ △高倉 稜立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４５６－ ４１：５０．２２ ４１１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，３１２，１００円 複勝： ２０，５５１，２００円 枠連： ９，１６７，０００円

普通馬連： ２３，９４７，２００円 馬単： １８，３６１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６１１，９００円

３連複： ３８，３４６，６００円 ３連単： ６４，１７２，４００円 計： ２０１，４７０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ６３０円 � １７０円 枠 連（７－８） ５５０円

普通馬連 �� ４，５４０円 馬 単 �� ６，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５６０円 �� ３９０円 �� ３，４００円

３ 連 複 ��� ９，２８０円 ３ 連 単 ��� ５７，９００円

票 数

単勝票数 計 １４３１２１ 的中 � ３７３０３（１番人気）
複勝票数 計 ２０５５１２ 的中 � ４４３８２（１番人気）� ６０４４（７番人気）� ３４４６０（３番人気）
枠連票数 計 ９１６７０ 的中 （７－８） １２３８４（３番人気）
普通馬連票数 計 ２３９４７２ 的中 �� ３８９８（１６番人気）
馬単票数 計 １８３６１７ 的中 �� ２００３（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６１１９ 的中 �� １８９２（１６番人気）�� ９０８６（２番人気）�� ８４６（２９番人気）
３連複票数 計 ３８３４６６ 的中 ��� ３０５０（２４番人気）
３連単票数 計 ６４１７２４ 的中 ��� ８１８（１５３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１３．０―１２．５―１２．１―１２．２―１１．８―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３７．１―４９．６―１：０１．７―１：１３．９―１：２５．７―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．９
１
３
１５，１１（４，１６）８（２，７）（３，５，１０）（１，９，１４）６，１２，１３
１５，１１（４，１６）（８，１０）（２，７）（３，５，１４）（１，９，１２）１３，６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハッピーパレード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２００８．７．５ 阪神５着

２００６．２．２３生 牝４黒鹿 母 メインスルー 母母 Main Prospect ３１戦３勝 賞金 ５８，１８４，０００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。



３５０３２１２月１１日 曇 稍重 （２２小倉３）第３日 第８競走 ��２，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３１．１
２：２８．６

重

不良

５７ ウインシュヴァルツ 牡３青 ５５ M．デムーロ�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４７２－ ２２：３５．７ ３．９�
（伊）

８１３ ロ ッ ソ ネ ロ 牡４鹿 ５７
５６ ☆丸山 元気 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B５３４＋ ２２：３５．９１ ４．１�

４５ サクラエンブレム 牡３青 ５５ 中舘 英二�さくらコマース池江 泰郎 新ひだか 新和牧場 ４９８－ ４２：３６．１１� ９．３�
７１０ シルクコスモス 牡３栗 ５５ 長谷川浩大有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４６８＋１８２：３６．５２� ５３．７�
１１ � アグネスフリーダム 牡５栗 ５７ 太宰 啓介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７８－ ４２：３６．９２� ５．７�
７１１ ラ パ リ ー ガ 牝３黒鹿５３ 武 豊�大樹ファーム 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２＋ ２２：３７．３２� ３．８	
８１２ シルクマッドネス �３黒鹿５５ 田辺 裕信有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４５４－ ６２：３７．４� １９．６

６９ マンテンスカイ �３鹿 ５５ 安藤 光彰山本 堅治氏 大根田裕之 新冠 タニグチ牧場 ５００－ ４ 〃 クビ ２７８．４�
２２ マイネルチハヤ 牡３芦 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 聖心台牧場 ５２２＋１３２：３８．３５ １０８．２�
６８ シンボリボルドー 牡３鹿 ５５

５２ ▲水口 優也シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４６２＋ ６２：３９．１５ １５４．０
４４ スズカスペンサー 牡５栗 ５７ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４４６± ０２：４０．４８ １２８．６�
５６ サクラルーセント 牡３青 ５５ 福永 祐一�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４９４＋ ８２：４０．８２� ９．４�
３３ リーサムカイト 牡３鹿 ５５ 西田雄一郎平田 修氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 ４６０－ ６２：４１．８６ ３９４．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，０２５，５００円 複勝： １８，４５６，３００円 枠連： ９，６６４，４００円

普通馬連： ２２，８７３，９００円 馬単： １７，７７０，４００円 ワイド【拡大馬連】： １０，３９８，０００円

３連複： ３４，８４４，９００円 ３連単： ６０，１９３，０００円 計： １８８，２２６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ２２０円 枠 連（５－８） ４５０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ６９０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，０８０円 ３ 連 単 ��� １２，８７０円

票 数

単勝票数 計 １４０２５５ 的中 � ２８７２４（２番人気）
複勝票数 計 １８４５６３ 的中 � ３５９２３（１番人気）� ２９６８４（２番人気）� １９９５０（５番人気）
枠連票数 計 ９６６４４ 的中 （５－８） １６０９２（２番人気）
普通馬連票数 計 ２２８７３９ 的中 �� １４７７７（４番人気）
馬単票数 計 １７７７０４ 的中 �� ６６０２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０３９８０ 的中 �� ５０２３（６番人気）�� ３６９７（９番人気）�� ３６９５（１０番人気）
３連複票数 計 ３４８４４９ 的中 ��� ８３５４（１２番人気）
３連単票数 計 ６０１９３０ 的中 ��� ３４５４（３３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１３．０―１３．９―１３．５―１３．５―１４．４―１２．８―１２．６―１２．３―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．６―３７．６―５１．５―１：０５．０―１：１８．５―１：３２．９―１：４５．７―１：５８．３―２：１０．６―２：２２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５０．０―３F３７．４
１
�
９，１１（６，７）１，１３（１０，１２）（２，８）－３，４－５・（９，１１）（７，５）１（６，１３，１２）１０（２，８）－（３，４）

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

勝馬の
紹 介

ウインシュヴァルツ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．１．１６ 京都４着

２００７．４．２９生 牡３青 母 プレンティオブラヴ 母母 マニックサンデー １２戦２勝 賞金 ２１，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リーサムカイト号は，平成２３年１月１１日まで平地競走に出走できない。
※サクラルーセント号・シンボリボルドー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



３５０３３１２月１１日 曇 稍重 （２２小倉３）第３日 第９競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時２５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１１ スコッツブラフ 牡３芦 ５６
５３ ▲西村 太一 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ６ ５９．０ ６．６�

５７ シ ェ ー カ ー 牡３芦 ５６
５５ ☆丸山 元気深見 富朗氏 北出 成人 新冠 コスモヴューファーム ５０４＋１４ 〃 ハナ １．７�

１１ ハナノシンノスケ 牡３鹿 ５６ 北村 友一池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７６＋ ２ ５９．５３ ５．６�
６９ デ プ ラ ー タ 牡３栗 ５６ 黛 弘人栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４６６＋ ４ ５９．９２� １０．９�
４６ ヒシビビッド 牡３栗 ５６ 中舘 英二阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４７６＋１０ 〃 アタマ １１．３�
３３ メジロライダー 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４６２± ０１：００．０クビ ３４．３�
３４ ケンブリッジシーザ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介中西 健造氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 ５０６－ ２ 〃 クビ ７０．８	
８１４ ディープリンク 牡５栗 ５７ 田辺 裕信中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 本間牧場 ４７２＋ ２１：００．３１� ５０．４

８１３ グラスヴィクター 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 B４７０＋ ２ 〃 アタマ １３０．５�
５８ 	 ワガミチヲイク 牡４芦 ５７ 宮崎 北斗神山 幸男氏 和田正一郎 豊浦 飯原牧場 ４７４－ ６１：００．４クビ １９４．４�
６１０ レディオーロラ 牝５鹿 ５５

５２ ▲水口 優也柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 B４５８－ ４１：００．６１� １６３．４
７１２ ハンターワディ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４８２± ０１：０１．０２� ６２．５�
２２ 	 カ シ ノ ニ ケ 牝４黒鹿５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 伊達 黄金牧場 ４６２± ０１：０１．４２� ２５５．５�
４５ 	 リッカブレーブ 牡６鹿 ５７

５５ △高倉 稜立花 幸雄氏 清水 久詞 厚真 阿部 栄乃進 ４７０－ ５１：０２．５７ ３０．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，２７４，２００円 複勝： １７，９２５，６００円 枠連： ９，７２２，８００円

普通馬連： ３２，２８８，９００円 馬単： ２７，０３９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４４７，４００円

３連複： ４６，８７５，８００円 ３連単： ９７，４８９，６００円 計： ２６１，０６３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（５－７） ５２０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ５５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 ��� ６，１３０円

票 数

単勝票数 計 １６２７４２ 的中 � １９４６９（３番人気）
複勝票数 計 １７９２５６ 的中 � １９３９５（３番人気）� ５８２１５（１番人気）� ２５８７１（２番人気）
枠連票数 計 ９７２２８ 的中 （５－７） １３９８８（１番人気）
普通馬連票数 計 ３２２８８９ 的中 �� ３９６１３（２番人気）
馬単票数 計 ２７０３９３ 的中 �� １２３９２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４４７４ 的中 �� １２２６９（２番人気）�� ５３３５（５番人気）�� １４２８４（１番人気）
３連複票数 計 ４６８７５８ 的中 ��� ４２８６２（１番人気）
３連単票数 計 ９７４８９６ 的中 ��� １１７５０（１３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．６―１１．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．９―３４．５―４６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３６．１
３ ５（６，７，１１）（８，１４）（１，４，９）３（１２，１３）－（２，１０） ４ ・（５，６，７，１１）－１４（１，４，８，９）３－１３（２，１２）１０

勝馬の
紹 介

スコッツブラフ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１．１０ 京都９着

２００７．３．１６生 牡３芦 母 オレゴントレイル 母母 ハッピートレイルズ ９戦２勝 賞金 １３，２００，０００円
※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 マンガンオトメ号
（非抽選馬） １頭 ガリレオシチー号



３５０３４１２月１１日 曇 稍重 （２２小倉３）第３日 第１０競走 ��
��１，７００�

た が わ

田 川 特 別
発走１５時００分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，２００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４２０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

２２ キクノアポロ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 赤石 久夫 ４９８－ ６１：４５．２ ４．０�

５８ �� クリュギスト 牡４鹿 ５７ 小牧 太吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave
Joint Venture ５１２－ ４ 〃 クビ ３．５�

４６ エ ア ウ ル フ 牡３栗 ５６ M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６ 〃 アタマ ３．７�
（伊）

３４ �� ホウショウアマネ 牝５芦 ５５ 宮崎 北斗芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green
Gates Farm ４８２± ０１：４６．１５ ２９．９�

１１ アグネスラナップ 牡５青 ５７ 池添 謙一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B４９８＋ ４１：４６．２	 ５４．６�
７１２ アイノレグルス 牡５鹿 ５７ 中舘 英二馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６２± ０ 〃 ハナ １３．３�
８１４� トーホウボガード 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４６６± ０ 〃 ハナ １３３．７	
６１０ セレナプレジール 牡３鹿 ５６ 加藤士津八島川 利子氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４８８＋ ４１：４６．４１
 ３７．７

３５ � ベ ロ ー チ ェ 牡７鹿 ５７ 太宰 啓介モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 B４６０－１０１：４６．６１
 １６５．６�
５９ セトノメジャー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４９０＋１４ 〃 クビ １４０．９
７１３ コスモフォース 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 様似 土井 仁 ５０６－ ４１：４６．９１� ２０１．３�
４７ タガノアッシュ 牡６鹿 ５７ 赤木高太郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７０＋ ２１：４７．０クビ ５５．５�
８１５� ヒシパーフェクト 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.

Nichols ４７４－ ２ 〃 クビ ２６．６�
６１１ ペガサスヒルズ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４７６± ０１：４７．３１� １１３．７�
２３ � パルラメンターレ 牡３鹿 ５６ 武 豊藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ４９６＋ ８１：５０．３大差 ４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，０３６，８００円 複勝： ３５，７４４，０００円 枠連： １６，１５９，７００円

普通馬連： ５２，７７７，１００円 馬単： ３４，０１１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４１５，２００円

３連複： ７６，９２７，３００円 ３連単： １３３，３０３，８００円 計： ３９４，３７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（２－５） ４８０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ２７０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ７，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２２０３６８ 的中 � ４３７５７（３番人気）
複勝票数 計 ３５７４４０ 的中 � ５４７２５（３番人気）� ７０１３０（２番人気）� ７８８９２（１番人気）
枠連票数 計 １６１５９７ 的中 （２－５） ２４９８０（２番人気）
普通馬連票数 計 ５２７７７１ 的中 �� ３８４５４（４番人気）
馬単票数 計 ３４０１１０ 的中 �� １２５２６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４１５２ 的中 �� １４６８３（４番人気）�� ２１９２９（２番人気）�� ２２８９５（１番人気）
３連複票数 計 ７６９２７３ 的中 ��� ５４２５４（１番人気）
３連単票数 計１３３３０３８ 的中 ��� １２６７６（１７番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．３―１１．６―１３．１―１２．５―１２．２―１２．３―１２．４―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―２９．７―４２．８―５５．３―１：０７．５―１：１９．８―１：３２．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キクノアポロ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 スマコバクリーク デビュー ２００８．１１．２２ 福島１着

２００６．３．１５生 牡４黒鹿 母 マルニカンセイ 母母 スピードキヨフジ １０戦４勝 賞金 ４６，１２１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 トーホウボガード号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（１０番・４番へ

の進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パルラメンターレ号は，平成２３年１月１１日まで平地競走に出走できない。
※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。



３５０３５１２月１１日 曇 良 （２２小倉３）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�第４６回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，２１．１２．１２以降２２．１２．５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

中日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６５１，０００円 １８６，０００円 ９３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

１１ トゥザグローリー 牡３鹿 ５５ M．デムーロ �キャロットファーム 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ５２８＋ ２１：５８．７ ２．２�
（伊）

４８ � コスモファントム 牡３鹿 ５５ 太宰 啓介 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley
Thoroughbreds ５０２＋１０１：５９．０１� １５．７�

４７ ゲシュタルト 牡３鹿 ５６ 池添 謙一畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ４９２＋ ４１：５９．５３ ８．１�
８１８ サンライズマックス 牡６黒鹿５７ 福永 祐一松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４５２＋１２１：５９．７１� ５３．７�
２３ バトルバニヤン 牡６栗 ５７ 藤岡 康太津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４９４± ０ 〃 ハナ ２５．６�
５９ ナムラクレセント 牡５鹿 ５７ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５０２＋ ４ 〃 ハナ ５．９�
６１１ ド モ ナ ラ ズ 牡５栗 ５４ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６８＋ ８１：５９．９１	 １１２．３	
７１５ ダイシングロウ 牡６黒鹿５３ 田辺 裕信大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５００＋ ２ 〃 クビ １４０．９

３５ スリーオリオン 牡５栗 ５５ 武 豊永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 ４６０＋ ４２：００．０	 ７．６�
２４ オートドラゴン 牡６栗 ５４ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５１０± ０ 〃 クビ １５．４
８１６ ヤマニンキングリー 牡５栗 ５７ 吉田 隼人土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４９４＋１２２：００．１クビ ４４．１�
３６ ダンスインザモア 牡８黒鹿５６ 丸田 恭介木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５１４－ ４ 〃 クビ ３８．７�
８１７ マイネルスターリー 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４８０＋ ６２：００．２クビ ３２．１�
６１２ シゲルタック 牡６鹿 ５３ 松山 弘平森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４７４－ ６２：００．３	 ４７．０�
７１３ エーティーボス 
６鹿 ５３ 鮫島 良太荒木 徹氏 湯窪 幸雄 静内 伊藤 敏明 ４６６－１６２：００．６１� ２７９．７�
１２ メイショウクオリア 牡５鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４７６＋ ８２：００．７	 ５４．０�
７１４ エアシャトゥーシュ 牡５鹿 ５５ 中舘 英二 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４７０－１２２：００．８� ６３．１�
５１０ ミヤビランベリ 牡７栗 ５８ 丸山 元気村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ５００＋ ８２：００．９	 ２７．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ８７，６１６，４００円 複勝： １２４，５５５，５００円 枠連： ７０，０９８，２００円

普通馬連： ３４６，９６５，８００円 馬単： １７０，２１８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １１９，０７３，６００円

３連複： ４９６，２７０，２００円 ３連単： ８４２，６１０，３００円 計： ２，２５７，４０８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １５０円 � ３４０円 � ２４０円 枠 連（１－４） ６３０円

普通馬連 �� １，７８０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� ４９０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ３，７６０円 ３ 連 単 ��� １４，０００円

票 数

単勝票数 計 ８７６１６４ 的中 � ３２０２８４（１番人気）
複勝票数 計１２４５５５５ 的中 � ３０３３２７（１番人気）� ７６９２５（５番人気）� １２５９９０（４番人気）
枠連票数 計 ７００９８２ 的中 （１－４） ８２３００（１番人気）
普通馬連票数 計３４６９６５８ 的中 �� １４３８８２（４番人気）
馬単票数 計１７０２１８０ 的中 �� ４８３７０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１９０７３６ 的中 �� ３６６８４（６番人気）�� ６３６３７（３番人気）�� ２１２１３（１３番人気）
３連複票数 計４９６２７０２ 的中 ��� ９７５２８（６番人気）
３連単票数 計８４２６１０３ 的中 ��� ４４４３１（１９番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．４―１３．４―１２．８―１２．１―１１．９―１１．５―１１．３―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．２―３４．６―４８．０―１：００．８―１：１２．９―１：２４．８―１：３６．３―１：４７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．８―３F３３．９
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

トゥザグローリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．３．１４ 阪神１着

２００７．２．１６生 牡３鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール ９戦４勝 賞金 １１４，４９０，０００円
〔制裁〕 トゥザグローリー号の騎手M．デムーロは，３コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことについて戒

告。（１１番への進路影響）
バトルバニヤン号の騎手藤岡康太は，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７０，０００円。（１２番への進路
影響）

※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。



３５０３６１２月１１日 曇 良 （２２小倉３）第３日 第１２競走 ��
��１，２００�

く ら て

鞍 手 特 別
発走１６時１０分 （芝・右）

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 １０，２００，０００円 ４，１００，０００円 ２，６００，０００円 １，５００，０００円 １，０２０，０００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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

４８ � ミッドナイトクロス 牡３青鹿５６ 武 豊 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ５０４－ ８１：０８．３ ６．９�

７１３ ラブグランデー 牝３鹿 ５４ 丸山 元気増田 陽一氏 須貝 尚介 新ひだか パラダイス・ファーム ４５８＋ ４ 〃 ハナ ４．４�
３５ トロンプルイユ 牝３栗 ５４ 中舘 英二前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８± ０１：０８．４� ３．７�
４７ テラノチェリー 	５鹿 ５７ 柴原 央明寺田 寿男氏 昆 貢 門別 シンコーファーム B４７６± ０１：０８．６１
 ２８．３�
１１ � ヘイハチキング 牡３鹿 ５６ 加藤士津八伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 本巣 敦 ４７０－ １ 〃 アタマ １５４．５�
８１６ サクラエクスプロー 牡３栗 ５６ 田中 博康�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４７０－ ６１：０８．７� ９．５	
８１７ スペシャルポケット 牝５黒鹿５５ M．デムーロ吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ １１．０


（伊）

６１２ カリスマテーラー 牝４栗 ５５ 赤木高太郎中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７６－ ２１：０８．９１� ４１．１�
７１５� ジャカランダテラス 牝３鹿 ５３ 福永 祐一吉田 千津氏 笹田 和秀 豪

Fairway Thorough-
breds, Mr Deborah
Camilleri

４２２－１０１：０９．０� １３．４�
２３ ヤマニンファンシー 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５８－ ６ 〃 クビ １８５．７
７１４� キ イ レ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 富田牧場 ４４６－２２１：０９．１� １５５．０�
５９ セレスマジェスティ 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 ４８８＋ ６ 〃 ハナ ６．８�
２４ セルリアンレッド 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４７８± ０１：０９．２� ５５．７�
３６ � エイシンダヴィンチ 牡４青鹿５７ 鮫島 良太平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty ４６８± ０ 〃 アタマ ４１．３�
６１１ ミキノクレシェンド 牝４栗 ５５ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４８８＋１２ 〃 クビ ６２．６�
８１８ ワールドロレックス 牡４鹿 ５７ 池添 謙一市川 義美氏 坂口 正大 早来 ノーザンファーム ４６４＋１２ 〃 ハナ ５７．３�
１２ トーコーブロンコ 牡３青鹿５６ 藤岡 康太森田 藤治氏 湯窪 幸雄 むかわ 市川牧場 ４８０＋１６１：０９．３クビ ４７．５�
５１０ ドンマルゴー 牡５鹿 ５７ 高倉 稜山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ４５８＋ ２１：０９．５１� ４６．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，０７９，６００円 複勝： ４０，４５２，１００円 枠連： ２３，０００，５００円

普通馬連： ７８，３２８，６００円 馬単： ４７，３３１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，４１０，９００円

３連複： １１９，１２３，６００円 ３連単： ２０６，３５３，０００円 計： ５７２，０７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２５０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（４－７） １，２５０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ４，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ６７０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ２，９００円 ３ 連 単 ��� １８，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２６０７９６ 的中 � ３００２９（４番人気）
複勝票数 計 ４０４５２１ 的中 � ３３９１３（４番人気）� ７３７４６（２番人気）� ８７４４９（１番人気）
枠連票数 計 ２３０００５ 的中 （４－７） １３６７１（７番人気）
普通馬連票数 計 ７８３２８６ 的中 �� ２７４８８（６番人気）
馬単票数 計 ４７３３１４ 的中 �� ７７４６（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１４１０９ 的中 �� １０２９３（５番人気）�� １１１２７（４番人気）�� ２５５６７（１番人気）
３連複票数 計１１９１２３６ 的中 ��� ３０３３８（３番人気）
３連単票数 計２０６３５３０ 的中 ��� ８２９１（２２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．１―１１．４―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．５―４４．９―５６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．８
３ ・（５，１０）１３（１，１５）（７，１１）（３，８）６（１２，１７）（４，９）（１４，１６）（２，１８） ４ ５（１０，１３）（１，７，１５）（３，１１）８（６，１２，１７）（４，９，１４，１６）１８，２

勝馬の
紹 介

�ミッドナイトクロス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ニホンピロウイナー

２００７．３．８生 牡３青鹿 母 ミッドナイトボイス 母母 ディスクジョッキー ４戦１勝 賞金 １２，７８１，０００円
初出走 JRA

※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。
（非抽選馬） ５頭 ウイニングドラゴン号・クレムリンシチー号・ドンビザッツウェイ号・ニシノアンクレット号・ノアウイニング号
※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。



（２２小倉３）第３日 １２月１１日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８３頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３７，３００，０００円
１４，７００，０００円
２，３１０，０００円
２３，７９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，４１５，０００円
５，０６４，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
２４９，８５７，６００円
３８１，４９２，０００円
１８４，５８２，４００円
６８８，５７８，７００円
４２５，４３２，３００円
２７８，２２４，７００円
１，００７，５７７，２００円
１，７２９，１４２，６００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 ４，９４４，８８７，５００円

総入場人員 ８，８３１名 （有料入場人員 ７，７４３名）




