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３６０７３１２月１７日 曇 良 （２３小倉５）第７日 第１競走 ��１，０００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （ダート・右）

牝，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

５７．７
５７．７

重

重

３４ ディアサルーテ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人ディアレスト 新開 幸一 浦河 市正牧場 ４１２＋ ２１：００．１ ３．３�

４５ シゲルライム 牝２栗 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 中村 雅明 ４０４－ ２１：００．５２� １７．１�
１１ ハクユウリリー 牝２栗 ５４ 中舘 英二 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 ４２４－ ６１：００．９２� ５．９�
８１３ ドラゴンエッグ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠越田 英喜氏 坪 憲章 新ひだか 松田牧場 ４６０－ ８１：０１．１１� ７．６�
５８ ク ロ ト 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田 隆志 ４３６± ０１：０１．３１� ８１．８�
６９ フミノリバティ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 ４２０－ ２１：０１．４� １２．３�
５７ ムジャウハラート 牝２黒鹿５４ 黛 弘人	辻牧場 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 ４６２＋ ８ 〃 ハナ ４８．１

７１１ ベネノチョージョ 牝２栗 ５４ 松田 大作杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４３０＋ ４１：０１．５クビ １２８．４�
２２ ロンググラティア 牝２栗 ５４

５１ ▲森 一馬中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ４３０－ ６１：０１．６� ２９．０�
６１０ ワンダーアイ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人田口 廣氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４１８＋ ２１：０１．９１� ２３４．９
８１４ キボウノハナ 牝２芦 ５４ 野元 昭嘉華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４８２－ ２ 〃 アタマ ３．４�
３３ レ オ ネ ッ サ 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎岩� 僖澄氏 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４９２± ０１：０２．３２� １０．１�
７１２ カシノチャーム 牝２鹿 ５４ 丸野 勝虎柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４５４－ ２１：０２．４� ３４．６�

（愛知）

４６ ゴールドクリチャン 牝２栗 ５４
５１ ▲西村 太一栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 武田 修一 ４５０＋ ２ 〃 クビ ８２．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，５２１，４００円 複勝： １７，９４３，０００円 枠連： ７，５５０，７００円

馬連： ２０，２３９，９００円 馬単： １６，３５６，７００円 ワイド： １０，９３９，８００円

３連複： ３１，６４１，４００円 ３連単： ５１，８２４，８００円 計： １６７，０１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � ３９０円 � ２４０円 枠 連（３－４） １，４９０円

馬 連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ３６０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ３，６９０円 ３ 連 単 ��� １７，８００円

票 数

単勝票数 計 １０５２１４ 的中 � ２５５５０（１番人気）
複勝票数 計 １７９４３０ 的中 � ５４４２３（１番人気）� ８７４６（７番人気）� １６７８７（３番人気）
枠連票数 計 ７５５０７ 的中 （３－４） ３７４１（７番人気）
馬連票数 計 ２０２３９９ 的中 �� ６７６９（１０番人気）
馬単票数 計 １６３５６７ 的中 �� ２９６０（１６番人気）
ワイド票数 計 １０９３９８ 的中 �� ３８２１（７番人気）�� ８４３８（２番人気）�� １６６５（１９番人気）
３連複票数 計 ３１６４１４ 的中 ��� ６３３８（９番人気）
３連単票数 計 ５１８２４８ 的中 ��� ２１４９（４４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．１―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．６―３５．７―４７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアサルーテ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ショウナンカンプ デビュー ２０１１．７．２ 函館４着

２００９．４．２２生 牝２鹿 母 アイリスモレア 母母 ユアアディクト ８戦１勝 賞金 １１，６００，０００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） ２頭 カシノコスモス号・ルーパウス号
※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。

３６０７４１２月１７日 曇 良 （２３小倉５）第７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 ７，０００，０００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

３６ レディームスタング 牝５栗 ５５
５４ ☆松山 弘平�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５２２－ ８１：４６．１ １０．４�

７１３ ビーチパーティー 牝４芦 ５５ 村田 一誠吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６４－ ８１：４６．２� １７．１�
４７ ロイヤルインパクト 牝３黒鹿５４ 川須 栄彦藤田 浩氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４５６－ ６１：４６．９４ ３．２�
８１５ ツヨイキモチ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介ユアストーリー 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８＋ ６ 〃 ハナ ９．８�
１２ クリスティロマンス 牝４黒鹿５５ 鮫島 良太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４７６＋２０１：４７．２２ ３．６�
６１１� タガノシンシア 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆国分 優作八木 良司氏 本田 優 浦河 大北牧場 ４４６± ０１：４７．４１ ７．８�
７１４ エルメスグリーン 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人 	グリーンファーム 中村 均 日高 シンコーファーム ５０２± ０１：４７．７２ １７．８

２４ デルマプロティナ 牝４黒鹿５５ 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２ 〃 クビ ３４．０�
３５ カメリアビジュ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥 	グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４１：４７．９１ １３．７�
１１ マイネクイーン 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 富田牧場 ４４８± ０１：４８．２２ ４５．０
５９ ラブソネット 牝４鹿 ５５ 中舘 英二金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７２－ ４１：４８．３クビ １７．５�
６１２� ラブロジック 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋ディアレスト 福島 信晴 新冠 北星村田牧場 ４７４－ ４１：４８．４� １９０．１�
５１０ ノーザンソング 牝３鹿 ５４ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７６＋ ４ 〃 クビ ５４．０�
８１６ ベ イ ル リ 牝５鹿 ５５ 黛 弘人西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４７２＋１０１：４８．６１� １２６．８�
４８ ヤマノトップラン 牝４栗 ５５ 江田 照男澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 新ひだか 前川 隆則 ４９４± ０１：４９．０２� ２０４．４�
２３ シルクプロミス 牝５栗 ５５ 嘉藤 貴行有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 中本牧場 ４５０＋ ６１：４９．４２� １０２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，０８４，０００円 複勝： ２０，６８５，７００円 枠連： ７，４６１，４００円

馬連： ２３，１９３，３００円 馬単： １７，１１０，３００円 ワイド： １１，５２２，８００円

３連複： ３６，２６６，２００円 ３連単： ５４，６７６，６００円 計： １８３，０００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２５０円 � ４４０円 � １６０円 枠 連（３－７） １，７１０円

馬 連 �� ７，３３０円 馬 単 �� １５，４２０円

ワ イ ド �� １，９１０円 �� ５９０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ８，５３０円 ３ 連 単 ��� ６６，７００円

票 数

単勝票数 計 １２０８４０ 的中 � ９２４３（５番人気）
複勝票数 計 ２０６８５７ 的中 � ２０３２６（４番人気）� ９８６８（８番人気）� ４５４５０（１番人気）
枠連票数 計 ７４６１４ 的中 （３－７） ３２３１（９番人気）
馬連票数 計 ２３１９３３ 的中 �� ２３３７（３０番人気）
馬単票数 計 １７１１０３ 的中 �� ８１９（６１番人気）
ワイド票数 計 １１５２２８ 的中 �� １４３０（２８番人気）�� ５１５７（４番人気）�� ２１８９（１６番人気）
３連複票数 計 ３６２６６２ 的中 ��� ３１３９（３１番人気）
３連単票数 計 ５４６７６６ 的中 ��� ６０５（２３２番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．６―１２．１―１２．６―１２．６―１２．５―１２．７―１２．４―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．５―３０．６―４３．２―５５．８―１：０８．３―１：２１．０―１：３３．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レディームスタング �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００９．２．２１ 京都４着

２００６．４．１２生 牝５栗 母 アイレスタイセイ 母母 ジヨーデイアレスト １９戦３勝 賞金 ３１，８５０，０００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。
（非抽選馬） ２頭 アドマイヤシケーダ号・エビスワンダフル号

第５回　小倉競馬　第７日



３６０７５１２月１７日 曇 良 （２３小倉５）第７日 第３競走 ��２，０００�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

２：０２．４
１：５９．９

良

良

８１４ グッドマイスター 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７８－ ６２：０１．７レコード ２．５�

７１２ ドラゴンエイジ 牡２鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５０－ ４２：０１．９１� ２１．２�

８１３ ツルマルナルト 牡２鹿 ５５ 上村 洋行鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ５１２－１０２：０２．１１� ９．８�
６９ スナーククラウン 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか グランド牧場 ４５０－ ４２：０２．２� ３．４�
３３ マイネルイグアス 牡２青鹿５５ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４６０－１６ 〃 クビ ８１．３�
２２ ホッコーゼニト 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 優作矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 ４６６－ ２２：０２．３クビ １３．５�
４６ アンジェロフォーグ 牡２黒鹿５５ 酒井 学北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム ４６０－ ４２：０２．４� ２９．０	
３４ コスモプランタン 牡２黒鹿５５ 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ４５．４�
１１ プレザントライフ 牡２青鹿５５ 中舘 英二 
キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９４－ ２２：０３．０３� ４．６�
７１１ ブルーナボーニャ 牡２鹿 ５５ 江田 照男 
キャロットファーム 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ５０２－ ４２：０３．６３� ３７．０
５８ テイエムビギン 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 テイエム牧場日高支場 ４６０＋ ４２：０３．７� ３９３．７�
６１０ ナムラジャーナル 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 ４８８－ ４ 〃 アタマ ７３．４�
５７ ナリタタイフーン 牡２鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４９０－ ４２：０３．９１� １３７．８�
４５ ナンヨーウゼン 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉中村 �也氏 山内 研二 浦河 三好牧場 B４３２＋ ４２：０４．１１� ３２０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，５８７，５００円 複勝： ２２，４０６，４００円 枠連： ８，２４１，９００円

馬連： ２２，１４７，８００円 馬単： １８，８２７，７００円 ワイド： １１，２９１，５００円

３連複： ３３，６５５，６００円 ３連単： ５５，９００，４００円 計： １８６，０５８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ４００円 � ２３０円 枠 連（７－８） １，１９０円

馬 連 �� ３，０８０円 馬 単 �� ４，３２０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ３００円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ４，９２０円 ３ 連 単 ��� ２３，３００円

票 数

単勝票数 計 １３５８７５ 的中 � ４３４３１（１番人気）
複勝票数 計 ２２４０６４ 的中 � ５９３４２（１番人気）� １１０８１（６番人気）� ２３４５６（４番人気）
枠連票数 計 ８２４１９ 的中 （７－８） ５１２５（５番人気）
馬連票数 計 ２２１４７８ 的中 �� ５３１５（１０番人気）
馬単票数 計 １８８２７７ 的中 �� ３２１９（１３番人気）
ワイド票数 計 １１２９１５ 的中 �� ２４９７（１１番人気）�� １０７０６（３番人気）�� １２８３（２３番人気）
３連複票数 計 ３３６５５６ 的中 ��� ５０５０（１６番人気）
３連単票数 計 ５５９００４ 的中 ��� １７７１（７２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．７―１２．８―１２．５―１２．８―１２．１―１２．１―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３５．５―４８．３―１：００．８―１：１３．６―１：２５．７―１：３７．８―１：４９．７

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

グッドマイスター �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１１．１１．６ 新潟３着

２００９．２．３生 牡２鹿 母 セニョラージェ 母母 Suavite ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円

３６０７６１２月１７日 曇 良 （２３小倉５）第７日 第４競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１１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

７１２ クリスワールド 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７８－１０ ５９．３ ５．８�

８１３ シゲルシゲザネ 牡４鹿 ５７ 松田 大作森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４７４－ ２ ５９．４� ５．３�
４６ ジ ャ ベ リ ン 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 優作石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 ４８２－ ２ ５９．７２ ３．４�
６９ スズカロジック 牡３栗 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４８２＋ ８１：００．０２ １１．４�
６１０� ライブリリュウショ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲水口 優也加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ５３８－ ６１：００．２１� １０７．８�
２２ メロークーミス 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム ４６２－ ２１：００．３クビ ６５．４�
４５ シンボリマルセイユ 牡４芦 ５７ 西田雄一郎シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４９８＋ ２ 〃 クビ ２６．３�
５７ � ゴールドオリーブ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム ４８４－ ４ 〃 ハナ ４．０	
３４ � ゼニスパワー 牡３栗 ５６ 鮫島 良太中西 功氏 新川 恵 新冠 村上 欽哉 ４６２－ ６１：００．４� ６１．４

８１４ ナ ス ザ ン 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ５０６＋ ８ 〃 ハナ ８１．０�
５８ ルージュアルダン 牡６栗 ５７ 川須 栄彦 �キャロットファーム 和田 正道 早来 ノーザンファーム B４９０－ ８１：００．６１� １３．６
１１ サンライトムーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志北川 勉氏 松山 康久 日高 日高大洋牧場 B４４６－１０１：００．７� ６１．５�
７１１� シャイニーベスト 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 平取 雅 牧場 ４５０＋１２１：００．８� ２８２．２�
３３ ナムラストリーク 牝３栗 ５４ 中舘 英二奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４４０－ ８１：０１．０� １２．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，５００，７００円 複勝： ２０，４８０，９００円 枠連： ７，９０１，１００円

馬連： ２３，１５８，６００円 馬単： １７，３１３，７００円 ワイド： １１，７０８，６００円

３連複： ３１，６７２，４００円 ３連単： ５７，０６８，０００円 計： １８２，８０４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（７－８） １，３６０円

馬 連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ３９０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� １１，０９０円

票 数

単勝票数 計 １３５００７ 的中 � １８４３６（４番人気）
複勝票数 計 ２０４８０９ 的中 � ２４７６５（４番人気）� ３３２４２（３番人気）� ４７３５７（１番人気）
枠連票数 計 ７９０１１ 的中 （７－８） ４３１０（６番人気）
馬連票数 計 ２３１５８６ 的中 �� １１７６６（６番人気）
馬単票数 計 １７３１３７ 的中 �� ４４１５（１２番人気）
ワイド票数 計 １１７０８６ 的中 �� ４６２５（６番人気）�� ７６０４（４番人気）�� ９０９０（２番人気）
３連複票数 計 ３１６７２４ 的中 ��� １４４６６（３番人気）
３連単票数 計 ５７０６８０ 的中 ��� ３８０１（２２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．６―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．６―３５．２―４７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスワールド �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１１．１．２３ 京都７着

２００８．４．１生 牡３栗 母 シャコーフェアリー 母母 ウェルクイーン １０戦２勝 賞金 １５，８３０，０００円
〔制裁〕 シゲルシゲザネ号の騎手松田大作は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（８番・７番への進路

影響）
ジャベリン号の騎手国分優作は，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１０，０００円。（７番への進路影響）
ライブリリュウショ号の騎手水口優也は，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１０，０００円。（１４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。
（非抽選馬） １頭 テイエムサウスダン号



３６０７７１２月１７日 晴 良 （２３小倉５）第７日 第５競走 ��
��１，７００�サラブレッド系２歳

発走１２時００分 （ダート・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� コースレコード

中央レコード

１：４５．６
１：４５．６

不良

不良

６１０ ニシノコハク 牝２栗 ５４ 鮫島 良太西山 茂行氏 藤原 英昭 新ひだか 岡田牧場 ４７４ ―１：４８．７ ４．２�

５８ スリーロブロイ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２６ ―１：４８．９１� ４７．３�
６１１ キママホウダイ 牡２栗 ５５ 川須 栄彦小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 ４９６ ― 〃 クビ １３．１�
７１３ ニホンピロレガリア 牡２鹿 ５５ 丸野 勝虎小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 ４８０ ―１：４９．１１� ４．４�

（愛知）

３４ シゲルアボカド 牡２鹿 ５５ 上村 洋行森中 蕃氏 高野 友和 新冠 土井牧場 ４７０ ―１：４９．７３� ３．７�
１１ クランドールゲラン 牡２黒鹿５５ 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 ４８２ ―１：４９．８クビ ８．６�
２２ エ ス ペ リ ア 牡２栗 ５５ 武 幸四郎佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム ４５２ ―１：５０．０１� ２１．５	
４７ エイティディオネ 牝２黒鹿５４ 丸田 恭介前田 篤久氏 武 宏平 新冠 高瀬牧場 ４９６ ―１：５０．２１� １９．０

５９ メイショウシラウメ 牝２栗 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 金成吉田牧場 ４４４ ―１：５１．９大差 １３２．７�
７１２ スズカコレクト 牡２芦 ５５

５２ ▲西村 太一永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４７２ ―１：５２．５３� １１５．６�
８１５ スノーフラワー 牝２芦 ５４ 酒井 学 H.H．シェイク・ハムダン 西園 正都 日高 正和山本牧場 ４９２ ―１：５２．９２� ６１．５
８１４ サトノジュビリー 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 優作里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ５０４ ― （競走中止） ３２．６�
２３ ベ レ ス プ リ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二吉田 和子氏 松永 幹夫 新冠 若林牧場 ４６０ ― （競走中止） １０．５�
３５ テラノロプロス 牡２黒鹿５５ 柴原 央明寺田 寿男氏 昆 貢 浦河 信成牧場 ４８０ ― （競走中止） ２０．４�

（１４頭）
４６ スズカフジオー 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４６０ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １１，４４９，４００円 複勝： ２１，６２１，３００円 枠連： ９，５７３，８００円

馬連： ２０，１８９，３００円 馬単： １５，６５９，１００円 ワイド： ９，９７０，４００円

３連複： ２８，４６６，１００円 ３連単： ４５，１１０，４００円 計： １６２，０３９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２２０円 � １，５３０円 � ４３０円 枠 連（５－６） ４，７５０円

馬 連 �� ７，９２０円 馬 単 �� １３，３７０円

ワ イ ド �� ２，２４０円 �� １，０２０円 �� ５，２６０円

３ 連 複 ��� ３０，２８０円 ３ 連 単 ��� １７８，０３０円

票 数

単勝票数 差引計 １１４４９４（返還計 １６３７） 的中 � ２１９６３（２番人気）
複勝票数 差引計 ２１６２１３（返還計 ２０２４） 的中 � ３１９７９（３番人気）� ３０９１（１１番人気）� １２８４３（６番人気）
枠連票数 差引計 ９５７３８（返還計 ２２８） 的中 （５－６） １４９０（１９番人気）
馬連票数 差引計 ２０１８９３（返還計 ６４４７） 的中 �� １８８３（２９番人気）
馬単票数 差引計 １５６５９１（返還計 ５２５６） 的中 �� ８６５（５４番人気）
ワイド票数 差引計 ９９７０４（返還計 ４５３４） 的中 �� １０８７（２９番人気）�� ２４９４（１２番人気）�� ４５４（５１番人気）
３連複票数 差引計 ２８４６６１（返還計 １６３９６） 的中 ��� ６９４（９３番人気）
３連単票数 差引計 ４５１１０４（返還計 ２６６２７） 的中 ��� １８７（５２２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．０―１２．９―１３．２―１２．７―１２．８―１２．８―１３．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．４―４３．３―５６．５―１：０９．２―１：２２．０―１：３４．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノコハク �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングヘイロー 初出走

２００９．３．１３生 牝２栗 母 ニシノフジムスメ 母母 ブランドアート １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 スズカフジオー号は，馬場入場後に疾病〔左第１指骨々折〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 テラノロプロス号は，競走中に疾病〔右第１指骨粉砕骨折〕を発症し，３コーナーで転倒したため競走中止。

ベレスプリ号は，３コーナーで，転倒した「テラノロプロス」号に触れ，転倒したため競走中止。
サトノジュビリー号は，３コーナーで，転倒した「テラノロプロス」号に触れ，騎手が落馬したため競走中止。

〔制裁〕 キママホウダイ号の騎手川須栄彦は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（２番への進路影響）
※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。

３６０７８１２月１７日 晴 良 （２３小倉５）第７日 第６競走 ��２，４００�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

２：３０．１
２：２８．６

不良

不良

２４ マイネルティンラン 牡３栗 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム B４４４± ０２：３５．６ ２７．１�

２３ � エイコオレジェンド 牡４黒鹿５７ 宮崎 北斗井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B４７６－ ２ 〃 クビ ２７．９�
５９ レットミーノー 牡３鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一石瀬 浩三氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム B４６６＋ ８２：３６．３４ ９．９�
３６ サ ー ノ 牡４鹿 ５７ 上村 洋行藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４＋ ２２：３６．６１� ４．２�
１１ ドリームシガー 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 対馬 正 ５３６＋ ４２：３６．８１� １２．９�
５１０ ウインスカイハイ 牡５青鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４９４＋ ４２：３６．９� ５．５�
７１３� オグリシュンコー 牡３芦 ５５ 丸野 勝虎小栗 孝一氏 鹿戸 明 新冠 中村農場 ４７０－１０ 〃 クビ ８３．３	

（愛知）

６１１ リネンタキシード 牡４青鹿５７ 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５２６－ ２２：３７．０� ３４．２

３５ 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 ４６６－ ８２：３７．１クビ ８．６�
６１２ シルバーチーフ 牡３芦 ５５ 古川 吉洋加藤 守氏 南井 克巳 新ひだか 坂本牧場 ４９４＋２２２：３７．３１� ５２．８�
１２ � エーシンハクレイ 牡３芦 ５５ 中舘 英二�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 ４９８－ ４ 〃 アタマ ４．２
８１５� ハギノスピリッツ 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６２：３７．５１ １５７．０�
４７ ダイコウヒョウ 牡３鹿 ５５ 大野 拓弥小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 B４６４＋ ８２：３８．８８ １８．４�
７１４ ラ パ リ ー ガ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲西村 太一�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 ４５６－１０ 〃 ハナ １１．５�

４８ アドマイヤシケーダ 牝３青 ５３ 安藤 光彰近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４２２－ ２ 〃 ハナ ４０．０�
８１６ シルキーレッド 牝３栗 ５３ 江田 照男有限会社シルク大和田 成 新冠 ラツキー牧場 ４３４± ０２：４０．１８ ２５８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，０９１，７００円 複勝： １９，５７２，６００円 枠連： １１，５３８，９００円

馬連： ２２，７９２，４００円 馬単： １６，４７９，９００円 ワイド： １２，２４１，７００円

３連複： ３５，５０１，６００円 ３連単： ５４，９７５，６００円 計： １８４，１９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７１０円 複 勝 � ９００円 � ７７０円 � ３４０円 枠 連（２－２） ３４，６２０円

馬 連 �� ２７，１８０円 馬 単 �� ４６，２５０円

ワ イ ド �� ６，８６０円 �� ３，９１０円 �� ３，６５０円

３ 連 複 ��� ８４，５２０円 ３ 連 単 ��� ６１４，７３０円

票 数

単勝票数 計 １１０９１７ 的中 � ３２２９（９番人気）
複勝票数 計 １９５７２６ 的中 � ５４３１（１０番人気）� ６４６３（９番人気）� １６７７３（５番人気）
枠連票数 計 １１５３８９ 的中 （２－２） ２４６（３３番人気）
馬連票数 計 ２２７９２４ 的中 �� ６１９（６７番人気）
馬単票数 計 １６４７９９ 的中 �� ２６３（１２５番人気）
ワイド票数 計 １２２４１７ 的中 �� ４３７（６７番人気）�� ７７３（４５番人気）�� ８２９（４３番人気）
３連複票数 計 ３５５０１６ 的中 ��� ３１０（２１８番人気）
３連単票数 計 ５４９７５６ 的中 ��� ６６（１３３５番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．３―１３．０―１３．２―１３．０―１３．３―１４．２―１３．０―１２．８―１２．７―１２．３―１２．９

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―２５．２―３８．２―５１．４―１：０４．４―１：１７．７―１：３１．９―１：４４．９―１：５７．７―２：１０．４―２：２２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルティンラン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２０１０．１０．１７ 京都１１着

２００８．４．２７生 牡３栗 母 マイネブリリアン 母母 タケノフラッグ １４戦２勝 賞金 １３，１００，０００円
〔騎手変更〕 ウインスカイハイ号の騎手国分優作は，第５競走での落馬負傷のため松山弘平に変更。
※アドマイヤシケーダ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３６０７９１２月１７日 晴 良 （２３小倉５）第７日 第７競走 ��１，２００�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 ７，０００，０００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

７１４ メイショウサバト 牝４黒鹿５５ 松田 大作松本 好�氏 小島 貞博 浦河 浦河日成牧場 ４６８＋ ４１：０８．８ ４．５�

７１３ スギノブロッサム 牝４鹿 ５５
５４ ☆松山 弘平杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４３０－ ６１：０９．０１ ２５．２�

６１２ アイムヒアー 牝３鹿 ５４ 川島 信二 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４５４－１０ 〃 クビ ７．２�
３５ テングジョウ 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７６－ ２１：０９．１� ４７．６�
１２ � ヘイハチプリンセス 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 �原 敏明 ４４０－ ２ 〃 クビ １３２．８	
３６ マルセイユシチー 牝５栗 ５５

５２ ▲西村 太一 
友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４６８－ ６１：０９．２� ５．１�
５９ ヤマニンファンシー 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ ３４．４�
２４ エナジーハート 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹
グランプリ 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 ４２４－１８１：０９．３� ２７．０
８１８ シルクアイリス 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人有限会社シルク上原 博之 浦河 杵臼牧場 ４６０－ ６１：０９．４� ２１．０�
６１１ トーホウカクテル 牝４栗 ５５ 古川 吉洋東豊物産
 古賀 史生 新ひだか 片山牧場 B４５２＋ ８１：０９．５� １４１．８�
２３ カリステジア 牝３鹿 ５４ 中舘 英二岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 ４８０＋ ４１：０９．６� ４．５�
８１６� アマゾニアン 牝４青鹿５５ 丹内 祐次槙 清孝氏 高市 圭二 日高 広富牧場 ４８８－ ８１：０９．７� ２６９．１�
４７ ウ ル ル 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ４１：０９．８� １１．５�
８１７� アスターローズ 牝５鹿 ５５ 村田 一誠加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム ４４６＋ ６１：０９．９� １５０．５�
５１０ トロンプルイユ 牝４栗 ５５ 酒井 学前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４＋１０ 〃 クビ １４．７�
１１ � ジェヌスケラスス 牝３黒鹿５４ 丸野 勝虎加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４５２－１６１：１０．０クビ ２５０．２�

（愛知）

７１５ ロイヤルネイチャー 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４２０＋ ４１：１０．２１� ８０．３�
４８ ハイライトリール 牝３栗 ５４ 川須 栄彦 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４３８± ０ 〃 クビ ９．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，０７７，１００円 複勝： ２３，９９３，０００円 枠連： １１，４１１，０００円

馬連： ２６，５８５，５００円 馬単： １９，５８９，２００円 ワイド： １４，５５８，７００円

３連複： ４１，５３５，３００円 ３連単： ６４，２０４，５００円 計： ２１４，９５４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � ４７０円 � ２６０円 枠 連（７－７） ３，６４０円

馬 連 �� ４，２２０円 馬 単 �� ６，９４０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� ６７０円 �� ２，３２０円

３ 連 複 ��� ８，０７０円 ３ 連 単 ��� ４４，１２０円

票 数

単勝票数 計 １３０７７１ 的中 � ２２９９１（２番人気）
複勝票数 計 ２３９９３０ 的中 � ５３６９９（１番人気）� １０５７３（８番人気）� ２２６７６（４番人気）
枠連票数 計 １１４１１０ 的中 （７－７） ２３１６（１７番人気）
馬連票数 計 ２６５８５５ 的中 �� ４６６０（１７番人気）
馬単票数 計 １９５８９２ 的中 �� ２０８５（２２番人気）
ワイド票数 計 １４５５８７ 的中 �� ２３７７（１７番人気）�� ５６９７（４番人気）�� １４９３（３１番人気）
３連複票数 計 ４１５３５３ 的中 ��� ３８００（２１番人気）
３連単票数 計 ６４２０４５ 的中 ��� １０７４（１０３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．０―１１．６―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．３―４４．９―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウサバト �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 フラツシユオブステイール デビュー ２００９．１１．１４ 福島２着

２００７．３．１９生 牝４黒鹿 母 ナガラフラッシュ 母母 ノトリイフオー ２５戦３勝 賞金 ４９，４９９，０００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 アフロディシアス号
（非抽選馬） １頭 サニーエリザベス号
※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。

３６０８０１２月１７日 晴 良 （２３小倉５）第７日 第８競走 ��
��１，７００�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

７１３� ティアモブリーオ 牡４鹿 ５７ 上村 洋行藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.
Partners ４６６＋ ８１：４７．６ ３．３�

５１０ ペガサスキングビー 牡４栃栗５７ 川島 信二松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４７６＋ ６ 〃 クビ ４５．０�
２３ � サダルメリク 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess ４７６＋ ６１：４７．８１� ２．０�
８１６ カントリースノー 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５３０－１２１：４７．９クビ １０．５�
８１５ ニホンピロララバイ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４８８－ ８ 〃 クビ ２５．３�
４７ �	 イメージレイナ 牝４青鹿

５５
５２ ▲花田 大昂岸田 勝宏氏 高橋 隆 米 Katsuhiro

Kishida ４５４± ０１：４８．１１� １５９．６�
２４ � エイシンエンブレム 牡３芦 ５６ 川須 栄彦平井 豊光氏 松永 昌博 米 Helen Y.

Painter ４６８－１０１：４８．２クビ ２０．９�
６１１	 ディレクシオン 
４黒鹿５７ 丸田 恭介	ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム ４５４－ ４ 〃 クビ ９．４

４８ � ウ マ テ ッ ク 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida ４４８－１０１：４８．３クビ ２８．６�
１１ フリーアズアバード 牡３鹿 ５６ 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７０－１０ 〃 アタマ ８４．２
３５ カフェキングアイ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 静内白井牧場 ４４４＋１０１：４８．４クビ ２１２．１�
７１４ マッシヴリーダー 牡３栗 ５６ 丸野 勝虎小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８４－ ５１：４８．６１� １３３．６�

（愛知）

３６ マイネフェリックス 牝４栗 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B４６４－１２ 〃 クビ １６．０�

５９ ケンブリッジシーザ 牡４鹿 ５７
５６ ☆松山 弘平中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 ５０６＋１０１：４８．７クビ ７５．６�

６１２�	 ソ ト ビ ー ト 牝４栗 ５５ 酒井 学門野 重雄氏 吉田 直弘 米 Dixiana
Stables Inc ４７６± ０ 〃 クビ ２９７．５�

１２ 	 ガ ツ ー ン 牡３芦 ５６ 嘉藤 貴行ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４４４－１２１：４８．８� ２３７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１１９，９００円 複勝： ３５，６０９，１００円 枠連： １２，２８１，３００円

馬連： ２８，３７０，４００円 馬単： ２２，５５１，１００円 ワイド： １５，１２７，０００円

３連複： ４０，４５８，７００円 ３連単： ７３，６４０，３００円 計： ２４４，１５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １７０円 � ５２０円 � １１０円 枠 連（５－７） ４，２００円

馬 連 �� ５，９６０円 馬 単 �� ７，７７０円

ワ イ ド �� １，３５０円 �� ２００円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，６２０円 ３ 連 単 ��� ２０，９７０円

票 数

単勝票数 計 １６１１９９ 的中 � ３８６５３（２番人気）
複勝票数 計 ３５６０９１ 的中 � ３９０７４（２番人気）� ８０００（９番人気）� １８８５０９（１番人気）
枠連票数 計 １２２８１３ 的中 （５－７） ２１５９（１３番人気）
馬連票数 計 ２８３７０４ 的中 �� ３５１４（１８番人気）
馬単票数 計 ２２５５１１ 的中 �� ２１４３（２５番人気）
ワイド票数 計 １５１２７０ 的中 �� ２３５０（１５番人気）�� ２３６４７（１番人気）�� ４０８９（９番人気）
３連複票数 計 ４０４５８７ 的中 ��� １１４２１（８番人気）
３連単票数 計 ７３６４０３ 的中 ��� ２５９２（５６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―２９．３―４２．９―５６．４―１：０９．６―１：２２．５―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

�ティアモブリーオ �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Arazi デビュー ２０１０．４．１８ 福島５着

２００７．５．１０生 牡４鹿 母 Glint in Her Eye 母母 Wind In Her Hair １１戦３勝 賞金 ２４，２００，０００円
〔騎手変更〕 ペガサスキングビー号の騎手国分優作は，第５競走での落馬負傷のため川島信二に変更。
※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 ワキノブライアン号
※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。



３６０８１１２月１７日 晴 良 （２３小倉５）第７日 第９競走 ��
��２，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時２５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 ファタモルガーナ �３鹿 ５５ 川島 信二 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 ４６６－１０２：４０．５ ２．４�

６１２ コウエイオトメ 牝３鹿 ５３ 丸田 恭介西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 ４８０＋ ２２：４０．６� １５．７�
１１ メジロダイボサツ 牡３鹿 ５５ 中舘 英二岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４５０－ ４２：４１．０２� ４．６�
４７ 	 メイショウピゴット 牡４黒鹿５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ９．４�
３５ ク リ ア キ ー 牝４鹿 ５５ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４４４－ ４ 〃 アタマ １５０．４�
７１３ シゲルシャチョウ 牡３鹿 ５５ 黛 弘人森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ５００－ ４２：４１．２１� ２８．５�
５９ 	 クリノビッグスカイ 牝４黒鹿５５ 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 浦河 宮内牧場 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ８５．５	
８１５ ショウナンカミング 牡３栗 ５５ 川須 栄彦国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４６２－ ４２：４１．３クビ １７．３

７１４ カネトシマーシャル 牡３鹿 ５５ 松田 大作兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ４８６± ０２：４１．６２ ５．８�
５１０
 アウグーリオ 牡３栗 ５５

５４ ☆松山 弘平前田 幸治氏 中村 均 米 Joseph A.
Duffel ４３４－ ５２：４１．７� ２２．８�

２３ 	 ムカワタイガー 牡３栗 ５５ 大野 拓弥小田 廣美氏 鈴木 勝美 平取 稲原牧場 ４４６－１４ 〃 クビ １４３．８
３６ アレックスバローズ 牡４鹿 ５７

５４ ▲西村 太一猪熊 広次氏 野中 賢二 新冠 川島牧場 ４６０－ ２２：４１．８� ４２．１�
８１６ シルクランスロット 牡４栗 ５７ 上村 洋行有限会社シルク増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ５２２－１０２：４２．２２� １３．５�
６１１	 セイカペガサス 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４６４－ ６２：４２．３クビ ６８．２�
４８ テイエムスリリング 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 様似 堀 弘康 ４７６－ ２２：４３．６８ ３７４．４�
１２ 
	 ロマンスアンダルザ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人田所 英子氏 笹田 和秀 愛 Ms Eiko

Tadokoro ４７４＋ ７２：４４．６６ １５０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７２５，８００円 複勝： ２２，０３１，６００円 枠連： １１，９１２，２００円

馬連： ２９，３５０，０００円 馬単： ２１，３１４，１００円 ワイド： １４，４１７，０００円

３連複： ４５，５８３，４００円 ３連単： ７７，０５０，２００円 計： ２３６，３８４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ３７０円 � ２００円 枠 連（２－６） ２，１２０円

馬 連 �� ２，３００円 馬 単 �� ３，６９０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� ２９０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ３，４７０円 ３ 連 単 ��� ２０，４６０円

票 数

単勝票数 計 １４７２５８ 的中 � ４８６６６（１番人気）
複勝票数 計 ２２０３１６ 的中 � ５３３８０（１番人気）� １１８０５（６番人気）� ２９３８６（３番人気）
枠連票数 計 １１９１２２ 的中 （２－６） ４１５１（８番人気）
馬連票数 計 ２９３５００ 的中 �� ９４４２（７番人気）
馬単票数 計 ２１３１４１ 的中 �� ４２７２（１０番人気）
ワイド票数 計 １４４１７０ 的中 �� ３５３０（１０番人気）�� １４５１４（１番人気）�� ２８６８（１３番人気）
３連複票数 計 ４５５８３４ 的中 ��� ９６９９（６番人気）
３連単票数 計 ７７０５０２ 的中 ��� ２７８０（４５番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．５―１１．６―１１．７―１２．６―１２．２―１３．１―１２．９―１２．６―１２．６―１２．１―１２．２―１２．１

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�
１３．３―２４．８―３６．４―４８．１―１：００．７―１：１２．９―１：２６．０―１：３８．９―１：５１．５―２：０４．１―２：１６．２―２：２８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４９．０―３F３６．４
１
�
５＝２（７，１６）９，１３（１０，１１）１（８，１４）４（６，３，１５）１２
５＝９（２，７）（１，１６，１３）（６，１１）（１０，１４）（１５，４）３（８，１２）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファタモルガーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１１．２８ 京都５着

２００８．５．２６生 �３鹿 母 タニノミラージュ 母母 デンコウセッカ ７戦２勝 賞金 １７，０００，０００円
〔騎手変更〕 シルクランスロット号の騎手国分優作は，第５競走での落馬負傷のため上村洋行に変更。

３６０８２１２月１７日 晴 良 （２３小倉５）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�つ わ ぶ き 賞

発走１５時００分 （芝・右）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０７．８

良

良

１２ � シゲルアセロラ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹森中 蕃氏 目野 哲也 米
Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

４７６＋ ２１：０８．５ ２．５�

５１０ ボストンサクラ 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４８＋ ２１：０９．０３ ７．２�
８１７ アイラブリリ 牝２黒鹿５４ 酒井 学杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 ４３２－ ２１：０９．１� １０．９�
６１２ シゲルシバグリ 牡２栗 ５５ 柴山 雄一森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 ４８０＋ ４１：０９．２� ９０．２�
２３ オレニホレルナヨ 牡２栗 ５５ 古川 吉洋 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 ４９０± ０ 〃 アタマ ６．４�
２４ アグネスハビット 牡２黒鹿５５ 中舘 英二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：０９．４１� ６．６�
７１５ カノヤミノリ 牡２芦 ５５ 西田雄一郎神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４６４－ ６１：０９．７２ １９．１	
１１ サチノポピー 牝２栗 ５４ 川島 信二佐藤 幸彦氏 服部 利之 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B４６６＋ ４１：０９．８クビ １５．３

８１８ リ ョ ウ ラ ン 牡２栗 ５５ 宮崎 北斗�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４５２－１４ 〃 ハナ ２０１．６�
８１６ シゲルオレンジ 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 ４５２± ０１：０９．９� １８．０
５９ レーザーインパクト 牡２鹿 ５５ 松山 弘平杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４４２－ ２ 〃 クビ ５５．１�
６１１ ステラノヴァ 牝２栗 ５４ 鮫島 良太矢野 秀春氏 加用 正 新ひだか 矢野牧場 ４６６－１２１：１０．０� ２５６．７�
７１４ エキゾチックバニラ 牝２芦 ５４ 丹内 祐次 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４６＋ ４１：１０．１� １０６．０�
４８ オウケンハナミズキ 牝２青 ５４ 川須 栄彦福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ３９８－１０１：１０．３１	 １７．７�
４７ エーシンウルベリン 牡２鹿 ５５ 村田 一誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９６± ０１：１０．５１	 ３０．７�
７１３
 オグリカーン 牡２鹿 ５５ 丸野 勝虎小栗 孝一氏 山中 輝久 新ひだか 稲葉牧場 ４７０－ ８１：１０．６� １７２．１�

（笠松） （愛知）

３６ � ウィナーズマックス 牡２黒鹿５５ 伊藤 工真山口 克己氏 大江原 哲 平取 山口 明彦 B４６８＋ ２ 〃 ハナ ２６７．３�
３５ � ネイチャウィッシュ 牝２栗 ５４ 黛 弘人井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 ４２８＋ ２１：１０．８１	 ３５７．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，５１７，８００円 複勝： ２９，２２２，５００円 枠連： １８，８８５，６００円

馬連： ４６，５６６，５００円 馬単： ３１，５０８，８００円 ワイド： ２０，５２８，１００円

３連複： ６３，４７５，０００円 ３連単： １１０，１８３，１００円 計： ３４０，８８７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ２７０円 枠 連（１－５） １，１１０円

馬 連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ６８０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ３，９７０円 ３ 連 単 ��� １７，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２０５１７８ 的中 � ６５４７８（１番人気）
複勝票数 計 ２９２２２５ 的中 � ６４５９１（１番人気）� ３８７７５（３番人気）� ２３３６５（５番人気）
枠連票数 計 １８８８５６ 的中 （１－５） １２６６３（５番人気）
馬連票数 計 ４６５６６５ 的中 �� ３０３０９（３番人気）
馬単票数 計 ３１５０８８ 的中 �� １１４０７（４番人気）
ワイド票数 計 ２０５２８１ 的中 �� １０５７７（３番人気）�� ７４９２（４番人気）�� ３９３９（１３番人気）
３連複票数 計 ６３４７５０ 的中 ��� １１８０１（８番人気）
３連単票数 計１１０１８３１ 的中 ��� ４６９７（２４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．１―１１．３―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．７―４５．０―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シゲルアセロラ �
�
父 Wildcat Heir �

�
母父 Conquistador Cielo デビュー ２０１１．１０．２３ 京都３着

２００９．２．２６生 牡２黒鹿 母 Conqueress 母母 Dazzlo ４戦２勝 賞金 １７，１９２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 サチノポピー号の騎手国分優作は，第５競走での落馬負傷のため川島信二に変更。
※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 トロピカルメジャー号
※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。



３６０８３１２月１７日 晴 良 （２３小倉５）第７日 第１１競走 ��
��１，７００�

と よ あ け

豊 明 特 別
発走１５時３５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
豊明市長賞（１着）

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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

２４ トミケンヒーロー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人冨樫 賢二氏 領家 政蔵 日高 白瀬 明 ５２０＋ ４１：４４．０ ２．８�

３５ ドリームザネクスト 牡４鹿 ５７ 江田 照男セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４９６－ ４１：４４．８５ ７．５�
５１０ アクティビューティ 牝４芦 ５５ 古川 吉洋�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４９８± ０１：４５．２２� １３．６�
７１４ トキノフウジン 牡４黒鹿５７ 松田 大作田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４４８－ ６ 〃 ハナ ４．７�
１２ エンジョイタイム 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８± ０１：４５．３� ２０．２�
８１５� イーサンジャンパー 牡５栗 ５７ 酒井 学国本 勇氏 境 直行 鵡川 上水牧場 ５０２± ０１：４５．７２� ４３．０	
３６ � バリアントバイオ 牡５栗 ５７ 西田雄一郎バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 B４８６± ０ 〃 アタマ １１７．９

６１１� イノセントリーサム 牡４栗 ５７ 柴山 雄一平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５３６＋２０１：４６．０１	 ３６．５�
８１６ アキノグローブ 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥穐吉 正孝氏 千田 輝彦 新冠 斉藤 安行 ４８６＋ ６ 〃 クビ ２５．６�
１１ アキノモーグル 牡３栗 ５６ 鮫島 良太穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ５０８＋ ２ 〃 ハナ １３．０
２３ クリスマスキング 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B４８２＋ ６１：４６．１クビ ８４．１�
５９ メイショウエバモア 牡４芦 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５２４＋１０１：４６．４１	 ４．９�
４８ レ ン ト ゲ ン 牡７栗 ５７ 黛 弘人加藤正二郎氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４４４－１２１：４６．６１
 ２１１．４�
６１２ レオカミカゼ 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹田中 博之氏 古賀 慎明 日高 若林 武雄 ４９６＋１０１：４７．４５ １５０．８�
４７ ファイナルパンチ 牡６鹿 ５７ 小林 徹弥長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 ４７０－１２１：４７．９３ １８２．７�
７１３� エーシンボダイジュ 牡３鹿 ５６ 丸野 勝虎�栄進堂 北出 成人 浦河 多田 善弘 ５３２－ ８１：４８．２２ ４９．３�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０００，９００円 複勝： ３５，５４９，２００円 枠連： ２６，１１７，１００円

馬連： １０２，０９３，７００円 馬単： ５３，５３９，６００円 ワイド： ２９，９９７，９００円

３連複： １２３，１７８，４００円 ３連単： ２３４，８９９，２００円 計： ６２６，３７６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ３４０円 枠 連（２－３） １，０００円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ８５０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ４，０８０円 ３ 連 単 ��� １２，３００円

票 数

単勝票数 計 ２１０００９ 的中 � ６１１９５（１番人気）
複勝票数 計 ３５５４９２ 的中 � １０１１９３（１番人気）� ４５６２１（４番人気）� １９８２５（６番人気）
枠連票数 計 ２６１１７１ 的中 （２－３） １９４３８（４番人気）
馬連票数 計１０２０９３７ 的中 �� ９３６９０（３番人気）
馬単票数 計 ５３５３９６ 的中 �� ２７３６７（３番人気）
ワイド票数 計 ２９９９７９ 的中 �� ２０９９０（３番人気）�� ８４７５（８番人気）�� ５４７９（１５番人気）
３連複票数 計１２３１７８４ 的中 ��� ２２２９６（１１番人気）
３連単票数 計２３４８９９２ 的中 ��� １４１００（２９番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１１．３―１２．２―１２．１―１２．４―１２．９―１２．６―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．９―２９．２―４１．４―５３．５―１：０５．９―１：１８．８―１：３１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トミケンヒーロー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１．２３ 京都１着

２００８．５．４生 牡３鹿 母 メ モ リ ヒ メ 母母 ミルメモリーズ ６戦３勝 賞金 ３５，１２０，０００円
〔騎手変更〕 アキノモーグル号の騎手国分優作は，第５競走での落馬負傷のため鮫島良太に変更。

トキノフウジン号の騎手柴原央明は，第５競走での落馬負傷のため松田大作に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１１頭 ゴールデンジャガー号・サンマルボス号・シゲルタダカツ号・スイリンカ号・スマイルミッキー号・

ダノンジュピター号・ナムラブレット号・ファンタズミック号・フェブスカイ号・メイショウタクミ号・
ライジングバイオ号

※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。

３６０８４１２月１７日 晴 良 （２３小倉５）第７日 第１２競走 ��
��２，０００�

た か と う や ま

高 塔 山 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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

５６ サンライズマルス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４－ ２２：０１．０ ３．３�

６８ ラ ブ フ ー ル 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介小林竜太郎氏 梅田 智之 池田 新田牧場 ４７８＋ ６ 〃 アタマ ２３．５�
８１３ マコトサンパギータ 牝３栗 ５４ 中舘 英二眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ ３．７�
４５ � トーセンインディ 牝３芦 ５４ 柴山 雄一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４２８－ ８２：０１．１� ２９．１�
６９ シーキングフェイム 牝４鹿 ５５ 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４７０＋ ４２：０１．２クビ ７．０�
２２ エバーグリーン 牡３青 ５６ 川須 栄彦吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４２：０１．３� ３．４	
４４ マイネルマルシェ 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４５４± ０２：０１．４	 １６．６

７１１ 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 ４４２－ ２２：０１．９３ ２６５．７�
７１０� エルプレジデンテ 牡５鹿 ５７ 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４５０－ ４２：０２．０� ６６．２�
３３ タキオンコウショウ 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大�昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６２＋ ４２：０２．２１ １７４．１�
８１２ 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 ５３０＋ ６ 〃 アタマ １２．７�
５７ エメラルターボ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行高橋 勉氏 的場 均 平取 スガタ牧場 ４９４＋１２２：０２．４１
 ４３３．２�
１１ � メイショウアカギ 牡４栗 ５７ 森 一馬松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４５６± ０２：０２．６１
 ３２５．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３０，６７２，１００円 複勝： ４３，４７６，３００円 枠連： ２０，８５２，７００円

馬連： ６０，０１２，５００円 馬単： ４１，８３７，１００円 ワイド： ２５，９７０，３００円

３連複： ８１，３６１，９００円 ３連単： １７６，８１７，８００円 計： ４８１，０００，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � １５０円 枠 連（５－６） １，０４０円

馬 連 �� ４，３４０円 馬 単 �� ６，７５０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� ２７０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ４，９８０円 ３ 連 単 ��� ３５，２７０円

票 数

単勝票数 計 ３０６７２１ 的中 � ７３６６４（１番人気）
複勝票数 計 ４３４７６３ 的中 � ９０９８０（２番人気）� ２７４３７（６番人気）� ９１８５８（１番人気）
枠連票数 計 ２０８５２７ 的中 （５－６） １４８４６（５番人気）
馬連票数 計 ６００１２５ 的中 �� １０２１５（１７番人気）
馬単票数 計 ４１８３７１ 的中 �� ４５８０（２７番人気）
ワイド票数 計 ２５９７０３ 的中 �� ４１５４（１７番人気）�� ２８５４１（１番人気）�� ３５６７（２２番人気）
３連複票数 計 ８１３６１９ 的中 ��� １２０７４（１７番人気）
３連単票数 計１７６８１７８ 的中 ��� ３７００（１１５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１１．９―１２．７―１２．４―１２．９―１２．６―１２．０―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．５―３５．４―４８．１―１：００．５―１：１３．４―１：２６．０―１：３８．０―１：４９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．０
１
３
１，６，１２，３，１３－（２，５）１０（４，９）８，７－１１
１（６，１２）（４，１３）３（５，１０）（２，９）８（７，１１）

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

勝馬の
紹 介

サンライズマルス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Nashwan デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神８着

２００８．２．１８生 牡３栗 母 ヴァルールーズ 母母 Valverda ６戦２勝 賞金 ２０，６８５，０００円
〔制裁〕 ラブフール号の騎手丸田恭介は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番・５番への進路影響）
※ラブフール号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２３小倉５）第７日 １２月１７日（土曜日） 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 １８５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

１７６，４４０，０００円
１，０９０，０００円
６，３７０，０００円
１，７９０，０００円
１６，６４０，０００円
６１，４８６，５００円
４，８１０，０００円
１，８３１，５００円

勝馬投票券売得金
１８８，３４８，３００円
３１２，５９１，６００円
１５３，７２７，７００円
４２４，６９９，９００円
２９２，０８７，３００円
１８８，２７３，８００円
５９２，７９６，０００円
１，０５６，３５０，９００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 ３，２０８，８７５，５００円

総入場人員 ５，３７８名 （有料入場人員 ４，６４５名）


