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３６０８５１２月１８日 晴 良 （２３小倉５）第８日 第１競走 ��
��１，７００�サラブレッド系２歳

発走９時５５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

２４ クリスマスマーベル 牡２青鹿５５ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４７６＋１０１：４８．５ ９．３�

１２ � ラヴァンドゥー 牝２青鹿５４ 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. ４８８± ０１：４８．７１� １．１�

５１０ 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 ４９８＋ ４１：４８．８� ４２．０�

３５ メモリーシリング 牡２栗 ５５ 荻野 琢真�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 ５０８＋ ４１：４８．９� ２０．１�
２３ テイエムベンケイ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 大柳ファーム ４８４＋ ４ 〃 ハナ ３２２．２�
３６ タガノボックス 	２鹿 ５５ 古川 吉洋八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９４± ０ 〃 ハナ ８１．２�
１１ サントスシチー 牡２黒鹿５５ 酒井 学 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 ４９０＋ ２１：４９．０� ８９．３	
８１６� アスターコリント 牡２黒鹿５５ 川須 栄彦加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III ５０８＋ ２１：４９．７４ ９．３

４７ カシノチョッパー 牡２黒鹿５５ 和田 竜二柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 ４７０＋ ２ 〃 ハナ １０１．０�
６１１ テイエムブロンクス 牡２鹿 ５５ 松田 大作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 加藤牧場 ４３８＋１４１：５０．１２� ２３８．５�
６１２ レッドオスカー 牝２青鹿５４ 西田雄一郎桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４８０± ０１：５０．３１� １２９．４
４８ マルチフローラ 牝２栗 ５４ 大野 拓弥ディアレスト 小野 次郎 新冠 石郷岡 雅樹 ４５６＋ ８１：５０．４� ２４９．７�
７１３ マーブルブリッツ 牡２栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人下村 直氏 西園 正都 新ひだか 三石川上牧場 ４４２－ ８１：５０．９３ ５８６．１�
５９ ギンザノクリチャン 牝２栗 ５４

５１ ▲西村 太一栗本 博晴氏 古賀 史生 浦河 山田 昇史 B４５４－ ４１：５１．１１
 ３３３．２�
８１５ リネンサクラ 牝２鹿 ５４ 宮崎 北斗戸山 光男氏 坪 憲章 青森 宮崎牧場 ４２８± ０１：５１．８４ ４６７．２�
７１４ タマモワイルドラブ 牡２鹿 ５５

５２ ▲水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 ４７０± ０１：５２．０１
 ４３５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０６５，６００円 複勝： ４０，７５３，４００円 枠連： ７，７７５，６００円

馬連： ２２，５７６，７００円 馬単： ２５，８０６，０００円 ワイド： １１，５１７，３００円

３連複： ３４，２７３，２００円 ３連単： ８２，４０２，４００円 計： ２４１，１７０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � ３２０円 枠 連（１－２） ３７０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� １，０７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� １０，６００円

票 数

単勝票数 計 １６０６５６ 的中 � １３７０２（２番人気）
複勝票数 計 ４０７５３４ 的中 � ２５４２３（３番人気）� ２９６５７６（１番人気）� １０３８２（５番人気）
枠連票数 計 ７７７５６ 的中 （１－２） １５５６２（２番人気）
馬連票数 計 ２２５７６７ 的中 �� ４６２７２（２番人気）
馬単票数 計 ２５８０６０ 的中 �� ９８４９（６番人気）
ワイド票数 計 １１５１７３ 的中 �� １７３６１（２番人気）�� ２２３２（１３番人気）�� ６０４７（４番人気）
３連複票数 計 ３４２７３２ 的中 ��� １７０９１（５番人気）
３連単票数 計 ８２４０２４ 的中 ��� ５７４１（３０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．４―４３．７―５６．８―１：０９．６―１：２２．７―１：３５．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリスマスマーベル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１１．９．１０ 阪神７着

２００９．３．５生 牡２青鹿 母 バ イ モ ユ リ 母母 リュバンドール ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

３６０８６１２月１８日 晴 良 （２３小倉５）第８日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時２５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

８１４ エリモエポナ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ５００－ ２ ５９．１ １．８�

７１１ サマーコード 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４３８± ０ 〃 クビ １４．５�
６１０ プリンセスネージュ 牝４栗 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４７８＋１２ ５９．５２� １９．０�
５８ カプリースレディー 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１２± ０ ５９．７１� ６．６�
７１２ ビップセンノセン 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４５４－ ２ ５９．８クビ ７．７�
１１ ヴィーナススマイル 牝４栗 ５５ 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４６２± ０ 〃 クビ ５６．５	
２２ ニューユニヴァース 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平本間 茂氏 池添 兼雄 日高 いとう牧場 ４５８＋ ４ ５９．９� ５９．９

８１３ クリスリリー 牝６栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４６８＋ ８１：００．１１� ３１．０�
５７ � ユメノカケハシ 牝４青鹿５５ 大野 拓弥諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４ 〃 ハナ ４４．８�
４５ � ピエナヴィブレ 牝４鹿 ５５ 上野 翔本谷 兼三氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２１：００．２クビ ７２．７
３３ ブレスマイハート 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 折手牧場 ４３６＋ ６ 〃 アタマ ２２０．８�
４６ グリーンファイヤー 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎西村 專次氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ４９０＋ ８１：００．３� ６．８�
３４ プ ラ ネ ッ ト 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人�中山牧場 尾関 知人 浦河 中山牧場 ４４２＋ ２１：００．５１� ３７．４�
６９ ノブヴィクトリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一前田 亘輝氏 平井 雄二 新ひだか 岡田スタツド B４２０＋ ４１：００．８１� １３１．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，８３７，４００円 複勝： ２６，４２０，８００円 枠連： ７，９６６，３００円

馬連： ２４，９７７，７００円 馬単： ２１，２４３，６００円 ワイド： １２，８２２，９００円

３連複： ３５，４７２，３００円 ３連単： ６５，７９２，１００円 計： ２０８，５３３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ４００円 � ３４０円 枠 連（７－８） ３４０円

馬 連 �� １，１９０円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ６１０円 �� ２，２９０円

３ 連 複 ��� ４，９２０円 ３ 連 単 ��� １４，９６０円

票 数

単勝票数 計 １３８３７４ 的中 � ６２５５６（１番人気）
複勝票数 計 ２６４２０８ 的中 � １２２１７５（１番人気）� １０５１７（６番人気）� １２７６０（５番人気）
枠連票数 計 ７９６６３ 的中 （７－８） １７６７３（１番人気）
馬連票数 計 ２４９７７７ 的中 �� １５５９４（４番人気）
馬単票数 計 ２１２４３６ 的中 �� ８１４４（６番人気）
ワイド票数 計 １２８２２９ 的中 �� ６０６０（４番人気）�� ５３４１（５番人気）�� １２８７（２５番人気）
３連複票数 計 ３５４７２３ 的中 ��� ５３２８（１５番人気）
３連単票数 計 ６５７９２１ 的中 ��� ３２４６（３９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．６―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．２―３４．８―４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリモエポナ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サンシャインフォーエヴァー デビュー ２００９．１２．１３ 阪神２着

２００７．２．７生 牝４黒鹿 母 エリモロマンス 母母 パッシングピース ２０戦３勝 賞金 ４７，１４０，０００円
〔制裁〕 エリモエポナ号の騎手中舘英二は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２番・１０番・８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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ツヨイコ号・ナイトフライト号・ヤマノグラス号

第５回　小倉競馬　第８日



３６０８７１２月１８日 晴 良 （２３小倉５）第８日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時５５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

７１４ エーシンブルバード 牝２栗 ５４ 丸田 恭介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ５１０± ０１：０９．５ １４．３�

１２ クラウンエンビー 牡２栗 ５５ 酒井 学矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 ４５２± ０ 〃 クビ １２．５�
６１１ タイキプリマドンナ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一�大樹ファーム 高橋 義忠 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４４０＋ ６１：０９．６クビ ５．７�
８１８ ア ナ コ ン ダ 牝２鹿 ５４

５１ ▲横山 和生辻 大作氏 小桧山 悟 平取 高橋 幸男 ４４２＋ ２１：０９．８１� ２６．８�
８１６ キボウダクリチャン 牝２栗 ５４ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４３８± ０１：０９．９� ８．９�
２３ パーティブロッサム 牝２黒鹿５４ 川須 栄彦飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋１２１：１０．０� ２．５	
５１０ イ ツ ノ ヒ カ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ４８２＋ ２１：１０．１� ５．４

４７ タマモギャラクシー 牡２鹿 ５５ 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 日高 新井 昭二 ４６４＋ ２１：１０．３１� ２１．７�
７１５ シゲルデコポン 牡２鹿 ５５ 松田 大作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 ４７０＋ ４１：１０．５１� １８．７�
８１７ カシノアゲート 牡２黒鹿５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 村下農場 B４６２＋１０１：１０．６クビ １５６．８
３６ キョウワカンパネラ 牡２鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ３７４．０�
６１２ ダ グ ダ 牡２鹿 ５５ 江田 照男楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか 原口フアーム ４２０± ０ 〃 ハナ １８６．０�
１１ サチノタカチホ 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ４９２± ０１：１０．７� １２３．５�
４８ タカノフレンド 牡２栗 ５５ 西田雄一郎山口多賀司氏 梅田 康雄 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ５０４＋ ２１：１０．８� ３１７．１�
３５ ロナルドバローズ 牡２黒鹿５５ 村田 一誠猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 ４４８± ０ 〃 ハナ １２６．１�
５９ ギャラクティコ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４３４－ ２１：１１．０１� １８．９�
７１３ ダ イ ゴ ミ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ４６４－ ６ 〃 ハナ １１２．６�
２４ ツジノアンパンマン 牡２栗 ５５ 荻野 琢真辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４８４＋ ４１：１１．２１� ２３５．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，９５３，８００円 複勝： ２１，８４９，０００円 枠連： ９，３０６，０００円

馬連： ２５，３７５，８００円 馬単： １９，０１０，２００円 ワイド： １３，８６９，８００円

３連複： ３９，２４１，３００円 ３連単： ６０，１３３，４００円 計： ２０１，７３９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ３９０円 � ２７０円 � ２２０円 枠 連（１－７） ３，４６０円

馬 連 �� ８，０１０円 馬 単 �� １２，７２０円

ワ イ ド �� ２，１３０円 �� １，２４０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １２，８８０円 ３ 連 単 ��� １０２，０２０円

票 数

単勝票数 計 １２９５３８ 的中 � ７１４３（６番人気）
複勝票数 計 ２１８４９０ 的中 � １３２２０（６番人気）� ２１２６４（４番人気）� ３０３８１（３番人気）
枠連票数 計 ９３０６０ 的中 （１－７） １９８５（１７番人気）
馬連票数 計 ２５３７５８ 的中 �� ２３３９（２６番人気）
馬単票数 計 １９０１０２ 的中 �� １１０３（４５番人気）
ワイド票数 計 １３８６９８ 的中 �� １５６５（２４番人気）�� ２７５５（１３番人気）�� ４０７３（６番人気）
３連複票数 計 ３９２４１３ 的中 ��� ２２５０（３７番人気）
３連単票数 計 ６０１３３４ 的中 ��� ４３５（２８７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１１．６―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．４―４６．０―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンブルバード �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１１．１１．２７ 京都７着

２００９．４．１６生 牝２栗 母 エイシンメッチェン 母母 エイシンギヤロツプ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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 サカジロスイセイ号・マヤステッラ号

３６０８８１２月１８日 晴 良 （２３小倉５）第８日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時２５分 （芝・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

１：４７．９
１：４６．６

良

良

８１５ マイネアルナイル 牝２青鹿５４ 酒井 学 �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 ４６２＋ ４１：５０．８ ８．９�

６１２ グロースバンダム 牝２黒鹿５４ 荻野 琢真山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４４４－ ６１：５１．１２ ２０．７�
６１１ ハ ナ ゾ ノ 牝２栗 ５４ 太宰 啓介小田切有一氏 田中 章博 浦河 高野牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ １８．０�
３６ ヒデノビクトリア 牝２芦 ５４ 古川 吉洋大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４１２－１０ 〃 アタマ １９．５�
５１０ シュピッツェ 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４６４＋２０１：５１．２� １１．７�
５９ オーシュペール 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４６２＋１６１：５１．３� ４．６�
３５ ニシノミラクル 牝２黒鹿５４ 村田 一誠西山 茂行氏 宮本 博 新冠 川上牧場 B４８２＋ ２１：５１．４� ２３．７	
２３ アンコールピース 牝２黒鹿５４ 福永 祐一吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：５１．６１� ３．１

２４ ビュービーナス 牝２鹿 ５４ 和田 竜二キャピタルクラブ 境 直行 浦河 平成ファーム ４４６－ ４１：５１．７� ５７．７�
８１６ イルテアトリーノ 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 ５０４－ ４１：５１．８� ２８４．８�
７１４ スリーオーシャン 牝２芦 ５４ 西田雄一郎永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B４２６＋ ４１：５１．９� ２７３．８
７１３ マイネカメリア 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４０４－ ２１：５２．０クビ １０．０�
１１ ラムドレーヌ 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４３０－１０１：５２．１� １３５．６�
４８ アルフィルク 牝２栗 ５４ 中舘 英二 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４４４＋１２１：５２．２� ５．８�
４７ マコトアプサラス 牝２黒鹿５４ 川須 栄彦尾田左知子氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４３６＋ ８１：５２．３� １６７．７�
１２ オレンジブルーム 牝２鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平有限会社シルク北出 成人 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８＋１０ 〃 クビ ９０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，３８０，１００円 複勝： ２３，９６４，６００円 枠連： １０，２４２，６００円

馬連： ２７，４７９，９００円 馬単： ２０，０３１，５００円 ワイド： １５，４４３，０００円

３連複： ４０，８７６，４００円 ３連単： ６１，０９４，６００円 計： ２１３，５１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２７０円 � ５２０円 � ３１０円 枠 連（６－８） ２，７００円

馬 連 �� ７，８３０円 馬 単 �� １８，５１０円

ワ イ ド �� ２，４００円 �� １，７３０円 �� ３，３９０円

３ 連 複 ��� ２９，０７０円 ３ 連 単 ��� ２０４，９５０円

票 数

単勝票数 計 １４３８０１ 的中 � １２８６５（４番人気）
複勝票数 計 ２３９６４６ 的中 � ２４９７９（４番人気）� １１１０１（９番人気）� ２１３２６（６番人気）
枠連票数 計 １０２４２６ 的中 （６－８） ２８０５（１７番人気）
馬連票数 計 ２７４７９９ 的中 �� ２５９１（３２番人気）
馬単票数 計 ２００３１５ 的中 �� ７９９（６８番人気）
ワイド票数 計 １５４４３０ 的中 �� １５８７（３２番人気）�� ２２３１（２０番人気）�� １１１０（４１番人気）
３連複票数 計 ４０８７６４ 的中 ��� １０３８（９５番人気）
３連単票数 計 ６１０９４６ 的中 ��� ２２０（６１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．７―４９．５―１：０２．４―１：１５．３―１：２７．５―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．５
１
３

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

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

マイネアルナイル �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２０１１．７．２ 函館６着

２００９．２．１生 牝２青鹿 母 コスモキララ 母母 ローズオブダイヤ ６戦１勝 賞金 ６，７５０，０００円



３６０８９１２月１８日 晴 良 （２３小倉５）第８日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時５５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 オーシャンパワー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４６２± ０１：４６．５ １５．２�

３６ 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＋ ２ 〃 アタマ ５．５�
１１ レ ジ ア ー ネ �３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人広尾レース� 尾関 知人 浦河 中島牧場 ４５８＋ ６１：４６．７１� １．９�
４８ � クリノテンペスタ 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４７４± ０１：４７．０１� ３３８．８�
２３ ラッシュザワーク 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優 �グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：４７．１クビ １２．２�
６１１ テーオーケンジャ 牡４栗 ５７ 丸田 恭介小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ５１４± ０１：４７．３１� ２１．９�
５９ � サンライズターボ 牡４栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ５０８－ ６１：４７．４� １８７．４	
２４ � グランプリワイルド 牡３青鹿５６ 松田 大作北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B４８２－１０ 〃 ハナ １０４．７

３５ マ ン マ ル コ 牝３栗 ５４ 黛 弘人清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４５２＋ ２１：４７．５� ２１２．８�
８１５ リズミックビート 牡４栗 ５７

５６ ☆松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５２６＋ ６１：４７．６� ７０．３�
６１２ マイネイディール 牝３青鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４９２± ０１：４７．７クビ ９．９
４７ マンボダンサー 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 ４７０＋ ８１：４７．８� ２０．４�
５１０ ダンスラナキラ 牡３黒鹿５６ 上村 洋行橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４８４＋１６１：４７．９� ６１．４�
１２ スノウプリンス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４６２＋ ２１：４８．０� ４３．３�
７１４ エイシンクエスト 牡５栗 ５７ 川須 栄彦平井 豊光氏 高野 友和 新ひだか 藤原牧場 ５２４± ０１：４８．１� １４．３�
８１６ ベルモントスコッチ 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４８８－ ６１：４８．３１� ２２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９０５，４００円 複勝： ２５，４０２，２００円 枠連： １１，１８３，６００円

馬連： ２９，４６５，４００円 馬単： ２４，４０７，７００円 ワイド： １６，８２０，４００円

３連複： ４３，５４８，９００円 ３連単： ７４，５８４，３００円 計： ２４１，３１７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ２６０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（３－７） １，７１０円

馬 連 �� ３，９３０円 馬 単 �� ９，９３０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ４００円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ２，４６０円 ３ 連 単 ��� ２８，５７０円

票 数

単勝票数 計 １５９０５４ 的中 � ８２８２（６番人気）
複勝票数 計 ２５４０２２ 的中 � １６０６４（４番人気）� ４３０４３（２番人気）� ９２２３６（１番人気）
枠連票数 計 １１１８３６ 的中 （３－７） ４８３５（８番人気）
馬連票数 計 ２９４６５４ 的中 �� ５５４２（１１番人気）
馬単票数 計 ２４４０７７ 的中 �� １８１５（２９番人気）
ワイド票数 計 １６８２０４ 的中 �� ３０３７（１３番人気）�� １０１９２（３番人気）�� １９９８７（１番人気）
３連複票数 計 ４３５４８９ 的中 ��� １３１１３（３番人気）
３連単票数 計 ７４５８４３ 的中 ��� １９２７（８８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―３０．３―４３．６―５６．１―１：０８．８―１：２１．５―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

オーシャンパワー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．５．２１ 京都１８着

２００８．２．１３生 牡３鹿 母 リターンキャスト 母母 リターンバンダム ５戦２勝 賞金 １１，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 パブリックアフェア号・ピュアストーン号
（非抽選馬） ２頭 クリスタルドア号・ミスグロリアス号

３６０９０１２月１８日 曇 良 （２３小倉５）第８日 第６競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時４５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

６１０� デュークワンダー 牡５栗 ５７ 福永 祐一伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ
ワ牧場 B４９６± ０ ５８．６ ２．１�

８１４ ビッグヒーロー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム ５０６＋ ８ ５８．７� ４．４�
２２ タイキガラハッド 牡３栗 ５６ 和田 竜二�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ５０６± ０ ５８．９１	 ４．４�
８１３ 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＋ ４ ５９．０クビ ２２．８�
４６ 
 ハヤブサエミネンス 牝４鹿 ５５ 黛 弘人武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm B４５０＋１０ ５９．６３� ３６．１�
３３ � グレイホーク 牡６青鹿 ５７

５４ ▲横山 和生桐谷 茂氏 中野 栄治 鵡川 宇南山牧場 B５０６＋ ５ 〃 クビ １０３．５�
６９ � レアコマンド 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田 猛 ４７８＋ ５ ５９．９１� ２０６．１	
７１１ デイブレイク 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８６＋ ６１：００．０クビ １４．０

３４ ショウナンタスク 牡３芦 ５６ 川須 栄彦国本 哲秀氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋ ４１：００．２１� ２１．１�
４５ ナムラオーシャン 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 B４９８＋１８１：００．５１� ４５．９�
７１２� マックスドーズ �６栗 ５７ 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 門別 出口牧場 ４４６＋ ４１：００．７１	 ９９．２
１１ コットンフィールド 牡３芦 ５６ 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 ４６４＋ ８１：００．９１	 ４７．１�
５７ ナリタキングロード 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ４９８＋ ２１：０１．０� ３５．４�
５８ ニシノツインクル 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４４６－ ６１：０１．７４ ３３．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，１５８，９００円 複勝： ２８，３７１，３００円 枠連： ９，２２８，７００円

馬連： ２９，３７４，４００円 馬単： ２６，２３６，８００円 ワイド： １５，５８９，４００円

３連複： ４２，６４４，４００円 ３連単： ８３，５１６，１００円 計： ２５１，１２０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（６－８） ２６０円

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ２６０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� １，７７０円

票 数

単勝票数 計 １６１５８９ 的中 � ６２６３７（１番人気）
複勝票数 計 ２８３７１３ 的中 � １１５３３５（１番人気）� ４１６５８（２番人気）� ３５４６２（３番人気）
枠連票数 計 ９２２８７ 的中 （６－８） ２７０６３（１番人気）
馬連票数 計 ２９３７４４ 的中 �� ７７６９４（１番人気）
馬単票数 計 ２６２３６８ 的中 �� ４１９６８（１番人気）
ワイド票数 計 １５５８９４ 的中 �� ２８８３３（１番人気）�� １４６６９（２番人気）�� ６８７５（５番人気）
３連複票数 計 ４２６４４４ 的中 ��� ４９９１３（１番人気）
３連単票数 計 ８３５１６１ 的中 ��� ３４９１５（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．２―４６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�デュークワンダー �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ダイタクヘリオス

２００６．２．２３生 牡５栗 母 デュークセレナード 母母 フ ジ ザ ク ラ ２５戦２勝 賞金 ３９，４７０，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 ハヤブサエミネンス号の騎手黛弘人は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）
グレイホーク号の騎手横山和生は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（９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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 イカルス号
（非抽選馬） ３頭 アンプリペアード号・キングスウィープ号・ワンナップアイテム号



３６０９１１２月１８日 曇 良 （２３小倉５）第８日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１５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

５１０ クールドリオン 牡６栗 ５７
５４ ▲平野 優広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７２－ ６１：４６．５ ５．４�

４７ アヴェカムール 牡４黒鹿５７ 福永 祐一吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９２＋１０１：４６．７１� ４．５�
８１５ トップオブカハラ 牡４芦 ５７

５６ ☆松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４８６＋ ２１：４６．９１� ３．０�
２３ ヤマニンフリスキー 牡４青 ５７ 太宰 啓介土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４５６－１２１：４７．２２ ４８．５�
４８ アローベアタキオン 牡５栗 ５７ 武 幸四郎宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ５２４＋ ４ 〃 ハナ ６８．２�
１１ コスモイフリート 牡４栗 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 B５０２－ ２１：４７．３� １５．２	
８１６ イ オ ス 牝４鹿 ５５ 中舘 英二吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B４４４－ ２１：４７．９３� ２１．２

５９ ダイシンワイルド 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 ４８２＋ ２１：４８．０� １０７．９�
７１４ ヒルトップシーン 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人 �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 ４８４± ０ 〃 クビ ８．７�
１２ ニシノジャブラニ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 B４８０＋ ２１：４８．１� １１．１
２４ パイクスピーク 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム ５０８－ ８ 〃 アタマ ２８．４�
３６ グレートヴァリュー 牡３黒鹿５６ 松田 大作小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 ４５８－ ４１：４８．２� １４．１�
６１１� チリトテシャン 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４４８＋ ２１：４８．４� ３８８．６�
６１２� クサナギノツルギ 牝４栗 ５５ 黛 弘人林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４３２± ０１：４８．５� １２９．１�
７１３ ミスターロックマン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲横山 和生岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４４４± ０１：４９．０３ ２２８．３�
３５ カネスアドラシオン 牡５黒鹿５７ 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４８４－ ６１：５５．３大差 ３１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２３４，９００円 複勝： ２４，７１５，５００円 枠連： １１，１３５，５００円

馬連： ２７，６５６，０００円 馬単： ２０，５９２，０００円 ワイド： １４，７０６，２００円

３連複： ４１，９６１，１００円 ３連単： ６８，３０８，５００円 計： ２２４，３０９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � １２０円 枠 連（４－５） １，２５０円

馬 連 �� １，７１０円 馬 単 �� ４，１００円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ２６０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� １１，６３０円

票 数

単勝票数 計 １５２３４９ 的中 � ２２２３５（３番人気）
複勝票数 計 ２４７１５５ 的中 � ４１９４１（２番人気）� ２６６７６（３番人気）� ７０９６２（１番人気）
枠連票数 計 １１１３５５ 的中 （４－５） ６５７６（５番人気）
馬連票数 計 ２７６５６０ 的中 �� １１９４５（４番人気）
馬単票数 計 ２０５９２０ 的中 �� ３７０８（１３番人気）
ワイド票数 計 １４７０６２ 的中 �� ４８８５（６番人気）�� １５８１４（１番人気）�� １０６５５（２番人気）
３連複票数 計 ４１９６１１ 的中 ��� １９７７８（１番人気）
３連単票数 計 ６８３０８５ 的中 ��� ４３３７（１１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．５―３０．５―４３．６―５６．５―１：０８．９―１：２１．６―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

クールドリオン �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．１８ 東京３着

２００５．４．１３生 牡６栗 母 リリーアンドローズ 母母 ノーブルアクション １７戦２勝 賞金 ２２，７５０，０００円
〔騎手変更〕 アローベアタキオン号の騎手柴原央明は，第７日第５競走での落馬負傷のため武幸四郎に変更。
〔制裁〕 コスモイフリート号の騎手丹内祐次は，向正面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過怠金

１０，０００円。（７番・５番への進路影響）
アヴェカムール号の騎手福永祐一は，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５０，０００円。（８番への進路
影響）

〔その他〕 カネスアドラシオン号は，向正面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。

３６０９２１２月１８日 曇 良 （２３小倉５）第８日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４５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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

５９ デュリュクス 牝４鹿 ５５
５２ ▲西村 太一斎木 隆男氏 清水 英克 浦河 赤田牧場 ４３６＋ ４１：４８．８ ３．９�

２４ メ デ タ シ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４３４＋ ２ 〃 クビ １．９�
４８ コスモラングデン 牝３芦 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 小島牧場 ５１０－ ４ 〃 ハナ ２６．０�
１２ アンリミテッドピサ 牝３鹿 ５４ 酒井 学市川 義美氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋ ６ 〃 アタマ １１．６�
４７ � シャイニングサヤカ 牝４黒鹿５５ 黛 弘人田原 邦男氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 ４７４± ０１：４９．３３ ２３．１�
７１３ ジュヴェビアン 牝４鹿 ５５ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４７０± ０１：４９．４� １１．４	
８１５ 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 ４５４－１２ 〃 ハナ ３５７．６

８１６� アトムスパンカー 牝５青鹿５５ 松田 大作永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ３１６．６�
１１ グロリアスフラワー 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗 �グリーンファーム 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４０６－ ４１：４９．５クビ ２４．５�
２３ ケイアイアルテミス 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４３８＋ ４１：４９．７１� １６．８
３６ ノ ヴ ェ ッ ロ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４２８± ０１：４９．８� ７３．６�
３５ アイドルバイオ 牝３青 ５４ 鮫島 良太バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４３８＋１８ 〃 ハナ ３２．３�
６１１ メジロマリシテン 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦岩� 伸道氏 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４７８± ０１：５０．１２ ８６．３�
６１２ フェアリーレイ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８６－１０ 〃 クビ ２５．０�
５１０ メンブランツァ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥 �グリーンファーム 矢野 照正 新ひだか 嶋田牧場 ４２２＋ ４１：５１．０５ １９６．９�
７１４ メジロコウミョウ 牝３青鹿５４ 中舘 英二岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８＋ ６１：５１．５３ ７２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５５７，１００円 複勝： ２９，５７０，６００円 枠連： １３，０２５，１００円

馬連： ３５，４１１，５００円 馬単： ２９，６２４，７００円 ワイド： １７，５１１，３００円

３連複： ４９，８９６，５００円 ３連単： ９２，８６４，７００円 計： ２８６，４６１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ５１０円 枠 連（２－５） ４６０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� １，５２０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，８９０円 ３ 連 単 ��� １３，８００円

票 数

単勝票数 計 １８５５７１ 的中 � ３７６８０（２番人気）
複勝票数 計 ２９５７０６ 的中 � ５２９６６（２番人気）� ９９００８（１番人気）� ８９０７（９番人気）
枠連票数 計 １３０２５１ 的中 （２－５） ２１２９８（１番人気）
馬連票数 計 ３５４１１５ 的中 �� ６５０００（１番人気）
馬単票数 計 ２９６２４７ 的中 �� １７８２７（３番人気）
ワイド票数 計 １７５１１３ 的中 �� ２７２４３（１番人気）�� ２３９６（１９番人気）�� ４８５８（９番人気）
３連複票数 計 ４９８９６５ 的中 ��� １２７４５（６番人気）
３連単票数 計 ９２８６４７ 的中 ��� ４９６９（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３７．２―５０．０―１：０２．２―１：１４．１―１：２５．７―１：３７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デュリュクス �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１０．２．２１ 東京３着

２００７．４．３０生 牝４鹿 母 ブランチリーヴス 母母 フラツグスターフ １１戦２勝 賞金 ２４，３４７，０００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。
（非抽選馬） ５頭 バトルキクヒメ号・ビービーバカラ号・プリムール号・ベルモントカントル号・ラブフール号



３６０９３１２月１８日 曇 良 （２３小倉５）第８日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２０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

５１０� サクラエンブレム 牡４青 ５７ 福永 祐一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ５０４－ ６１：４６．１ ２０．４�

５９ ドリームマジシャン 牡４青鹿 ５７
５６ ☆松山 弘平セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９２＋１０１：４６．２� ２．４�

２３ シベリアンファクト 牡４栗 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８２＋ ４１：４６．６２� １２．４�
３５ レオネプチューン 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム B４７２＋ ４１：４６．７� ４．６�
８１６ エーシンテンモク 牡４鹿 ５７ 中舘 英二�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ５０２＋２０１：４６．８� １６．４�
６１１ エリモミヤビ 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４７６＋ ２ 〃 クビ １５０．８�
４７ ナンヨースラッガー 牡４芦 ５７ 上村 洋行中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０８－ ２１：４６．９クビ ３０．６	
２４ スターサイクル 牡５鹿 ５７ 酒井 学星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４８２＋ ２１：４７．０� ５４．８

１２ エムオークラウン 牡４栗 ５７ 吉田 隼人大浅 貢氏 高柳 瑞樹 日高 門別牧場 B４５４＋１４１：４７．１クビ ８５．５�
１１ スリーアルテミス 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４６０＋ ４１：４７．２� ４．４�
７１４ ライトレール 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４６０－ ２１：４７．４１� １３．７
７１３ ブリージーデイズ 牡４栗 ５７ 丸田 恭介 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９６－ ４ 〃 ハナ ２８．８�
４８ アートオブダンサー 牝５鹿 ５５ 和田 竜二岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５０± ０１：４７．６１� １０５．５�
６１２ メイショウコウセイ 牡５鹿 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８８－ ８１：４９．２１０ １０６．６�
３６ シンワコクオウ 牡３青鹿５６ 伊藤 工真若尾 昭一氏 田村 康仁 むかわ 安田 幸子 ４５２＋ ２１：５０．２６ ９４．２�
８１５ セイルアゲン 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 ４４８＋ ２１：５１．８１０ １８７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６９５，７００円 複勝： ２６，１１０，５００円 枠連： １４，２４８，５００円

馬連： ３９，１９３，９００円 馬単： ２８，３８５，５００円 ワイド： １８，９０１，１００円

３連複： ５７，６６４，５００円 ３連単： １０２，５２１，９００円 計： ３０３，７２１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０４０円 複 勝 � ５００円 � １５０円 � ２６０円 枠 連（５－５） ２，９６０円

馬 連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ７，４１０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� ３，１２０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ６，０１０円 ３ 連 単 ��� ５０，０８０円

票 数

単勝票数 計 １６６９５７ 的中 � ６４７２（７番人気）
複勝票数 計 ２６１１０５ 的中 � １０５３４（７番人気）� ６３７１１（１番人気）� ２４３９０（４番人気）
枠連票数 計 １４２４８５ 的中 （５－５） ３５５９（１３番人気）
馬連票数 計 ３９１９３９ 的中 �� １１９９１（９番人気）
馬単票数 計 ２８３８５５ 的中 �� ２８３０（２５番人気）
ワイド票数 計 １８９０１１ 的中 �� ４７７８（９番人気）�� １３７８（３１番人気）�� １２２４５（４番人気）
３連複票数 計 ５７６６４５ 的中 ��� ７０８４（１７番人気）
３連単票数 計１０２５２１９ 的中 ��� １５１１（１４０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．８―４３．１―５６．０―１：０８．３―１：２１．０―１：３３．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サクラエンブレム �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ブライアンズタイム

２００７．５．４生 牡４青 母 サクラプレステージ 母母 サクラクレアー １６戦１勝 賞金 １６，１１０，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイルアゲン号は，平成２４年１月１８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ナンヨーオウトー号

３６０９４１２月１８日 曇 良 （２３小倉５）第８日 第１０競走 ��
��２，６００�名古屋日刊スポーツ杯

発走１４時５５分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．１２．１８以降２３．１２．１１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

名古屋日刊スポーツ新聞社賞（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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３８．１
２：３７．４

良

良

１１ ヒットザターゲット 牡３栗 ５５ 和田 竜二前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６－ ２２：３９．８ ８．８�

３４ エーシンミラージュ 牡３鹿 ５３ 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５２８＋ ４ 〃 クビ ５．０�
３３ � ローレルクラシック 牡４栗 ５５ 中舘 英二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４９２＋ ４２：４０．０１� ３．３�
４６ タガノキャプテン 牡４栗 ５４ 村田 一誠八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８８－ ２２：４０．１� ２１．２�
２２ キンセイポラリス 牡５鹿 ５４ 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 門別 天羽牧場 ４０２－ ４２：４０．２� １４．８�
７１２ マッキーバッハ 牡６鹿 ５４ 酒井 学薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 ４７０－１２２：４０．３� ７．４�
６９ � トウショウデザイア 牡５鹿 ５４ 黛 弘人トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７０＋１０２：４０．５１	 １０１．８	
７１１ リキアイクロフネ 牡４鹿 ５３ 大野 拓弥高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６２－ ２２：４０．９２� ９０．１

８１４ レオキュート 牝４黒鹿５１ 丸田 恭介�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４４２± ０ 〃 アタマ ５１．６�
６１０� サクラキングオー 牡５栗 ５５ 福永 祐一�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 B４９８± ０２：４１．０クビ ５．５�
５７ ナムラアーガス 牡５黒鹿５４ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４９４± ０ 〃 クビ ７３．３
５８ キングオブフェイス 牡３栗 ５２ 川須 栄彦西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０６± ０２：４１．６３� ３０．２�
４５ ウォーターデューク 牡３鹿 ５３ 武 幸四郎山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 ４６０＋１２２：４２．４５ ３６．８�
８１３ シンボリニース 牡４鹿 ５４ 吉田 隼人シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 ５３６＋１２ 〃 ハナ １０．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，８６６，８００円 複勝： ３０，０８４，２００円 枠連： １６，２３６，３００円

馬連： ５０，５２０，４００円 馬単： ３３，４６５，３００円 ワイド： ２１，００８，４００円

３連複： ６９，０７９，２００円 ３連単： １２６，６７７，１００円 計： ３６６，９３７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２４０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（１－３） ８８０円

馬 連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ４，８６０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ５９０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� １６，９７０円

票 数

単勝票数 計 １９８６６８ 的中 � １７８３９（５番人気）
複勝票数 計 ３００８４２ 的中 � ２８６７２（５番人気）� ４６５１７（２番人気）� ６２６２３（１番人気）
枠連票数 計 １６２３６３ 的中 （１－３） １３６９１（３番人気）
馬連票数 計 ５０５２０４ 的中 �� １６９０３（１０番人気）
馬単票数 計 ３３４６５３ 的中 �� ５０８２（２０番人気）
ワイド票数 計 ２１００８４ 的中 �� ５９４２（９番人気）�� ８６２０（４番人気）�� １７０２０（１番人気）
３連複票数 計 ６９０７９２ 的中 ��� ２３８６５（２番人気）
３連単票数 計１２６６７７１ 的中 ��� ５５１１（３３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．２―１２．１―１２．９―１２．８―１３．４―１２．９―１２．０―１１．７―１１．９―１１．７―１２．４

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�
１２．６―２３．８―３６．０―４８．１―１：０１．０―１：１３．８―１：２７．２―１：４０．１―１：５２．１―２：０３．８―２：１５．７―２：２７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４７．７―３F３６．０
１
�
９，１３（１，１０）１１（６，８）（３，１４）（４，１２）（２，５）７
９（１，１３，１１）８（１０，３，１２）６（４，１４，２，５）７

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

勝馬の
紹 介

ヒットザターゲット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２０１０．８．２２ 小倉４着

２００８．３．６生 牡３栗 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー １４戦３勝 賞金 ４４，９３３，０００円



３６０９５１２月１８日 晴 良 （２３小倉５）第８日 第１１競走
第４９回農林水産省賞典

��
��２，０００�愛 知 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
牝，３歳以上，２２．１２．１８以降２３．１２．１１まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・愛知県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

６１２ フミノイマージン 牝５鹿 ５６ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４７２－ ４１：５９．４ ８．１�

２４ ブロードストリート 牝５鹿 ５５．５ 鮫島 良太下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５２＋ ２１：５９．５� ３１．５�
５１０ コスモネモシン 牝４青鹿５５．５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４６４＋ ４１：５９．６� ８．４�
７１３ レーヴディソール 牝３芦 ５５．５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２１：５９．７� １．７�
８１６ シースナイプ 牝４鹿 ５３ 吉田 隼人松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：５９．９１ ２７．３�
２３ ラフォルジュルネ 牝４鹿 ５３ 川須 栄彦 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ４２：００．０� ２０．９	
６１１ エスピナアスール 牝４黒鹿５１ 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４６０＋ ４２：００．２１� ６３．１

５９ ミクロコスモス 牝５鹿 ５３ 上村 洋行 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ２２：００．３� １０５．０�
７１４ オウケンサクラ 牝４鹿 ５４ 丸田 恭介福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 B５００± ０ 〃 アタマ １４９．６�
４８ アスカトップレディ 牝４黒鹿５４ 酒井 学上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４７２－ ２２：００．４� １１．１
８１５ ワルキューレ 牝７青 ５２ 和田 竜二岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 インターナシヨナル牧場 ５０２＋ ８２：００．６１� １３．４�
１２ シンメイフジ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二織田 芳一氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４７８± ０２：００．７� １３．２�
１１ スイートマトルーフ 牝５青鹿５０ 大野 拓弥シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４８４－１６２：００．８� ３８５．１�
３５ バウンシーチューン 牝３鹿 ５２ 荻野 琢真 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４２０－ ４２：０１．１１� ８１．７�
４７ セラフィックロンプ 牝７青鹿５６ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ５００＋ ２２：０１．３１ ５５．６�
３６ テイエムクレナイ 牝６栗 ５０ 中村 将之竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４７４－ ４ 〃 クビ ３０６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２６，４４８，１００円 複勝： １５３，８２１，７００円 枠連： ６７，０６７，５００円

馬連： ３８６，５７０，１００円 馬単： ２３０，３６５，５００円 ワイド： １３３，２０１，７００円

３連複： ５３３，４８６，８００円 ３連単： １，０６９，３８２，７００円 計： ２，７００，３４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２５０円 � ５９０円 � ２４０円 枠 連（２－６） ２，６３０円

馬 連 �� ６，８６０円 馬 単 �� １４，４７０円

ワ イ ド �� １，８５０円 �� ６８０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� １１，５２０円 ３ 連 単 ��� ７９，３７０円

票 数

単勝票数 計１２６４４８１ 的中 � １２３８９９（２番人気）
複勝票数 計１５３８２１７ 的中 � １７６７３６（３番人気）� ５８１９１（９番人気）� １９０３３４（２番人気）
枠連票数 計 ６７０６７５ 的中 （２－６） １８８５７（１３番人気）
馬連票数 計３８６５７０１ 的中 �� ４１６２６（２５番人気）
馬単票数 計２３０３６５５ 的中 �� １１７５３（４５番人気）
ワイド票数 計１３３２０１７ 的中 �� １７２５３（２２番人気）�� ５１０２４（５番人気）�� ２０１０６（１９番人気）
３連複票数 計５３３４８６８ 的中 ��� ３４１９２（３４番人気）
３連単票数 計１０６９３８２７ 的中 ��� ９９４４（２３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．７―３５．４―４８．１―１：００．１―１：１２．０―１：２３．８―１：３５．６―１：４７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．６
１
３
２，６（１，７，８，１１）１４，１６－１０（４，１２）－（５，１３）１５，９－３
２，６（１，７，８）（１４，１１）１６（１０，１２）４，１３（５，１５，９）３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フミノイマージン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００８．１２．２７ 阪神４着

２００６．３．１４生 牝５鹿 母 シンコウイマージン 母母 Vivid Imagination ２１戦７勝 賞金 １９６，３４３，０００円

３６０９６１２月１８日 晴 良 （２３小倉５）第８日 第１２競走 ��
��１，２００�

く じ ゅ う

九 重 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 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

１２ タ バ ル ナ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６± ０１：０８．６ ２．７�

５１０ ダイメイザクラ 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 ４３８－ ２ 〃 アタマ ９．５�
８１７ ラブグランデー 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム ４６４＋ ６ 〃 クビ ５．１�
７１５ キョウワダッフィー 牡３鹿 ５６ 黛 弘人�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４５６－ ８１：０８．７クビ １５．７�
４７ ポピュラーストック 牡３栗 ５６ 江田 照男 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ２ 〃 クビ ３６．４�
６１１ サクラアドニス 牡３黒鹿５６ 松田 大作�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６２＋ ２１：０８．８クビ １５．７	
５９ メジロガストン 牡６青鹿５７ 上村 洋行岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B４９０± ０１：０８．９� １０９．２

４８ コーストバンクシア 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５２０＋ ４ 〃 クビ １３．８�
１１ クリノトルネード 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４７４＋ ２１：０９．０クビ ２３．７�
２３ ピルケンハンマー 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５１４＋ ８ 〃 クビ １４．４
３６ アンゲネーム 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７０－ ４１：０９．１� ５９．１�
７１４ メイショウナナボシ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ２ 〃 クビ ２０．０�
８１６ ト レ モ ロ 牡４栗 ５７ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６６－ ４ 〃 ハナ １５．４�

７１３� コスモアバンティ 牝３芦 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 上原 博之 米 Stone Farm ４２６± ０ 〃 ハナ １１１．７�
６１２ ワールドロレックス 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太市川 義美氏 角田 晃一 早来 ノーザンファーム ４８４＋１６１：０９．２� ２９．１�
２４ ニチドウレパード 牡３栗 ５６ 松山 弘平山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ５００＋１４ 〃 ハナ ３９．３�
８１８ キタサンスズラン 牝４黒鹿５５ 酒井 学�大野商事 須貝 尚介 新ひだか カタオカステーブル ４７２－１８１：０９．５２ ３２．３�
３５ テイエムシャトウ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４８２＋ ６１：０９．８１	 ２２０．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，６４１，５００円 複勝： ４４，７８０，１００円 枠連： ２７，６２０，８００円

馬連： ９１，５７６，３００円 馬単： ５７，６１０，１００円 ワイド： ３７，１０６，３００円

３連複： １３３，０８７，４００円 ３連単： ２３３，３２４，３００円 計： ６５５，７４６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � １６０円 枠 連（１－５） １，３５０円

馬 連 �� １，６２０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ３５０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ２，１７０円 ３ 連 単 ��� ９，２３０円

票 数

単勝票数 計 ３０６４１５ 的中 � ９１９５０（１番人気）
複勝票数 計 ４４７８０１ 的中 � ８０２８４（２番人気）� ３９３０４（３番人気）� ８６９１１（１番人気）
枠連票数 計 ２７６２０８ 的中 （１－５） １５１９６（５番人気）
馬連票数 計 ９１５７６３ 的中 �� ４１８０３（２番人気）
馬単票数 計 ５７６１０１ 的中 �� ２０９０４（２番人気）
ワイド票数 計 ３７１０６３ 的中 �� １４３３８（３番人気）�� ２８７０３（１番人気）�� １６３７５（２番人気）
３連複票数 計１３３０８７４ 的中 ��� ４５３０７（１番人気）
３連単票数 計２３３３２４３ 的中 ��� １８６７２（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１０．９―１１．５―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３３．７―４５．２―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ バ ル ナ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．２６ 阪神２着

２００７．５．９生 牡４鹿 母 リブインラヴ 母母 ファーストアクト １５戦３勝 賞金 ３９，４６０，０００円
※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。
（非当選馬） １頭 サクラライジング号
（非抽選馬） ７頭 オマワリサン号・コスモピアチューレ号・ゴールドエタンセル号・ハギノハートフル号・ピュアプレジャー号・

フィドルプレイヤー号・フェブムービング号

４レース目



（２３小倉５）第８日 １２月１８日（日曜日） 晴一時曇 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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２５，５９０，０００円
６，３９０，０００円
８，６１０，０００円
２，１３０，０００円
２１，３２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，６９５，０００円
５，２１２，０００円
１，８８１，０００円

勝馬投票券売得金
３１６，７４５，３００円
４７５，８４３，９００円
２０５，０３６，５００円
７９０，１７８，１００円
５３６，７７８，９００円
３２８，４９７，８００円
１，１２１，２３２，０００円
２，１２０，６０２，１００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 ５，８９４，９１４，６００円

総入場人員 １１，８０１名 （有料入場人員 １０，４８７名）


