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３６１０９１２月２５日 曇 良 （２３小倉５）第１０日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系２歳
発走９時５０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

１：４５．６
１：４５．６

不良

不良

７１４ イースターパレード 牡２栗 ５５ 荻野 琢真�G１レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム B５０６－ ６１：４６．９ ５．８�

３６ サ プ ラ イ ズ 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥深見 富朗氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 ４７０＋ ８１：４７．６４ ２３．１�
３５ ハ ヤ ブ サ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム ４５８＋ ２ 〃 アタマ ７．９�
１１ エイユーミラクル 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志笹部 義則氏 高野 友和 新冠 村上 欽哉 ４８６＋１０１：４７．８１� １１３．４�
１２ エーシンフルハウス 牝２黒鹿５４ 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６６－ ８１：４８．１１� ９．８�
８１６ デンコウアクティブ 牡２鹿 ５５ 中舘 英二田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 B４８０－ ２１：４８．９５ ３．３�
４８ ゴールドマイスター 牡２鹿 ５５

５２ ▲西村 太一久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６４＋ ２１：４９．０� ３４．９	
５１０ トウショウハマー 牡２栗 ５５ 太宰 啓介トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５６０＋ ８１：４９．８５ ５．５

６１２ チ ョ ウ ウ ン 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲横山 和生福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 恵比寿牧場 ５００＋ ２ 〃 アタマ ２０．２�
５９ フェアーフェイム 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 優作名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 ５２０－ ２１：５０．３３ ７．８�
２３ コウユーサムライ 牡２栗 ５５

５４ ☆松山 弘平加治屋康雄氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 ４８８＋２２１：５０．４� ２２５．２
６１１ メイショウハレバレ 牝２鹿 ５４ 高橋 亮松本 和子氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４４４＋１６１：５０．７１� １８６．０�
４７ パッションロード 牝２黒鹿５４ 酒井 学�ターフ・スポート田所 秀孝 浦河 成隆牧場 ４４０± ０１：５１．０１� ６５．０�
２４ ダークアイリス 牝２栗 ５４ 松田 大作中村 光利氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：５１．８５ １３．８�
７１３ ヒノクニフォース 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 竹原 孝昭 ４５８± ０１：５２．１２ ９１．４�
８１５ スズカジャイアント 牡２鹿 ５５ 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B５０６＋ ４１：５６．７大差 １６５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，５７２，０００円 複勝： ２１，３９３，３００円 枠連： ８，１６８，３００円

馬連： ２７，６４３，７００円 馬単： １９，５７３，３００円 ワイド： １３，６５９，１００円

３連複： ４４，６５３，３００円 ３連単： ６２，７１８，７００円 計： ２０８，３８１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ３１０円 � ８６０円 � ３１０円 枠 連（３－７） ３，０３０円

馬 連 �� １７，０２０円 馬 単 �� ２８，５５０円

ワ イ ド �� ５，７５０円 �� １，３００円 �� ４，０１０円

３ 連 複 ��� ４８，４７０円 ３ 連 単 ��� ２８３，９７０円

票 数

単勝票数 計 １０５７２０ 的中 � １４３７８（３番人気）
複勝票数 計 ２１３９３３ 的中 � １９３０４（６番人気）� ５８０６（１０番人気）� １９６２８（５番人気）
枠連票数 計 ８１６８３ 的中 （３－７） １９９２（１５番人気）
馬連票数 計 ２７６４３７ 的中 �� １１９９（３９番人気）
馬単票数 計 １９５７３３ 的中 �� ５０６（７１番人気）
ワイド票数 計 １３６５９１ 的中 �� ５７５（４５番人気）�� ２６６５（１６番人気）�� ８３０（３５番人気）
３連複票数 計 ４４６５３３ 的中 ��� ６８０（１０４番人気）
３連単票数 計 ６２７１８７ 的中 ��� １６３（６２２番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１１．３―１２．４―１２．５―１３．７―１３．３―１２．６―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．８―２９．１―４１．５―５４．０―１：０７．７―１：２１．０―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F３９．２
１
３
１４－（４，５）１２（３，１，１１，１０，１６）９，７（２，６，１５）－８－１３
１４－５（４，１）－（３，１２，１６）２（１０，６，９）－（１１，８）－７－１３，１５

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

勝馬の
紹 介

イースターパレード �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．９．３ 札幌８着

２００９．１．２７生 牡２栗 母 インディパレード 母母 Fashion Setter ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒノクニフォース号は，平成２４年１月２５日まで平地競走に出走できない。

スズカジャイアント号は，平成２４年２月２５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 クラウンビースト号・マイネルバルビゾン号・ミキノウインク号

３６１１０１２月２５日 曇 良 （２３小倉５）第１０日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時１５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 ７，０００，０００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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

１１ エーシンパナギア 牝３青 ５４ 中舘 英二�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５２２＋ ６ ５８．５ １．６�

４５ フ レ イ ヤ 牝５鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５２４－ ４ ５９．４５ １２２．０�
３３ サマーラグーン 牝５青鹿５５ 吉田 隼人セゾンレースホース� 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４７４－ ２ ５９．７２ ３３．０�
７１２ マウントフジ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �グリーンファーム 宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４２４＋ ２ ５９．８� １９．５�
４６ メリーチャン 牝３芦 ５４ 柴山 雄一ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６４＋１０ 〃 クビ ６．４�
６１０ プリンセスエリー 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介�ターフ・スポート鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４９８＋ ４ ５９．９クビ ７．２	
７１１ フィドルプレイヤー 牝４栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人下河
行雄氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 ４９２± ０ 〃 アタマ ３５．４�
５７ カプリースレディー 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１２± ０ 〃 ハナ ２７．９�
８１３� ピンクデージー 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４９０＋１２１：００．１� ２１．５
５８ ワンダードレッシー 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 優作山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４８６＋ ４ 〃 アタマ ２２．１�
６９ � ヤマノグラス 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 ４８６＋１０ 〃 同着 １０６．５�
８１４ セ ラ ヴ ィ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４１４－ ２１：００．５２� ２８．９�
２２ トーセンスタッフ 牝３黒鹿５４ 黛 弘人島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４４８＋ ６１：００．７１� ４８．４�
３４ � ツ ヨ イ コ 牝３栗 ５４ 酒井 学小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 ４４６＋ ２ 〃 ハナ １７０．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，６６１，４００円 複勝： ３４，９９１，３００円 枠連： ８，７９３，３００円

馬連： ２９，０８４，６００円 馬単： ２６，８３０，７００円 ワイド： １５，１２６，８００円

３連複： ４０，９１６，６００円 ３連単： ７８，４９６，２００円 計： ２５０，９００，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １，２３０円 � ５２０円 枠 連（１－４） ３６０円

馬 連 �� ４，８３０円 馬 単 �� ６，７９０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� ９９０円 �� ７，９３０円

３ 連 複 ��� ２１，８９０円 ３ 連 単 ��� ８０，３５０円

票 数

単勝票数 計 １６６６１４ 的中 � ８５７７７（１番人気）
複勝票数 計 ３４９９１３ 的中 � １９３９６６（１番人気）� ３５６９（１２番人気）� ９２２０（８番人気）
枠連票数 計 ８７９３３ 的中 （１－４） １８３１３（１番人気）
馬連票数 計 ２９０８４６ 的中 �� ４４４９（１２番人気）
馬単票数 計 ２６８３０７ 的中 �� ２９１７（２１番人気）
ワイド票数 計 １５１２６８ 的中 �� ２３４５（１６番人気）�� ３９０５（９番人気）�� ４５３（６０番人気）
３連複票数 計 ４０９１６６ 的中 ��� １３８０（６８番人気）
３連単票数 計 ７８４９６２ 的中 ��� ７２１（２３１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．３―１１．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．２―３４．５―４５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンパナギア �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 High Yield デビュー ２０１０．１２．４ 阪神３着

２００８．２．２１生 牝３青 母 サンタマリアガール 母母 Eishin Marianna １０戦２勝 賞金 ２６，１５０，０００円
〔発走状況〕 ピンクデージー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ピンクデージー号は，平成２３年１２月２６日から平成２４年１月１５日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 キルシュバウム号・ミスグロリアス号
（非抽選馬） １頭 ヴィーナススマイル号

第５回　小倉競馬　第１０日



３６１１１１２月２５日 晴 良 （２３小倉５）第１０日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０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

５１０ メイショウヒデタダ 牡２黒鹿５５ 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 ４６６± ０１：０８．９ ４．６�

３５ ジャストザブレイン 牡２鹿 ５５ 松田 大作ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社
吉田ファーム ４６６＋ ８１：０９．４３ ８．８�

７１５ トーセンムンク 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム ４６０± ０１：０９．９３ ２５．３�

８１６ コスモルミナス 牡２栗 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ ６．０�
４７ ヤマニンメンヒル 牡２鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４４８－ ４ 〃 ハナ １６．９�
８１７ ローレルレジェンド 牡２鹿 ５５ 黛 弘人 	ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４５８＋ ２１：１０．０� ９．８

３６ カツラライデン 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 様似 清水スタッド ４５６＋ ２１：１０．３１� ３．４�
２４ テイエムオウショウ 牡２栗 ５５ 小林慎一郎竹園 正繼氏 小島 貞博 日高 長谷川牧場 ４４６＋１０１：１０．４クビ １４２．３�
５９ キョウワアリス 牝２青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ４３６＋ ２ 〃 アタマ １１０．６
６１２ コ マ ノ ラ ブ 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４４６± ０１：１０．５� ９．４�
７１３ テイエムタイホー 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 ４６４＋２８ 〃 アタマ ６１．４�
４８ クライシスワン 牡２鹿 ５５ 伊藤 工真宮坂五十四氏 二本柳俊一 新冠 松浦牧場 ４３０± ０１：１０．６� ２３０．０�
１１ ゴーイングウェイ 牡２芦 ５５ 田中 健林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４４８± ０１：１０．７クビ １１．４�
２３ ワンダフルフェロー 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志岩� 僖澄氏 谷 潔 新冠 清水 克則 ４５８＋ ６１：１０．８� ２３３．３�
８１８ ウ ッ チ ャ リ 牡２黒鹿５５ 丸田 恭介中西 功氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 ４２２＋１２ 〃 クビ ７８．５�
１２ オンワードアマンド 牝２鹿 ５４ 古川 吉洋樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４４４－１０１：１０．９クビ １２１．６�
７１４ ウ ミ ホ タ ル 牝２芦 ５４ 二本柳 壮�和田牧場 和田 正道 新ひだか 漆原 一也 ４２８－ ２１：１１．０� １９０．３�
６１１ カシノブローチ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 新保 孝一 ４３０＋１５１：１１．２１� ２５２．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，３８８，８００円 複勝： ２１，００５，５００円 枠連： １０，８９３，１００円

馬連： ２８，８３９，２００円 馬単： １９，９４４，６００円 ワイド： １３，８３８，８００円

３連複： ４２，７１９，９００円 ３連単： ６５，０７０，５００円 計： ２１６，７００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２００円 � ２８０円 � ８１０円 枠 連（３－５） ６９０円

馬 連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ４，１２０円

ワ イ ド �� ８００円 �� １，６４０円 �� ３，７００円

３ 連 複 ��� １４，０４０円 ３ 連 単 ��� ６１，２６０円

票 数

単勝票数 計 １４３８８８ 的中 � ２４６６１（２番人気）
複勝票数 計 ２１００５５ 的中 � ３２７５７（２番人気）� ２０３３０（５番人気）� ５５４８（９番人気）
枠連票数 計 １０８９３１ 的中 （３－５） １１８０７（２番人気）
馬連票数 計 ２８８３９２ 的中 �� ９０４９（１０番人気）
馬単票数 計 １９９４４６ 的中 �� ３５８０（１８番人気）
ワイド票数 計 １３８３８８ 的中 �� ４４４８（１０番人気）�� ２０６８（２３番人気）�� ８９０（３４番人気）
３連複票数 計 ４２７１９９ 的中 ��� ２２４７（５０番人気）
３連単票数 計 ６５０７０５ 的中 ��� ７８４（２２１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．３―１１．４―１１．８―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２２．８―３４．２―４６．０―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．７
３ １０，１３，１５，５（１，７，１２）（６，１６）（２，４，９）（１１，８，１４）（３，１７）－１８ ４ １０（１３，１５）５（６，７，１２）（１，９，１６）２（１１，８，１４）（４，１７）（３，１８）

勝馬の
紹 介

メイショウヒデタダ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．７．１７ 京都２着

２００９．３．１２生 牡２黒鹿 母 メイショウサマンサ 母母 スイートマーサ ６戦１勝 賞金 １２，６００，０００円
〔発走状況〕 ジャストザブレイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ジャストザブレイン号は，平成２３年１２月２６日から平成２４年１月１５日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エスケイティアラ号・サウスルビアノ号
（非抽選馬） ４頭 カルメンズサン号・スターインザライト号・ダグダ号・ヨシールプリンセス号

３６１１２１２月２５日 晴 良 （２３小倉５）第１０日 第４競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時１０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 ７，０００，０００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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１４ エーシンテンモク 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ５０４＋ ２１：４６．６ ９．２�

８１６� テーオーマグナム 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥小笹 公也氏 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ４８８－１２１：４６．９１� １４．１�
６１１ ハタノゼフィロス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８６＋ ８１：４７．１１� ５．０�
４７ � コイスキャーレ 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆国分 優作浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ５４８－ ２ 〃 クビ ２２．２�
５９ セトノハリケーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５０６＋ ２１：４７．３１� １０７．６�
６１２ カネトシリープイン 牡３芦 ５６ 中舘 英二兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B４６８± ０１：４７．４� ２．９	
２４ ダヴィンチバローズ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 ４８２＋１８ 〃 アタマ ９．１

４８ タガノエテルネル 	３鹿 ５６ 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９０－ ２ 〃 ハナ ５．７�
５１０ レッドオブガバナー 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真中谷 初子氏 鈴木 康弘 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９２＋１６ 〃 同着 ４７．２�
１１ � エーシンマギー 牝３黒鹿５４ 荻野 琢真�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 築紫 洋 ４３０＋ ２１：４７．５� ５２．０
２３ ラッシュザワーク 牡４栗 ５７

５４ ▲西村 太一 �グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９２－ ２１：４７．６� １６．３�
７１３ キョウエイプラウド 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ５０６± ０ 〃 ハナ ２６．３�
８１５ ワキノブライアン 	５栗 ５７ 西田雄一郎脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９８－ ２１：４７．７� １１７．２�
１２ コスモピアチューレ 牝４栗 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋ ２１：４７．８クビ ６７．４�
３６ サントワマミー 牝４栗 ５５ 丸田 恭介青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４７０＋ ４１：４８．４３� ３９．５�
３５ ナンヨーオウトー 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ５１０＋ ２１：５０．５大差 １２５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２７４，４００円 複勝： ２５，００２，１００円 枠連： １１，７９２，０００円

馬連： ３０，８９４，２００円 馬単： ２３，０３４，３００円 ワイド： １６，５４６，０００円

３連複： ４７，２０７，３００円 ３連単： ７０，１５０，４００円 計： ２３９，９００，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ３２０円 � ４６０円 � ２００円 枠 連（７－８） ３，５４０円

馬 連 �� ６，７７０円 馬 単 �� １３，１９０円

ワ イ ド �� ２，３５０円 �� ９６０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� １０，２３０円 ３ 連 単 ��� ７３，２３０円

票 数

単勝票数 計 １５２７４４ 的中 � １３１４７（５番人気）
複勝票数 計 ２５００２１ 的中 � ２０１８１（４番人気）� １２６５３（７番人気）� ３９０２９（３番人気）
枠連票数 計 １１７９２０ 的中 （７－８） ２４６２（１３番人気）
馬連票数 計 ３０８９４２ 的中 �� ３３６８（２５番人気）
馬単票数 計 ２３０３４３ 的中 �� １２８９（４７番人気）
ワイド票数 計 １６５４６０ 的中 �� １６９１（２８番人気）�� ４３６０（７番人気）�� ３０８２（１５番人気）
３連複票数 計 ４７２０７３ 的中 ��� ３４０７（３０番人気）
３連単票数 計 ７０１５０４ 的中 ��� ７０７（２０６番人気）

ハロンタイム ７．２―１０．８―１１．６―１３．４―１３．３―１２．８―１２．５―１２．６―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．０―２９．６―４３．０―５６．３―１：０９．１―１：２１．６―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．５
１
３
３，１２（２，６，１１）－１３，１４（１，７，８）（４，１６）（９，１０，１５）＝５・（３，１２）１１（２，６，１４）８，１６，１３（１，７）（９，１５，１０）４－５

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

勝馬の
紹 介

エーシンテンモク �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 Cryptoclearance デビュー ２００９．７．１１ 阪神１６着

２００７．４．２０生 牡４鹿 母 メンフィスベル 母母 Eishin Tennessee １４戦３勝 賞金 ２０，８４０，０００円
※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。
（非当選馬） ３頭 ゴールドスマイル号・シルクレグルス号・ピースフルアース号
（非抽選馬） ２頭 エイトプリンス号・ヤマノトップラン号



３６１１３１２月２５日 晴 良 （２３小倉５）第１０日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時４０分 （芝・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 ７，０００，０００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

１：５７．３
１：５６．１

良

良

４８ ミヤコトップガン 牡５栗 ５７
５６ ☆国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４６４＋ ４２：００．２ ５．５�

７１４ ジャニアリシックス 牡３栗 ５６ 川須 栄彦深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５０± ０２：００．４１� ２．２�
３５ ノーティカルスター 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム ４９６＋ ４２：００．５� ８．４�
８１７ ヤマニンガーゴイル 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４９６± ０ 〃 クビ １１．５�
２４ キングウェールズ 牡５鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム ４５２－ ２２：００．６クビ ３０．６�

５１０ コスモヴェント 牡３栗 ５６ 大野 拓弥鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 静内坂本牧場 ４９０± ０２：００．７� １６．５�
８１８ ビリーヴマイン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４４４＋ ４ 〃 アタマ １８３．６	
１１ ギリギリヒーロー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人小林けい子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３６＋ ４ 〃 ハナ ９．０

６１２ セ ミ ニ ョ ン 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 ４５８± ０２：００．８� ３７．３�
７１３� タガノキズナ 牡３栗 ５６ 松田 大作八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２４＋１８２：００．９� ６６．４�
８１６ マイネアロマ 牝４黒鹿５５ 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４７２＋ ４２：０１．１１� ２１．６�
４７ トーセンマルス 牡３鹿 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３８± ０２：０１．３１� ３１．９�
１２ � フィールドダンス 牡５栗 ５７ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 静内 グランド牧場 ４９６＋１３ 〃 ハナ ２０．５�
７１５ ボ サ ノ ヴ ァ 牝３栗 ５４ 中舘 英二吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４１４± ０２：０１．６１� １３０．７�
２３ バトルキクヒメ 牝４芦 ５５ 太宰 啓介宮川 秋信氏 野中 賢二 新ひだか 小倉 光博 ４７６＋ ２２：０２．１３ ４６．９�
３６ � リバーインバウンド 牝５栗 ５５ 西田雄一郎河越 武治氏 星野 忍 浦河 日向牧場 ４５４＋ ６２：０２．４１� ２２６．２�
６１１ イケマドンナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 ４２０＋ ２２：０２．６１� ３２４．０�
５９ ユーピロンユー 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗袴田 精一氏 和田正一郎 静内 三宅牧場 B４５８＋ ２２：０３．０２� ２５０．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，８１４，１００円 複勝： ２８，７８６，１００円 枠連： １２，０３２，１００円

馬連： ３５，１９９，７００円 馬単： ２４，７４４，３００円 ワイド： １７，５０５，９００円

３連複： ５０，５５５，３００円 ３連単： ８１，１８６，５００円 計： ２６６，８２４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ２４０円 枠 連（４－７） ４６０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ９１０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，２００円 ３ 連 単 ��� １３，４２０円

票 数

単勝票数 計 １６８１４１ 的中 � ２４４２３（２番人気）
複勝票数 計 ２８７８６１ 的中 � ６３１８１（２番人気）� ７５５８７（１番人気）� ２２５１４（４番人気）
枠連票数 計 １２０３２１ 的中 （４－７） １９３５８（１番人気）
馬連票数 計 ３５１９９７ 的中 �� ５４４４３（１番人気）
馬単票数 計 ２４７４４３ 的中 �� １２５０４（３番人気）
ワイド票数 計 １７５０５９ 的中 �� ２１３０３（１番人気）�� ４２２７（１０番人気）�� ７３０１（４番人気）
３連複票数 計 ５０５５５３ 的中 ��� １７０２７（４番人気）
３連単票数 計 ８１１８６５ 的中 ��� ４４６７（１９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．４―１２．５―１２．５―１２．６―１２．３―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�
１２．６―２３．４―３４．８―４７．３―５９．８―１：１２．４―１：２４．７―１：３６．６―１：４８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．５
１
３

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

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

ミヤコトップガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．１１．３０ 京都５着

２００６．４．２５生 牡５栗 母 ミヤコサンライズ 母母 ダイナコマネチ ２２戦２勝 賞金 ３３，４７０，０００円
※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。
（非抽選馬） １頭 ショウナンカライス号

３６１１４１２月２５日 晴 良 （２３小倉５）第１０日 第６競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時３０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 ７，０００，０００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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

８１３� フジノタカワシ 牡５青鹿５７ 丸田 恭介北所 直人氏 鈴木 伸尋 新冠 赤石 久夫 ４６４－ ６ ５８．９ ６．０�

５７ ニシノショータイム 牡３鹿 ５６ 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 B４９６± ０ ５９．０� ４．４�
６９ � サクラデスティニー 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４８８＋１０ ５９．１� ５．１�
１１ アドマイヤオンリー 牝４芦 ５５ 柴山 雄一近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６－ ６ ５９．２	 ９．８�
７１１ ウォーターサウンド 牡４栗 ５７ 中舘 英二山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４８２± ０ ５９．５２ １２．２�
２２ 
 シゲルカイチョウ 牡３黒鹿５６ 黛 弘人森中 蕃氏 鶴留 明雄 米 Dr. John

Piconi ５０２＋１０ ５９．６	 ４５．２�
６１０ ダイシンサーベル 牡６黒鹿 ５７

５６ ☆国分 優作大八木信行氏 吉田 直弘 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８０－ ６ 〃 アタマ ２４．４	

４５ 
� プレザンサプライズ 牝４鹿 ５５
５２ ▲西村 太一榮 義則氏 森 秀行 愛 Senford R.

Robertson ４７４－１０ ５９．７	 ２０２．９

５８ ドリームクレド 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹セゾンレースホース� 阿部 新生 浦河 帰山 清貴 ４７４－ ４ 〃 ハナ １１．３�
４６ アスターウィング 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４４２－ ２１：００．１２	 ２４．５�
３４ イ カ ル ス 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 川越牧場 B５２８＋１２１：００．２クビ ２４．５
３３ ヒシサッチモ 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 カミイスタット ４９６＋１２ 〃 クビ ４０．１�
７１２ ペプチドソロモン �４鹿 ５７ 高橋 亮沼川 一彦氏 高橋 隆 浦河 杵臼牧場 ５３８± ０１：００．５１� ４．６�
８１４
 バルデュソワール 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�ノースヒルズ 和田 正道 米 Fox Straus
KY, LLC B５１０－ ６１：０１．０３ １６２．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，７６２，２００円 複勝： ２４，４３７，４００円 枠連： １０，６３０，０００円

馬連： ３１，３９７，６００円 馬単： ２２，７７６，９００円 ワイド： １５，７９０，７００円

３連複： ４８，８０６，２００円 ３連単： ７６，３６２，８００円 計： ２４６，９６３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（５－８） １，０６０円

馬 連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ４８０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� ６，３７０円

票 数

単勝票数 計 １６７６２２ 的中 � ２２１３４（４番人気）
複勝票数 計 ２４４３７４ 的中 � ３７７２５（２番人気）� ４２３０８（１番人気）� ３１６６９（４番人気）
枠連票数 計 １０６３００ 的中 （５－８） ７４０５（６番人気）
馬連票数 計 ３１３９７６ 的中 �� １９２５７（３番人気）
馬単票数 計 ２２７７６９ 的中 �� ５６５４（７番人気）
ワイド票数 計 １５７９０７ 的中 �� ９３７４（２番人気）�� ７８２２（４番人気）�� １１６１７（１番人気）
３連複票数 計 ４８８０６２ 的中 ��� ２１５０８（１番人気）
３連単票数 計 ７６３６２８ 的中 ��� ８８５５（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．７―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．９―３４．６―４６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３６．０
３ ・（７，９）－１３（５，６）８（１，１１）（１０，１２）２（４，３）－１４ ４ ・（７，９）－１３－５（６，８）１，１１（２，１０）（４，１２）３－１４

勝馬の
紹 介

�フジノタカワシ �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００６．４．２１生 牡５青鹿 母 フレールドリラ 母母 パ リ ゼ ッ ト １４戦１勝 賞金 １３，６４０，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 バルデュソワール号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 キングスウィープ号・クリノトルネード号・グレイホーク号・ジャカランダテラス号・セトノジャーニー号・

テイエムサウスダン号・デイブレイク号・ワンナップアイテム号



３６１１５１２月２５日 晴 良 （２３小倉５）第１０日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時００分 （芝・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 ７，０００，０００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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

１１ ヤマニンボンプアン 牝３鹿 ５４
５３ ☆国分 優作土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４７４＋ ６１：０８．７ ４．６�

７１４ オモイデサクラ 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲西村 太一�和田牧場 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４９２＋ ８１：０８．８� ２９．６�

３５ シエラデルタ 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４５８＋ ２１：０８．９� ６．１�
２３ � シセイギンガ 牡５青 ５７ 村田 一誠猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム ４５６＋ ２ 〃 アタマ １２．０�
２４ ショウナンスマイル 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４５８＋ ４ 〃 アタマ １２．９�
５１０ ダノンボルケーノ 牡４栗 ５７ 川須 栄彦�ダノックス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４８０± ０１：０９．０� ３．８	
７１３ ヴィーヴァブーケ 牝５青鹿５５ 丸田 恭介芹澤 精一氏 相沢 郁 静内 岡田スタツド ４１０－１４ 〃 クビ ３３．０

７１５ ビ ー ム 牡３鹿 ５６ 酒井 学小田切有一氏 佐々木晶三 日高 山本 通則 ５１２＋ ６１：０９．１� １５．９�
１２ マックスストレイン 牡４栗 ５７ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ２ 〃 クビ ５１．１�
４８ ウルトラファイン 牡３栗 ５６ 江田 照男井山 登氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B５０８＋１０１：０９．２クビ １２１．３
４７ � サクラエスケープ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ４７８＋ ４１：０９．４１� ８８．２�
３６ アナタノネガイ 牝４栗 ５５ 伊藤 工真村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 ４７６＋１０ 〃 クビ ２０４．３�
５９ 	 シンボリストーム 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada ５１０＋１４ 〃 アタマ ７．７�
８１８ ショウナンアトム 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４８０＋ ８１：０９．５クビ ３２．１�
８１７ メジロソフィア 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一岩� 伸道氏 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４２６－ ２ 〃 クビ ９５．０�
６１２ シ ー マ ー ク 牡４栗 ５７ 中舘 英二 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５５０＋ ４ 〃 ハナ ４２．３�
８１６ シルクマイベスト 牡３栗 ５６ 上村 洋行有限会社シルク山内 研二 新ひだか 棚川 光男 ５３６＋３６１：０９．８１
 １７．８�
６１１	 バージニアキャット 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗�須野牧場 加用 正 米 Ironwater Farms

Joint Venture ４７２＋１２１：１１．８大差 ３２．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，５７６，８００円 複勝： ２５，６４４，５００円 枠連： １４，１３０，２００円

馬連： ３３，７６５，５００円 馬単： ２３，７６８，５００円 ワイド： １７，３６１，２００円

３連複： ５２，６３２，４００円 ３連単： ８２，０２１，３００円 計： ２６６，９００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２００円 � ６００円 � ２１０円 枠 連（１－７） ２，６７０円

馬 連 �� ８，９７０円 馬 単 �� １６，３２０円

ワ イ ド �� ２，４４０円 �� ４４０円 �� ２，６４０円

３ 連 複 ��� １４，０２０円 ３ 連 単 ��� ８２，４７０円

票 数

単勝票数 計 １７５７６８ 的中 � ３０４１６（２番人気）
複勝票数 計 ２５６４４５ 的中 � ３７４６１（２番人気）� ９０１９（８番人気）� ３７０３４（３番人気）
枠連票数 計 １４１３０２ 的中 （１－７） ３９０７（１２番人気）
馬連票数 計 ３３７６５５ 的中 �� ２７８０（３０番人気）
馬単票数 計 ２３７６８５ 的中 �� １０７５（５３番人気）
ワイド票数 計 １７３６１２ 的中 �� １６６４（２６番人気）�� １０８３０（３番人気）�� １５３０（３０番人気）
３連複票数 計 ５２６３２４ 的中 ��� ２７７２（３５番人気）
３連単票数 計 ８２０２１３ 的中 ��� ７３４（２１８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．３―１１．１―１１．６―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．５―３３．６―４５．２―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３５．１
３ ・（１，１０）１４（７，８）（２，１１，１６）（５，６，１７）（４，１２，１８）（３，１５）（９，１３） ４ １，１０，１４，２，８（７，１６，１８）（５，６）１７（４，３，１２，１１，１５）（９，１３）

勝馬の
紹 介

ヤマニンボンプアン �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．２０ 京都４着

２００８．４．２生 牝３鹿 母 ヤマニンアルシオン 母母 ヤマニンパラダイス １１戦２勝 賞金 １９，２００，０００円
〔制裁〕 ウルトラファイン号の騎手江田照男は，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。（１２番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バージニアキャット号は，平成２４年１月２５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 オールエモーション号・サクラライジング号・メイショウセトウチ号

３６１１６１２月２５日 晴 良 （２３小倉５）第１０日 第８競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３５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 ７，０００，０００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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

６１１ マーベラスバロン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４９０± ０１：４７．１ ４．６�

５１０� レオアドミラル 牡５栗 ５７ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４９４＋ ２１：４７．２� ２２．０�
８１６ クオリティタイム 	５鹿 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４３２＋ ２１：４７．４１
 ５．６�
２３ � コパノハリケーン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ４９０＋ ８ 〃 クビ ２１．４�
８１５� エーシンテュポーン 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４９２± ０１：４７．５クビ ３．３�
６１２ メイショウリバー 牡６鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４８２＋ ８ 〃 クビ ８９．７�
２４ � カネコメツヨシ 牡４栗 ５７ 酒井 学�岡 義雄氏 服部 利之 浦河 畔高牧場 ４６２－ １１：４７．７１
 ２２．５	
５９ ライブインベガス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生浅田 次郎氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４２６－ ６１：４７．８クビ １２５．０

４８ � アポロスカイナイト 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４６２＋ ６１：４８．１２ ８．０�
７１３ ゴッドハンド 牡３栗 ５６ 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 上野 正恵 ５０６＋ ２ 〃 クビ ２７．０�
３５ オマワリサン 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５１６＋ ８１：４８．２� １７．８
３６ ワイルドビート 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 優作 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ５００＋ ２１：４８．６２� ４３．６�
４７ トーアクリスタル 牡３芦 ５６ 柴山 雄一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５６０＋１６ 〃 ハナ １３．５�
１１ � ミスチフキッツ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４４０± ０１：４９．１３ １７９．８�
７１４� フジノベルモット 牡４青鹿 ５７

５４ ▲西村 太一中村 博亮氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４６４－ ６ 〃 ハナ ２７６．６�
１２ オチャノコサイサイ 牝４黒鹿５５ 伊藤 工真 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 ４５６＋ ２１：５０．５９ １３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９８７，６００円 複勝： ２６，８４６，８００円 枠連： １３，７６１，５００円

馬連： ３４，７４５，２００円 馬単： ２２，６８７，０００円 ワイド： １６，５７１，８００円

３連複： ５０，２９５，６００円 ３連単： ８１，７３１，１００円 計： ２６１，６２６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２００円 � ５３０円 � １７０円 枠 連（５－６） ４，３８０円

馬 連 �� ５，５００円 馬 単 �� ８，６００円

ワ イ ド �� １，８９０円 �� ５５０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ８，６３０円 ３ 連 単 ��� ４６，８４０円

票 数

単勝票数 計 １４９８７６ 的中 � ２５８１０（２番人気）
複勝票数 計 ２６８４６８ 的中 � ３７７６１（３番人気）� １０１０３（８番人気）� ５２８９９（２番人気）
枠連票数 計 １３７６１５ 的中 （５－６） ２３２４（１７番人気）
馬連票数 計 ３４７４５２ 的中 �� ４６７０（２０番人気）
馬単票数 計 ２２６８７０ 的中 �� １９４９（２８番人気）
ワイド票数 計 １６５７１８ 的中 �� ２０７８（１９番人気）�� ８０２９（４番人気）�� ２３２６（１８番人気）
３連複票数 計 ５０２９５６ 的中 ��� ４３０２（２５番人気）
３連単票数 計 ８１７３１１ 的中 ��� １２８８（１２７番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１１．４―１３．０―１３．０―１３．３―１３．２―１２．３―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―２９．８―４２．８―５５．８―１：０９．１―１：２２．３―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．０
１
３
１（２，３）－５，４，６，１１－１４－（８，１５）１０（７，９，１３）－１６－１２
１（２，３）１１（４，５）６（１４，８）１５（１０，１３）１６（７，９，１２）

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

勝馬の
紹 介

マーベラスバロン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１１．２．２６ 阪神２着

２００８．２．１７生 牡３鹿 母 マーベラスロマン 母母 シードランサー ７戦２勝 賞金 １６，８００，０００円



３６１１７１２月２５日 晴 良 （２３小倉５）第１０日 第９競走 ��２，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１０分 （芝・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 ７，０００，０００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

２：３８．１
２：３７．４

良

良

２４ ホッコーブレーヴ 牡３鹿 ５５ 大野 拓弥矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４７２＋ ４２：４２．３ ３．９�

３６ マルブツマスター 牡３栗 ５５ 宮崎 北斗大澤 素子氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ５００＋１０２：４２．５１� ４．８�
４８ アラマサコマンダー 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４１８± ０２：４２．７１� ３．７�
７１４ トップサンダー 牡５栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５０６＋ ４ 〃 アタマ １３．４�
８１６ ロックンロール 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ５３６＋ ６２：４２．９１� １４．７�
７１３ トウシンヤマト 牡３黒鹿５５ 松田 大作�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７０＋ ２２：４３．１１� ６．１	
６１１ ファーマペニー 牝３鹿 ５３ 柴山 雄一中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４２２－ ２ 〃 ハナ １３．９

３５ ショウナンカミング 牡３栗 ５５ 酒井 学国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４７０＋ ８ 〃 アタマ ２６．０�
１２ � セイカペガサス 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４６８＋ ４２：４３．２クビ １６６．８�
５９ ダッシュアキチャン 牝６黒鹿５５ 西田雄一郎遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４５６＋ ４ 〃 クビ １０２．２
２３ アルファメガハート 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４５４± ０２：４３．３クビ １５３．３�
４７ � キ イ レ 牝４鹿 ５５ 荻野 琢真小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 富田牧場 ４４４－ ２ 〃 クビ ５９．６�
１１ トミケンプライム 牡６栗 ５７

５６ ☆国分 優作冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４１６＋ ２２：４３．４� ３１．３�
６１２ ロックフルマーク 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介小原 巖氏 大和田 成 新冠 飛渡牧場 ４３２＋ ２２：４３．５� ４７．９�
８１５ ニシノシャイナー 牡４栗 ５７ 村田 一誠西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４８０＋１４２：４３．７１� １０８．２�
５１０ マンハッタンジャズ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲杉原 誠人�ターフ・スポート栗田 徹 浦河 谷川牧場 ４１８－１０２：４４．０２ ２２８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２０４，７００円 複勝： ２６，６６２，０００円 枠連： １１，４１６，３００円

馬連： ３７，８９２，５００円 馬単： ２５，４８２，１００円 ワイド： １７，２３３，１００円

３連複： ５５，４５５，２００円 ３連単： ９８，６５９，４００円 計： ２８９，００５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（２－３） ８７０円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ３１０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ４，４７０円

票 数

単勝票数 計 １６２０４７ 的中 � ３２８６２（２番人気）
複勝票数 計 ２６６６２０ 的中 � ４７８４８（１番人気）� ４７２０１（２番人気）� ４４６３４（３番人気）
枠連票数 計 １１４１６３ 的中 （２－３） ９７０７（４番人気）
馬連票数 計 ３７８９２５ 的中 �� ３０４９４（３番人気）
馬単票数 計 ２５４８２１ 的中 �� １０２８４（４番人気）
ワイド票数 計 １７２３３１ 的中 �� １２１２６（３番人気）�� １４１５１（１番人気）�� １３３３８（２番人気）
３連複票数 計 ５５４５５２ 的中 ��� ４３７２６（１番人気）
３連単票数 計 ９８６５９４ 的中 ��� １６３１８（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．２―２５．７―３８．８―５１．４―１：０４．２―１：１６．２―１：２９．３―１：４２．１―１：５５．０―２：０７．４―２：１９．０―２：３０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→	」 上り４F４７．３―３F３４．９
１
�

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーブレーヴ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．１１．６ 東京６着

２００８．４．７生 牡３鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ １０戦２勝 賞金 ２２，１１４，０００円
※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。
（非抽選馬） １頭 ダイコウヒョウ号

３６１１８１２月２５日 晴 良 （２３小倉５）第１０日 第１０競走 ��
��１，７００�

や め

八 女 特 別
発走１４時５０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 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１２ メタギャラクシー 牡４鹿 ５７ 松田 大作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B４９０＋１２１：４４．５ ６４．９�

７１４� モエレジュンキン 牡４鹿 ５７ 黛 弘人鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４６４－ ２１：４４．７１� ３．０�
１１ エターナルロブロイ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５１０＋１０１：４４．９１ ８．０�
２４ アクティビューティ 牝４芦 ５５ 柴山 雄一�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５００＋ ２１：４５．２１	 ６．９�
４８ スマイルミッキー 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４８８＋１０１：４５．３	 ５２．９�
５９ シャイニーダンディ 牡３青鹿５６ 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４７２＋ ６ 〃 クビ ２５．６	
３５ ユウキマリアッチ 牝３鹿 ５４ 国分 優作ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４９８＋ ４１：４５．５１
 ９．４

６１２ スピルオーバー 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５４４＋ ６１：４５．６クビ ６．１�
７１３ ダノンジュピター 牡６栗 ５７ 中舘 英二�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４９４± ０ 〃 アタマ ７．８�
６１１ エクセルフラッグ 牡４鹿 ５７ 酒井 学橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５１８＋１０ 〃 ハナ ４７．８
５１０ サ イ カ ニ ア 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ５００－ ８１：４５．７
 ４０．６�
３６ ディアブラスト 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４９０± ０１：４５．８
 １５．６�
８１５ スナークヒロイン 牝４芦 ５５ 太宰 啓介杉本 豊氏 野村 彰彦 日高 シンボリ牧場 ４５６－ ８ 〃 アタマ ５４．８�
４７ ライジングバイオ 牡６鹿 ５７ 村田 一誠バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４７６＋ ２１：４６．１２ １７９．５�
８１６ タガノアッシュ 牡７鹿 ５７ 川須 栄彦八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７４± ０１：４６．４１	 ２４．３�
２３ ホワイトショウフク 牡６芦 ５７ 宮崎 北斗山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４５０± ０１：４７．４６ １３３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，５５４，６００円 複勝： ４０，８６６，７００円 枠連： ２２，１８２，４００円

馬連： ８３，９７４，１００円 馬単： ４９，０３３，５００円 ワイド： ３０，９２３，４００円

３連複： １０９，６３０，８００円 ３連単： ２０１，０６９，５００円 計： ５６３，２３５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，４９０円 複 勝 � １，２２０円 � １８０円 � ２４０円 枠 連（１－７） １，１２０円

馬 連 �� １２，６１０円 馬 単 �� ３９，３８０円

ワ イ ド �� ３，９６０円 �� ５，４００円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２７，８２０円 ３ 連 単 ��� ２９４，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２５５５４６ 的中 � ３１０５（１４番人気）
複勝票数 計 ４０８６６７ 的中 � ６５９６（１４番人気）� ７７７８３（１番人気）� ４６７７３（４番人気）
枠連票数 計 ２２１８２４ 的中 （１－７） １４６３０（４番人気）
馬連票数 計 ８３９７４１ 的中 �� ４９１６（３９番人気）
馬単票数 計 ４９０３３５ 的中 �� ９１９（１０６番人気）
ワイド票数 計 ３０９２３４ 的中 �� １８６３（４３番人気）�� １３６１（５９番人気）�� １１７６６（４番人気）
３連複票数 計１０９６３０８ 的中 ��� ２９０９（８５番人気）
３連単票数 計２０１０６９５ 的中 ��� ５０４（７７２番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１１．９―１２．９―１２．５―１２．４―１２．４―１２．０―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．９―２９．８―４２．７―５５．２―１：０７．６―１：２０．０―１：３２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．９
１
３
１４（４，１５）１（５，１０）１６（２，７）（９，１２）８，１３－１１－６－３
１４，４（１，１５）（５，１０）２（７，１６）（８，１２）９，１３（１１，６）－３

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

勝馬の
紹 介

メタギャラクシー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１１．１５ 京都１１着

２００７．４．２３生 牡４鹿 母 ヨシファンタジア 母母 シアトルシンフォニー １７戦３勝 賞金 ３７，３０５，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※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 シゲルタダカツ号
（非抽選馬） ６頭 アキノモーグル号・ツルマルシルバー号・トキノフウジン号・フェブスカイ号・メイショウエバモア号・ヨクバリ号

３レース目



３６１１９１２月２５日 晴 良 （２３小倉５）第１０日 第１１競走 ��
��２，０００�

は こ ざ き

筥 崎 特 別
発走１５時５５分 （芝・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 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

５７ サトノパンサー 牡３鹿 ５６ 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ５０４＋ ４２：０１．４ ４．２�

５８ レッドセインツ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４６＋２０ 〃 ハナ ４．７�
３４ � シルヴァーノ �４鹿 ５７ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ４２：０１．６１	 ６．６�
６１０ ザバトルユージロー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３２＋ ４２：０１．８１	 ３８．９�
８１４ マイネルプリマス 牡５芦 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５２０＋ ４ 〃 ハナ ７．８�
４５ メルヴェイユドール 牝４黒鹿５５ 酒井 学 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６＋ ４ 〃 クビ ６．６	
１１ グッドバニヤン 牡６栃栗５７ 村田 一誠津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４５４＋ ２２：０１．９
 ２４．２

７１２� ハギノアスラン �７鹿 ５７ 鮫島 良太日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム ４５８－ ４ 〃 クビ １８２．６�
７１１ カリスマミッキー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４８６＋ ２２：０２．０クビ ６．９�
４６ スズカスパーク 牡６芦 ５７ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 スガタ牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ ３９．７
３３ キンセイポラリス 牡５鹿 ５７ 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 門別 天羽牧場 ４０４＋ ２２：０２．３２ ２６．６�
２２ シンボリカージナル 牡５鹿 ５７ 江田 照男シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ １７．３�
８１３ クリノメダリスト 牝５栗 ５５ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４４＋ ２２：０２．８３ １２６．６�
６９ � メイショウサミット 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 ５４４＋１６ 〃 ハナ ３０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，３４９，１００円 複勝： ４３，６２７，３００円 枠連： ２７，３２３，０００円

馬連： ９９，４４９，３００円 馬単： ６２，５１７，８００円 ワイド： ３４，９０４，９００円

３連複： １３１，９８７，２００円 ３連単： ２５１，５８３，４００円 計： ６７９，７４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（５－５） １，１１０円

馬 連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ５４０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ３，０８０円 ３ 連 単 ��� １２，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２８３４９１ 的中 � ５３２５０（１番人気）
複勝票数 計 ４３６２７３ 的中 � ７９１４７（１番人気）� ５６８８０（４番人気）� ５２２８３（５番人気）
枠連票数 計 ２７３２３０ 的中 （５－５） １８１９５（５番人気）
馬連票数 計 ９９４４９３ 的中 �� ６９６７４（１番人気）
馬単票数 計 ６２５１７８ 的中 �� ２３４９５（２番人気）
ワイド票数 計 ３４９０４９ 的中 �� ２１０１９（１番人気）�� １５９７６（４番人気）�� １０４７６（１０番人気）
３連複票数 計１３１９８７２ 的中 ��� ３１７１８（６番人気）
３連単票数 計２５１５８３４ 的中 ��� １４９２８（１３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．８―１３．２―１２．９―１２．７―１２．５―１１．９―１１．３―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３５．５―４８．７―１：０１．６―１：１４．３―１：２６．８―１：３８．７―１：５０．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノパンサー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．１９ 阪神３着

２００８．３．２４生 牡３鹿 母 ピサノベネチアン 母母 ストームザミント １２戦３勝 賞金 ４１，６７７，０００円

３６１２０１２月２５日 晴 良 （２３小倉５）第１０日 第１２競走 ��
��１，２００�２０１１アンコールステークス

発走１６時３５分 （芝・右）
３歳以上，２２．１２．２５以降２３．１２．１８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

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２２ サンダルフォン 牡８鹿 ５７ 酒井 学�ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５４２＋１０１：０７．４ ６．３�

８１３ ドリームバレンチノ 牡４青 ５５ 勝浦 正樹セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ２１：０７．７１� ３．２�
５７ ベイリングボーイ 牡７栗 ５３ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 清水 久詞 浦河 浦河小林牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ６９．９�
５８ アウトクラトール 牡６鹿 ５６ 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２１：０７．９１ ２７．７�
７１１ エーシンダックマン 牡４鹿 ５５ 中舘 英二�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９８＋ ４１：０８．０� ３．５�
７１２ スギノエンデバー 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４８＋ ８ 〃 クビ ５．５	
３４ コパノオーシャンズ 牝７黒鹿５３ 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４３０＋ ２１：０８．１クビ ２１．９

４６ ビ ス カ ヤ 牝５黒鹿５０ 江田 照男山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 ４２４－ ２ 〃 クビ ５５．６�
６１０ ケンブリッジエル 牡５黒鹿５３ 上村 洋行中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５１０＋１０１：０８．３１� ４５．４�
４５ シャウトライン 牡７青鹿５６ 古川 吉洋�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 B５０４＋ ６１：０８．５１� ３６．９
３３ 	 ファンドリノチカラ 牡４鹿 ５２ 国分 優作水戸眞知子氏 高橋 義忠 新冠 的場牧場 ４５６－ ６１：０８．６クビ ２６．４�
１１ セブンシークィーン 牝５栗 ５２ 太宰 啓介吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８６＋ ２１：０８．７� ４５．３�
８１４ ブラウンワイルド 牡３鹿 ５３ 村田 一誠キャピタルクラブ 坂口 正則 新冠 田鎖牧場 ４７８＋ ４１：０８．９１ ８２．１�
６９ ナ イ ア ー ド 牝５黒鹿５２ 大野 拓弥�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８６± ０１：０９．１１� １２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９４，２７８，９００円 複勝： １１４，７２６，７００円 枠連： ６７，５２４，２００円

馬連： ２７６，５４６，１００円 馬単： １６０，６５１，５００円 ワイド： １０３，９０８，９００円

３連複： ３６３，７７３，１００円 ３連単： ７７６，７４６，８００円 計： １，９５８，１５６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � １，０３０円 枠 連（２－８） ９６０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ４，９００円 �� ３，３３０円

３ 連 複 ��� ２２，７００円 ３ 連 単 ��� １０１，９７０円

票 数

単勝票数 計 ９４２７８９ 的中 � １１９２４７（４番人気）
複勝票数 計１１４７２６７ 的中 � １３１０９９（４番人気）� ２６５４５５（１番人気）� ２０７９０（１３番人気）
枠連票数 計 ６７５２４２ 的中 （２－８） ５２２３３（３番人気）
馬連票数 計２７６５４６１ 的中 �� ２０４７２７（３番人気）
馬単票数 計１６０６５１５ 的中 �� ５４６８５（７番人気）
ワイド票数 計１０３９０８９ 的中 �� ５７２９４（４番人気）�� ４９４７（５１番人気）�� ７３３６（３８番人気）
３連複票数 計３６３７７３１ 的中 ��� １１８３１（６８番人気）
３連単票数 計７７６７４６８ 的中 ��� ５６２２（２８８番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１０．８―１１．２―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．１―４４．３―５５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンダルフォン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００６．５．２１ 中京１３着

２００３．３．２５生 牡８鹿 母 コウユーラヴ 母母 チャームトウショウ ５１戦９勝 賞金 ２２１，８９６，０００円



（２３小倉５）第１０日 １２月２５日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９０頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０６，８４０，０００円
３，２２０，０００円
７，９７０，０００円
１，６００，０００円
１９，５２０，０００円
５７，４５９，０００円
４，９４０，０００円
１，８８１，０００円

勝馬投票券売得金
２８７，４２４，６００円
４３３，９８９，７００円
２１８，６４６，４００円
７４９，４３１，７００円
４８１，０４４，５００円
３１３，３７０，６００円
１，０３８，６３２，９００円
１，９２５，７９６，６００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 ５，４４８，３３７，０００円

総入場人員 ２３，４５５名 （有料入場人員 ２１，０７０名）



平成２３年度 第５回小倉競馬 総計

競走回数 １２０回 出走延頭数 １，６７９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

１，８９７，６００，０００円
２１，３４０，０００円
８４，６１０，０００円
１８，０００，０００円
１７７，９２０，０００円

２９０，０００円
２９０，０００円

５５４，３６４，０００円
４４，２０６，０００円
１６，６２２，１００円

勝馬投票券売得金
２，１２８，０６１，９００円
３，４６２，９４１，９００円
１，４９４，３１８，１００円
５，１９１，５４０，７００円
３，６３６，６１７，５００円
２，２５３，５６６，３００円
７，２５４，８９１，４００円
１３，９２０，０６５，５００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 ３９，３４２，００３，３００円

総入場延人員 ９８，７７２名 （有料入場延人員 ８８，５８３名）


