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３６０９７１２月２４日 曇 良 （２３小倉５）第９日 第１競走 ��
��１，０００�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

５７．７
５７．７

重

重

８１４ エーシングリズリー 牡２黒鹿５５ 酒井 学�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 ４６０± ０ ５９．３ ４．７�

５７ サクラルモンド 牡２黒鹿５５ 浜中 俊�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４９６－ ２１：００．２５ ６．１�
２２ � パトロネージュ 牡２栗 ５５ 中舘 英二前田 幸治氏 角田 晃一 米 Siena

Farms LLC ５２２＋ ２ 〃 クビ ６．９�
４５ アラビアンマジック 牡２鹿 ５５ 筒井 勇介吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 ４５６－ ４１：００．４１� ５．６�

（笠松）

６１０ エ ゾ ム サ シ 牡２青鹿５５ 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 ４７０＋１４１：００．７２ １０．６�
８１３ マーベラスルビー 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ５０４＋ ４１：００．８� ９．６�
５８ シーフェリックス 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４５４－ ６１：００．９	 １８．２	
３４ グリマルディ 牡２栗 ５５

５２ ▲横山 和生石川 眞実氏 鈴木 伸尋 新冠 前川 隆範 B４８２－１０１：０１．１１� ２４３．４

１１ ブルジュハリファ 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人�和田牧場 和田 正道 新ひだか 藤原牧場 ４４２－ ２１：０１．２クビ ２１３．５�
６９ � アンビホールドゥン 牝２芦 ５４ 藤岡 康太�大樹ファーム 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs. Samuel

H. Rogers Jr. ４５４－ ２１：０１．４１� ５．０
４６ チキリフォルテ 牝２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜ちきり組合 服部 利之 新ひだか 飛野牧場 ４３０－ ８１：０１．５クビ ２１．４�
７１１ フ リ ポ ン ヌ 牝２栗 ５４ 大野 拓弥�ターフ・スポート松永 康利 浦河 大北牧場 ４４０＋ ４ 〃 ハナ １３４．６�
３３ ハヌルソンムル 牡２鹿 ５５ 宮崎 北斗グリーンスウォード 和田 正道 新ひだか 出羽牧場 ４４６＋ ８１：０１．７１� ３７９．２�
７１２ テイエムクーガー 牡２鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 政見 むかわ 宇南山牧場 ４７０＋ ２１：０２．１２	 ２５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，４７９，４００円 複勝： １６，０２４，４００円 枠連： ７，０３２，３００円

馬連： ２１，３３２，４００円 馬単： １６，４０３，１００円 ワイド： １０，３７６，４００円

３連複： ３２，６７６，０００円 ３連単： ４８，５９３，５００円 計： １６１，９１７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � ２８０円 枠 連（５－８） ８４０円

馬 連 �� ２，０８０円 馬 単 �� ３，４９０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ８３０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ４，８４０円 ３ 連 単 ��� ３３，５５０円

票 数

単勝票数 計 ９４７９４ 的中 � １６２１５（１番人気）
複勝票数 計 １６０２４４ 的中 � ２５５５７（１番人気）� ２３８１７（３番人気）� １３１９２（６番人気）
枠連票数 計 ７０３２３ 的中 （５－８） ６２３３（４番人気）
馬連票数 計 ２１３３２４ 的中 �� ７５８１（１２番人気）
馬単票数 計 １６４０３１ 的中 �� ３４６９（１１番人気）
ワイド票数 計 １０３７６４ 的中 �� ３２０７（１３番人気）�� ３０８５（１４番人気）�� ３８００（９番人気）
３連複票数 計 ３２６７６０ 的中 ��� ４９８９（１９番人気）
３連単票数 計 ４８５９３５ 的中 ��� １０６９（１２５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．５―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．３―３４．８―４６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシングリズリー �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー ２０１１．９．１０ 阪神５着

２００９．３．３０生 牡２黒鹿 母 バーリンスワン 母母 Cozumel Kitty ３戦１勝 賞金 ６，４５０，０００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。
（非抽選馬） ４頭 アストゥリアス号・オサキニシツレイ号・カシノコスモス号・フクノゴールド号
※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。

３６０９８１２月２４日 晴 良 （２３小倉５）第９日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１０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

３６ マ マ キ ジ ャ 牝３芦 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４２６＋ ４１：４６．７ １７．６�

６１１ リリーファイアー 牡３鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５００＋ ２ 〃 クビ ６．８�
８１６ バーチャルトラック 牡３鹿 ５６ 江田 照男岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 ４４８＋ ２１：４７．１２� １８．６�
７１４ プリティーマッハ 牡３芦 ５６ 黛 弘人越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４４６＋ ４１：４７．２� １１３．４�
３５ ニシノサンタロウ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５６６＋ ６１：４７．３� ６．１�
６１２� 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 ４７８＋ ４ 〃 クビ ４８．３�
１２ マイネルレガーロ 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �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 ５２６－ ６１：４７．４クビ ６．４	
２４ タッチドヘヴンリー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ５０２＋ ６ 〃 クビ ６．０

２３ アラビアンザサン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 B４７６＋１１１：４７．５� ８．１�
５１０ ゴールドエンジュ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４４６＋ ２１：４７．６� ６１．４
４８ ハクユウサンサン 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 優作 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４６８＋ ４１：４７．７� １２７．８�
４７ シャインストーン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋石川 達絵氏 武田 博 新ひだか 三石川上牧場 ４４８＋ ２１：４７．８クビ １９４．６�
５９ アドマイヤアゲイン 牡５青鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ６１：４８．０１� ３．４�
７１３� クリスタルクール 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �ダイヤモンドファーム 松田 国英 様似 富田 恭司 ４１４± ０１：４８．３１� ３９．５�
８１５� ソ ア リ ン グ 牡３芦 ５６ 伊藤 工真柴田 洋一氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４２４± ０１：４９．５７ ４８４．１�
１１ ショウナンサンガ 	５黒鹿５７ 西田雄一郎�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５８＋ ２１：５１．１１０ ８０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，１７０，４００円 複勝： １５，０３４，１００円 枠連： ５，６９２，２００円

馬連： １７，８９２，２００円 馬単： １４，１７０，４００円 ワイド： ９，０１７，８００円

３連複： ２６，８６９，９００円 ３連単： ４３，２７８，１００円 計： １４０，１２５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７６０円 複 勝 � ５９０円 � ３５０円 � ４５０円 枠 連（３－６） １，９７０円

馬 連 �� ６，４４０円 馬 単 �� １６，０２０円

ワ イ ド �� ２，１００円 �� ５，５８０円 �� １，７７０円

３ 連 複 ��� ３３，５００円 ３ 連 単 ��� ２００，８８０円

票 数

単勝票数 計 ８１７０４ 的中 � ３６７８（７番人気）
複勝票数 計 １５０３４１ 的中 � ６３５０（８番人気）� １２２４７（５番人気）� ８７６７（７番人気）
枠連票数 計 ５６９２２ 的中 （３－６） ２１４３（９番人気）
馬連票数 計 １７８９２２ 的中 �� ２０５１（２４番人気）
馬単票数 計 １４１７０４ 的中 �� ６５３（５４番人気）
ワイド票数 計 ９０１７８ 的中 �� １０６６（２６番人気）�� ３９１（４８番人気）�� １２７０（２０番人気）
３連複票数 計 ２６８６９９ 的中 ��� ５９２（９６番人気）
３連単票数 計 ４３２７８１ 的中 ��� １５９（５８０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―２９．５―４３．０―５６．３―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４F５０．４―３F３７．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

マ マ キ ジ ャ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１０．１２．１９ 阪神７着

２００８．５．３生 牝３芦 母 サ ヤ カ 母母 Spectacular Sue １２戦２勝 賞金 １７，２５０，０００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） ３頭 ヴイブラッド号・ホワイトミーナ号・ラインレグルス号
（非抽選馬） １頭 アマゾニアン号

第５回　小倉競馬　第９日



３６０９９１２月２４日 晴 良 （２３小倉５）第９日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時５０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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

７１５ キボウダクリチャン 牝２栗 ５４
５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４３８± ０１：０８．８ ２０．６�

４７ ブループルチェッラ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ３．０�
２４ エーシンエムディー 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４４８－ ２１：０８．９� ３．８�
５１０ アラカメジョウ 牝２鹿 ５４ 江田 照男�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３０－１０１：０９．１１� ８４．７�
６１１ 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 ４４４＋ ２１：０９．２クビ ２８．９�
５９ ピュアルージュ 牝２芦 ５４ 石橋 守�山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４３２－ ２ 〃 クビ １２．１	
６１２ クロコサイレンス 牝２栗 ５４ 古川 吉洋武井 久夫氏 武田 博 新ひだか 出羽牧場 ４３２＋ ２ 〃 ハナ １１．５

７１３ コスモナデシコ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新ひだか タツヤファーム ４３６－ ２１：０９．５２ １０．３�
７１４ パシフィックブルー 牝２黒鹿５４ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４１４－ ４１：０９．８２ ２８１．７�
８１７ マイネマキアージュ 牝２黒鹿５４ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４２４＋ ６１：０９．９� ７．６
１１ カシノペンダント 牝２栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 ４４０± ０１：１０．０クビ ３４．３�
２３ アカデミーダンサー 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 ４７８＋ ４１：１０．４２� １６２．３�
１２ ゴールデンフラワー 牝２鹿 ５４ 中舘 英二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４２２± ０１：１０．６� ６２．８�
３６ サンレイキンキー 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５６－ ４１：１０．８１� ４３．２�
４８ ナムラダンサー 牝２黒鹿５４ 松田 大作奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４４４± ０ 〃 クビ １４．８�
３５ ノムラクインワルツ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 優作野村 昭夫氏 和田 正道 新冠 前川 隆範 ４２６－１０１：１１．１１� ４６．９�
８１６ クイーンローズ 牝２芦 ５４ 田中 健林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４３６＋１２１：１２．３７ ４１０．６�
８１８ ハハノオモイノセテ 牝２鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一西村新一郎氏 中野 栄治 鹿児島 釘田 義美 ３９８－ ２１：１３．６８ ３５２．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，９７２，５００円 複勝： ２２，２２５，０００円 枠連： １０，９３４，６００円

馬連： ２５，３４７，０００円 馬単： １９，３８９，２００円 ワイド： １３，９３７，８００円

３連複： ３８，１９５，６００円 ３連単： ５９，４１７，５００円 計： ２０２，４１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０６０円 複 勝 � ４２０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（４－７） １，１２０円

馬 連 �� ３，９２０円 馬 単 �� ９，６９０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� １，４００円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ３，８６０円 ３ 連 単 ��� ４５，４５０円

票 数

単勝票数 計 １２９７２５ 的中 � ４９６８（８番人気）
複勝票数 計 ２２２２５０ 的中 � ９６９６（８番人気）� ５０２５６（１番人気）� ４３７３７（２番人気）
枠連票数 計 １０９３４６ 的中 （４－７） ７２６３（４番人気）
馬連票数 計 ２５３４７０ 的中 �� ４７７４（１３番人気）
馬単票数 計 １９３８９２ 的中 �� １４７８（３６番人気）
ワイド票数 計 １３９３７８ 的中 �� ３３０４（１１番人気）�� ２２２１（１６番人気）�� １４４０３（１番人気）
３連複票数 計 ３８１９５６ 的中 ��� ７３１５（７番人気）
３連単票数 計 ５９４１７５ 的中 ��� ９６５（１１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．２―１１．１―１１．６―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．５―３３．６―４５．２―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キボウダクリチャン �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．７．１６ 函館４着

２００９．４．９生 牝２栗 母 ウッドフェアリー 母母 La Polonaise ９戦１勝 賞金 １１，１５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハハノオモイノセテ号は，平成２４年１月２４日まで平地競走に出走できない。

クイーンローズ号は，平成２４年２月２４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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 テイエムハエハエ号・テンジンローレン号

３６１００１２月２４日 晴 良 （２３小倉５）第９日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時２０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

２：０１．７
１：５９．９

良

良

６１１ ヴァンガード 牡２鹿 ５５ 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０２＋ ４２：０２．０ ３．４�

７１３ トーセンギャラリー 牡２鹿 ５５ 中舘 英二島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４２：０２．１� ８．１�
８１６ コスモアウリンコ 牡２鹿 ５５ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム B４５０－ ６２：０２．２� １３３．１�
８１７ コスモユウチャン 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ４５２＋ ８ 〃 クビ ２５．２�
１１ サカジロスイセイ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊ロイヤルパーク 武 宏平 日高 長谷部牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ２０．６�
５１０ ウイニングサルート 牡２栗 ５５ 丸田 恭介	ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４＋１０２：０２．３� ３３．０

３５ シゲルササグリ 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４８０－ ６２：０２．４� ２２．５�
７１４ ディアデラバンデラ 牡２黒鹿５５ C．オドノヒュー �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２ 〃 アタマ ２．６�

（愛）

２４ ヴェリタスウオリア 牡２鹿 ５５ 酒井 学松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 有限会社 大
作ステーブル ４７２－ ４ 〃 アタマ ９．４

４７ メトロファルコン 牡２鹿 ５５
５４ ☆高倉 稜太田 廣子氏 平田 修 新冠 小泉牧場 ４６２－ ６２：０２．５� ２４．０�

６１２ エスジーアール 牡２鹿 ５５ 村田 一誠窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１８－１０２：０２．６� １３７．９�
８１８ メイショウバクフウ 牡２栗 ５５

５４ ☆松山 弘平松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 大道 秀男 B４８４＋ ４２：０２．９１� ２５２．３�
３６ スマートステラ 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人大川 徹氏 浅見 秀一 新ひだか 岡田スタツド ４７０－ ２２：０３．０� １１．８�
４８ メイショウアマクサ 牡２黒鹿５５ 大野 拓弥松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 矢野牧場 ４６０－ ４２：０３．２� ３６．９�
５９ カ シ ノ ギ ア 牡２栗 ５５

５２ ▲菅原 隆一柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 片山 建治 ４５４＋ ２２：０６．２大差 ５２３．８�
７１５ モリトリジョイス 牝２鹿 ５４

５１ ▲横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 新ひだか 広田牧場 ４２４－ ６２：０６．５２ ３０９．３�
１２ コスモモストロ 牡２黒鹿５５ 太宰 啓介 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４６４＋ ２２：０６．６� ２６０．８�
２３ スズカミラクル 牡２栗 ５５ 山口 勲永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４６６－ ６２：０６．７� ３０２．４�

（佐賀）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，６１８，８００円 複勝： ２４，５２８，２００円 枠連： １１，０９８，２００円

馬連： ２８，５１４，０００円 馬単： ２１，７７６，７００円 ワイド： １５，５５６，５００円

３連複： ３８，３９２，４００円 ３連単： ６６，２４５，１００円 計： ２２１，７２９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � ２，０６０円 枠 連（６－７） ３８０円

馬 連 �� １，９７０円 馬 単 �� ３，２００円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ５，５７０円 �� １０，４３０円

３ 連 複 ��� ５９，５３０円 ３ 連 単 ��� ２４８，１７０円

票 数

単勝票数 計 １５６１８８ 的中 � ３７１９８（２番人気）
複勝票数 計 ２４５２８２ 的中 � ４６４５８（２番人気）� ２５０９８（４番人気）� ２３３０（１２番人気）
枠連票数 計 １１０９８２ 的中 （６－７） ２１６８３（１番人気）
馬連票数 計 ２８５１４０ 的中 �� １０７２３（６番人気）
馬単票数 計 ２１７７６７ 的中 �� ５０３１（９番人気）
ワイド票数 計 １５５５６５ 的中 �� ６４３０（５番人気）�� ６６３（４７番人気）�� ３５２（６６番人気）
３連複票数 計 ３８３９２４ 的中 ��� ４７６（１３６番人気）
３連単票数 計 ６６２４５１ 的中 ��� １９７（５７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３５．４―４８．６―１：０１．４―１：１３．９―１：２５．８―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―３F３６．２
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ヴァンガード �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Dubai Millennium デビュー ２０１１．１１．１３ 京都３着

２００９．５．１０生 牡２鹿 母 スプリングレイン 母母 ストームソング ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 クリノタイコウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３６１０１１２月２４日 晴 良 （２３小倉５）第９日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時５０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

２４ テーブルスピーチ 牝４栗 ５５ C．オドノヒュー 谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４６２－ ４１：４６．４ ４．４�
（愛）

５１０ スイートベルモット 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４６０± ０１：４６．６１� ２０．０�

４８ � スズカスコール 牝５栗 ５５ 山口 勲永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４７０－ ８１：４６．７� ９１．８�
（佐賀）

３６ ヤマニンソルファ 牝４鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５１８－１０１：４６．９� ４８．９�
２３ � ネオジェイズレーヌ 牝４栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４８８＋ ２１：４７．１１� １３．０�

４７ アドマイヤインディ 牝５栗 ５５ 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４６６＋ ４１：４７．２� ５．６�
６１２� ホワイトジュエル 牝４芦 ５５ 二本柳 壮 	フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４４６－ ４ 〃 ハナ １１．３

８１５ ツィンクルブーケ 牝３芦 ５４ 藤岡 康太吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ４１：４７．５１� ７．５�
７１３ ハッピースカッシュ 牝４栗 ５５ 酒井 学馬場 幸夫氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 B４５２－ ４１：４７．７１ １１８．７�
３５ ジャマイカラー 牝３青鹿 ５４

５１ ▲横山 和生齊藤四方司氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 ４８４－ ２１：４７．９１ ３１．９
１２ ミラクルフラッグ 牝４栗 ５５ 松田 大作小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B５０４＋ ８１：４８．０� ６．７�
５９ パブリックアフェア 牝４栗 ５５ 大野 拓弥 	サンデーレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B４５０± ０ 〃 クビ ６４．９�
６１１ フロールジェナ 牝３鹿 ５４ 江田 照男小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４２０＋ ２１：４８．３１� １４４．７�
８１６ ショウナンガーデン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３８＋ ８ 〃 ハナ １２．３�
７１４ ラプリメーラ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：４９．１５ ５．９�
１１ � ピュアストーン 牝４栗 ５５

５４ ☆松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４７２＋ ８１：４９．３１� ８８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，３１２，５００円 複勝： ２４，６３９，９００円 枠連： １０，６１４，３００円

馬連： ２７，４２９，２００円 馬単： １９，８９４，９００円 ワイド： １４，８５１，１００円

３連複： ４１，４８９，７００円 ３連単： ６４，４２６，９００円 計： ２１６，６５８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２３０円 � ５２０円 � ２，４３０円 枠 連（２－５） ３，２４０円

馬 連 �� ５，７９０円 馬 単 �� ８，７１０円

ワ イ ド �� ２，３６０円 �� ７，５９０円 �� １２，８３０円

３ 連 複 ��� １４３，０９０円 ３ 連 単 ��� ５７９，８５０円

票 数

単勝票数 計 １３３１２５ 的中 � ２４３２５（１番人気）
複勝票数 計 ２４６３９９ 的中 � ３５１５８（２番人気）� １１９０４（９番人気）� ２２３４（１４番人気）
枠連票数 計 １０６１４３ 的中 （２－５） ２４１９（１５番人気）
馬連票数 計 ２７４２９２ 的中 �� ３４９８（２６番人気）
馬単票数 計 １９８９４９ 的中 �� １６８６（４４番人気）
ワイド票数 計 １４８５１１ 的中 �� １５７３（３０番人気）�� ４７９（６２番人気）�� ２８２（８１番人気）
３連複票数 計 ４１４８９７ 的中 ��� ２１４（２７０番人気）
３連単票数 計 ６４４２６９ 的中 ��� ８２（１２５２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．２―２９．６―４２．７―５５．６―１：０８．４―１：２１．３―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．０
１
３
１，２（９，１４，１６）６（３，５，７）８（４，１１）１５－（１０，１３）１２・（１，２）（６，１４）（９，７）（３，１６，８）５（１１，４）（１０，１５）（１３，１２）

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

勝馬の
紹 介

テーブルスピーチ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．２．２０ 京都４着

２００７．４．３生 牝４栗 母 タニノエクセレント 母母 タニノシスター １８戦３勝 賞金 ４０，６５６，０００円
〔制裁〕 ジャマイカラー号の騎手横山和生は，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。（１３番・１６番への

進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アソルータ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３６１０２１２月２４日 曇 良 （２３小倉５）第９日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時４０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

１２ 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± ０２：３５．２ ８．７�

５１０ リバークリーク 牡３栗 ５５ 太宰 啓介河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム ５１２＋ ４２：３５．４１� １２．７�
３５ � アグネスフリーダム 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２２：３５．５	 １２．１�
８１６ タイソンバローズ 牡３栗 ５５

５４ ☆高倉 稜猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４６８± ０２：３５．７１ ３２．３�

７１３� フォンテーヌブロー 牡３黒鹿５５ 柴山 雄一村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４９０＋ ２２：３５．９１� １１．４�
３６ ヴ ェ イ ロ ン 牡３栗 ５５

５２ ▲横山 和生前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０± ０ 〃 クビ ２３．３�
１１ コウユータイセイ 牡３栗 ５５ 村田 一誠加治屋康雄氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 ４８０± ０２：３６．１１� ２１．４�
２３ アドマイヤパーシア 牡３栗 ５５ 浜中 俊近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９２－ ４ 〃 ハナ ７．６	
７１４ スペシャルイモン 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 優作井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４８４＋１０２：３６．４１
 ２．６

４７ ゴールドルースター 牡３鹿 ５５ 中舘 英二吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ４２：３６．５	 ６．２�
６１２ テ ラ ボ ル ト �４鹿 ５７ 鮫島 良太青山 洋一氏 千田 輝彦 安平 追分ファーム ４８４－ ２ 〃 クビ ３３．３�
６１１ シルクマッドネス �４黒鹿５７ 上村 洋行有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４６２± ０２：３６．６	 ９４．３
２４ カメリアビジュ 牝４鹿 ５５

５２ ▲西村 太一 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４９０－ ４ 〃 アタマ １２６．５�
８１５ 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 ４８６－１０２：３６．７
 ８６．２�
４８ � ホウショウマツエ 牝４栗 ５５ 江田 照男芳賀 吉孝氏 根本 康広 米 Green

Gates Farm ４５８± ０２：３７．１２	 １４８．１�
５９ マンボダンサー 牡３鹿 ５５ C．オドノヒュー�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 ４７０± ０２：３７．５２	 ４０．４�

（愛）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，５１０，２００円 複勝： ２５，０２１，８００円 枠連： ９，９７７，６００円

馬連： ２５，５５１，５００円 馬単： １９，１０５，７００円 ワイド： １４，９７８，３００円

３連複： ４０，５１４，７００円 ３連単： ６３，４１２，２００円 計： ２１２，０７２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ３００円 � ３７０円 � ４２０円 枠 連（１－５） ２，８８０円

馬 連 �� ３，７２０円 馬 単 �� ７，１２０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� １，８００円 �� １，８５０円

３ 連 複 ��� １１，８７０円 ３ 連 単 ��� ７３，８２０円

票 数

単勝票数 計 １３５１０２ 的中 � １２３１２（４番人気）
複勝票数 計 ２５０２１８ 的中 � ２３７１７（３番人気）� １７６８１（６番人気）� １５０２１（７番人気）
枠連票数 計 ９９７７６ 的中 （１－５） ２５５８（１５番人気）
馬連票数 計 ２５５５１５ 的中 �� ５０７２（１３番人気）
馬単票数 計 １９１０５７ 的中 �� １９８１（２５番人気）
ワイド票数 計 １４９７８３ 的中 �� ３１０５（１３番人気）�� ２０３６（２０番人気）�� １９８５（２１番人気）
３連複票数 計 ４０５１４７ 的中 ��� ２５２０（３５番人気）
３連単票数 計 ６３４１２２ 的中 ��� ６３４（２１７番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．５―１２．７―１３．２―１３．０―１３．２―１４．７―１３．８―１２．３―１２．４―１２．４―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�
１３．１―２４．６―３７．３―５０．５―１：０３．５―１：１６．７―１：３１．４―１：４５．２―１：５７．５―２：０９．９―２：２２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→	→�」 上り４F５０．０―３F３７．７
１
�
１５，１０，２（９，１４）（５，１）７（３，１６）（８，１１）（４，１２）－（６，１３）
１０（１５，１４，１２）（２，７）（５，９，１６，１１）（４，３，１）１３（８，６）

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

勝馬の
紹 介

レットミーノー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１０．１０．２３ 京都１０着

２００８．２．１２生 牡３鹿 母 ピアルージュ 母母 ピアグレイス １０戦２勝 賞金 １８，３８０，０００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。
（非当選馬） １頭 リネンタキシード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３６１０３１２月２４日 曇 良 （２３小倉５）第９日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３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

２３ クリスタルドア 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ５１０－ ６１：４６．９ ６０．３�

４８ アドマイヤスキップ 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２± ０１：４７．０� ５．０�
６１２ キョウエイショウリ 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４５４＋ ２１：４７．１� ８０．３�
７１４ プ リ ム ー ル 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人吉田 和美氏 荒川 義之 日高 日高大洋牧場 ４６８＋ ４１：４７．３１� ２２．０�
１１ セレスロンディー 牡４青 ５７

５４ ▲横山 和生岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４７２＋ ２ 〃 ハナ ３．８�
１２ タガノルナリロ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太八木 良司氏 松田 国英 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B４５２－ ２１：４７．５１� ３０．４�
４７ コマンドパワー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 サンシャイン

牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ １９．６�
８１５ サダムトウコン 牡４黒鹿５７ 上村 洋行大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４７８－ ２１：４７．６� ３９．３	
５９ タイセイジーニアス 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ １１．２

８１６� タガノシューマン 牡５青鹿 ５７

５４ ▲水口 優也八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 猿橋 義昭 B４８０－ ４１：４８．０２� １８．９�
７１３� ナスムネタカ 牡４黒鹿５７ 酒井 学小山田兼敏氏 清水 出美 浦河 高松牧場 B４４２± ０１：４８．２１ ３８０．６�
３６ キンショーダンデー 牡４栗 ５７ 中舘 英二礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４８８± ０ 〃 ハナ ２．４
６１１ ピ ノ ブ ラ ン 牝４芦 ５５

５４ ☆松山 弘平 �サンデーレーシング 梅内 忍 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４± ０１：４８．３� ８５．５�

５１０ アイファーハイカラ 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４６８± ０１：４８．４クビ ７９．０�
３５ マイネルインゼル 牡６栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム ４７２－ ４１：４９．３５ ４６．３�
２４ ベルモントカントル 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４５０＋ ２１：５０．６８ ２２５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８７５，５００円 複勝： ２３，６５４，１００円 枠連： ９，０３８，９００円

馬連： ２６，２９３，１００円 馬単： ２０，４００，９００円 ワイド： １３，８１１，３００円

３連複： ３７，１９５，７００円 ３連単： ６５，３３７，０００円 計： ２１０，６０６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，０３０円 複 勝 � １，０６０円 � ２３０円 � １，３３０円 枠 連（２－４） ５，２５０円

馬 連 �� ７，１００円 馬 単 �� １４，０５０円

ワ イ ド �� １，９５０円 �� ２１，４４０円 �� ４，６１０円

３ 連 複 ��� １１４，３８０円 ３ 連 単 ��� ８９２，９４０円

票 数

単勝票数 計 １４８７５５ 的中 � １９４４（１１番人気）
複勝票数 計 ２３６５４１ 的中 � ５２１２（１１番人気）� ３４６５４（３番人気）� ４０９１（１３番人気）
枠連票数 計 ９０３８９ 的中 （２－４） １２７２（１８番人気）
馬連票数 計 ２６２９３１ 的中 �� ２７３５（２３番人気）
馬単票数 計 ２０４００９ 的中 �� １０７２（４６番人気）
ワイド票数 計 １３８１１３ 的中 �� １７８１（２０番人気）�� １５６（９９番人気）�� ７３５（４１番人気）
３連複票数 計 ３７１９５７ 的中 ��� ２４０（２１１番人気）
３連単票数 計 ６５３３７０ 的中 ��� ５４（１３６０番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．７―１１．９―１３．２―１２．７―１２．５―１２．７―１３．２―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．８―２９．７―４２．９―５５．６―１：０８．１―１：２０．８―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリスタルドア �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．１２．９ 中京３着

２００５．５．１９生 牡６鹿 母 ド ア 母母 ツジノフライヤー ４７戦２勝 賞金 ３６，２１０，０００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 ヒカリトリトン号
（非抽選馬） １頭 ナムラストリーク号

３６１０４１２月２４日 曇 良 （２３小倉５）第９日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１４ サンライズイーグル 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ４１：０８．８ ５．７�

４７ ドリームヒーロー 牡４青鹿５７ 酒井 学田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４６－ ８１：０８．９� ５．４�

６１２� クロンドローリエ 牝４青鹿 ５５
５２ ▲西村 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４０８－ ４ 〃 クビ ３１．５�
２４ デ ィ オ ー サ 牝４青鹿５５ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 B４７２－ ８１：０９．１１� ８．９�
７１３ ハンターワディ 牡４鹿 ５７ 筒井 勇介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４８８＋ ６ 〃 クビ ２１．０�
（笠松）

１２ レッドクロス 牡４栗 ５７
５４ ▲杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４７０＋１４１：０９．２� １１．９�

２３ コスモドロス 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ４ 〃 クビ １３．１

８１８ アウトオブオーダー 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ５０８± ０１：０９．４１ ６．１�
８１７� シャインドリーム 牝４芦 ５５ 宮崎 北斗皆川 博文氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム ４１４－ ４ 〃 アタマ １６１．６�
３５ ネオザミスティック 牝３黒鹿５４ 浜中 俊小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６０＋ ８１：０９．６１ ７．２
５１０ アフロディシアス 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新冠 村本牧場 ４３４－１６ 〃 クビ ９．７�
３６ システーナブルー 牝３青鹿５４ 上村 洋行 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４１８－３０１：０９．７クビ ４５．８�
５９ � フィールザライト 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介櫻井 正氏 田中 章博 むかわ 平岡牧場 ４１０－１５１：０９．８� １２３．４�
４８ ゴールデンオブジェ 牡３栗 ５６ 中舘 英二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４６４＋ ８１：１０．２２� １５．７�
１１ コ ル ド バ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ２ 〃 アタマ ４９．５�
８１６ トミケンアマート 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 優作冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 落合 一巳 ４０２－ ２１：１０．７３ １４２．７�
６１１ フジマサオーシャン 牝４鹿 ５５ 黛 弘人藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山際牧場 ５２０＋１０１：１０．８� １５２．９�
７１５ トロピカルマドンナ 牝５鹿 ５５ 山口 勲小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４９８＋ ６１：１１．０１ ９３．２�

（佐賀）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，０２８，５００円 複勝： ２７，３５５，７００円 枠連： １２，２１９，６００円

馬連： ３２，７４３，１００円 馬単： ２１，７４８，９００円 ワイド： １６，７６０，６００円

３連複： ５２，６９９，８００円 ３連単： ８０，２３３，２００円 計： ２５８，７８９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２３０円 � １９０円 � ５００円 枠 連（４－７） １，０６０円

馬 連 �� ２，１２０円 馬 単 �� ４，９００円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ２，５００円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� １５，１６０円 ３ 連 単 ��� ７１，６００円

票 数

単勝票数 計 １５０２８５ 的中 � ２０９３６（２番人気）
複勝票数 計 ２７３５５７ 的中 � ３２０４６（３番人気）� ４５９８０（１番人気）� １１７７５（１０番人気）
枠連票数 計 １２２１９６ 的中 （４－７） ８５８６（２番人気）
馬連票数 計 ３２７４３１ 的中 �� １１４１９（３番人気）
馬単票数 計 ２１７４８９ 的中 �� ３２７６（９番人気）
ワイド票数 計 １６７６０６ 的中 �� ５０３７（４番人気）�� １６１７（４０番人気）�� １９９０（３１番人気）
３連複票数 計 ５２６９９８ 的中 ��� ２５６７（５８番人気）
３連単票数 計 ８０２３３２ 的中 ��� ８２７（２１８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１０．８―１１．３―１１．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．１―４４．４―５５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズイーグル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．５．２１ 新潟１２着

２００８．３．７生 牡３黒鹿 母 ブレッシング 母母 ブラダマンテ ６戦２勝 賞金 １３，７２０，０００円
〔制裁〕 レッドクロス号の騎手杉原誠人は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）

クロンドローリエ号の騎手西村太一は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１６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 キャロルロゼ号
※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。



３６１０５１２月２４日 曇 良 （２３小倉５）第９日 第９競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

２２ � ギ ガ ワ ッ ト 牡４黒鹿５７ 中舘 英二�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５３０＋ ２ ５８．７ ２．０�

４５ フェブムービング 牡４鹿 ５７
５６ ☆高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 ４９４＋ ２ ５９．７６ ４．３�

３４ � メ リ ト ゥ ム �６芦 ５７ 丹内 祐次田上 雅春氏 和田正一郎 静内 岡田スタツド B４５６－ ４ ５９．８クビ ４４．５�
８１３� サクラフェニックス 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５２４－ ２ 〃 クビ ４．２�
５７ � ワンダーソング 牝４鹿 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 新ひだか 米田牧場 ４５４＋１２１：００．０� １９１．６�
８１４� メイショウキルター 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平松本 好雄氏 小野 幸治 日高 日西牧場 ４９４－ ２１：００．２１� １８．６	
５８ マルカファントム 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ４４８＋１０１：００．３� ５４．８

６９ カワキタラブポップ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介川島 吉男氏 武市 康男 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４８６－ ２ 〃 アタマ ３３．８�
４６ コスモセレクト 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 日高 若林 武雄 ５００± ０１：００．６１� １１．２�
７１２ メイフィールド 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗千明牧場 武藤 善則 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４４８－ ２１：００．９１� ２３０．２
６１０ コウセイベイビー 牡４黒鹿５７ 黛 弘人杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 今井牧場 ４４６＋１３１：０１．１１ ２０８．１�
３３ サニーエリザベス 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４０６＋ ４１：０１．５２� ３１．７�
７１１� ペプチドアベル 牡３鹿 ５６ 荻野 要沼川 一彦氏 高橋 隆 浦河 杵臼牧場 B５０４＋ ６ （競走中止） ４１．５�

（１３頭）
１１ チェリーソウマ 牡４栗 ５７ 太宰 啓介チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １８，１３６，３００円 複勝： ２３，８１１，４００円 枠連： １１，６７８，０００円

馬連： ３３，２０９，８００円 馬単： ２９，４２４，１００円 ワイド： １５，７５０，４００円

３連複： ４４，９６６，０００円 ３連単： １０５，２９８，２００円 計： ２８２，２７４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ６５０円 枠 連（２－４） ３４０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� １，０７０円 �� ２，１７０円

３ 連 複 ��� ３，９４０円 ３ 連 単 ��� １０，８４０円

票 数

単勝票数 差引計 １８１３６３（返還計 ３９） 的中 � ７３１５０（１番人気）
複勝票数 差引計 ２３８１１４（返還計 ５５） 的中 � ８８８８５（１番人気）� ３４８７３（３番人気）� ５３７２（８番人気）
枠連票数 差引計 １１６７８０（返還計 ８２） 的中 （２－４） ２５６５３（２番人気）
馬連票数 差引計 ３３２０９８（返還計 ３６３） 的中 �� ５８１８６（２番人気）
馬単票数 差引計 ２９４２４１（返還計 １７２） 的中 �� ３１４８０（２番人気）
ワイド票数 差引計 １５７５０４（返還計 １２９） 的中 �� １９０９８（２番人気）�� ３３２５（１２番人気）�� １５７３（２５番人気）
３連複票数 差引計 ４４９６６０（返還計 ６９９） 的中 ��� ８４３８（１２番人気）
３連単票数 差引計１０５２９８２（返還計 １３０４） 的中 ��� ７１７１（２６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．８―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．４―３５．２―４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ギ ガ ワ ッ ト �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 キンググローリアス

２００７．２．２６生 牡４黒鹿 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ １２戦２勝 賞金 ２６，３４０，０００円
初出走 JRA

〔出走取消〕 チェリーソウマ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔競走中止〕 ペプチドアベル号は，競走中に疾病〔左肩甲骨々折〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※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） １頭 キチロクアナン号
（非抽選馬） ４頭 アシュア号・カシノハクリュウ号・カリズマアゲン号・シンボリマルセイユ号

３６１０６１２月２４日 曇 良 （２３小倉５）第９日 第１０競走 ��
��１，７００�

もみ き

樅 の 木 賞
発走１４時５５分 （ダート・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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．６
１：４５．６

不良

不良

６１１ レッドクラウディア 牝２栗 ５４ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２１：４７．０ １．９�

１２ スタンドバイミー 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 ４４６＋ ４ 〃 クビ ２２．４�
４８ トミケンユークアイ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 ４８８＋ ８ 〃 ハナ ２０．９�
４７ � ルンタノチュー 牡２鹿 ５５ 筒井 勇介藤村 伸次氏 山中 輝久 平取 福原 謙吉 ４５６＋ ８１：４７．２１� ２９．０�

（笠松） （笠松）

２３ マ シ ュ マ ロ 牝２白 ５４ 太宰 啓介金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８８－ ６１：４７．４１ ４．３�

３６ ジョーラプター 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ
モファーム ４７２－ ４１：４７．６１ １１７．６�

１１ � シゲルスターキング 牡２鹿 ５５ 高倉 稜 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion
America ４９６－ ２ 〃 アタマ ２２．０	

６１２ タガノナパヴァレー 	２黒鹿５５ 村田 一誠八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６２＋ ６１：４７．７
 ９６．３


３５ テイエムシシオー 牡２黒鹿５５ 松山 弘平竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 ４４４＋ ６１：４７．９１� ３９．７�
２４ ミ ス コ ク ラ 牝２芦 ５４ 松田 大作西村新一郎氏 中野 栄治 鹿児島 釘田 義美 ４４４＋ ７１：４８．３２� ２４１．０�
５１０� ダイリンウィーク 牡２鹿 ５５ 山口 勲廣松 一義氏 東 眞市 新冠 渡 信義 ５０６＋１３１：４８．９３� ４８．５�

（佐賀） （佐賀）

７１４ カシノエルフ 牡２栗 ５５ 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 ４７４＋１２１：４９．０� １９６．６�
７１３ キンシザイル 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 ４８６－ ４１：４９．２１� ５．７�
５９ エーシンスコルピオ 牡２栗 ５５ 上村 洋行�栄進堂 田所 秀孝 浦河 室田 千秋 ４６６＋ ４１：５０．２６ ２５．８�
８１５ ゴーイングストーン 牡２栗 ５５ 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４６８± ０１：５０．４１� ４２．９�
８１６ サンライズシャトー 牡２栗 ５５ 古川 吉洋松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４７０－ ４ 〃 クビ １６５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，５７７，１００円 複勝： ４３，０２５，３００円 枠連： １７，４４７，４００円

馬連： ６７，１６６，９００円 馬単： ４６，５６６，３００円 ワイド： ２７，５５８，１００円

３連複： ８７，８１４，６００円 ３連単： １６６，３２６，０００円 計： ４８６，４８１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ３３０円 � ３７０円 枠 連（１－６） ８００円

馬 連 �� １，１７０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ７９０円 �� ２，９７０円

３ 連 複 ��� ８，２９０円 ３ 連 単 ��� ２２，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３０５７７１ 的中 � １３１３３２（１番人気）
複勝票数 計 ４３０２５３ 的中 � １７３９５１（１番人気）� ２３５８５（４番人気）� ２０５１７（５番人気）
枠連票数 計 １７４４７４ 的中 （１－６） １６２５８（４番人気）
馬連票数 計 ６７１６６９ 的中 �� ４２７２９（３番人気）
馬単票数 計 ４６５６６３ 的中 �� １９１７８（５番人気）
ワイド票数 計 ２７５５８１ 的中 �� １４２０９（３番人気）�� ８６６１（７番人気）�� ２１３１（３２番人気）
３連複票数 計 ８７８１４６ 的中 ��� ７８１８（２４番人気）
３連単票数 計１６６３２６０ 的中 ��� ５５６４（５３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．２―４２．４―５５．５―１：０８．３―１：２１．４―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

レッドクラウディア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．７．３ 京都３着

２００９．４．４生 牝２栗 母 シェアザストーリー 母母 ディアブロズストーリー ４戦２勝 賞金 ２１，２７４，０００円
〔制裁〕 キンシザイル号の騎手吉田隼人は，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。（３番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミレニアムゴールド号
※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。



３６１０７１２月２４日 雨 良 （２３小倉５）第９日 第１１競走 ��
��１，２００�

む な か た

宗 像 特 別
発走１５時３５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 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１３ アグネスウイッシュ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ５００＋ ８１：０７．８ １８．７�

７１４ ブラーニーストーン 牡４芦 ５７ 松山 弘平吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４７０＋ ４１：０７．９� ８．０�
７１５� ナイトアンジェロ 牡４青鹿５７ 大野 拓弥山口 義道氏 萩原 清 愛 Ring Pink

Partnership ５１４± ０１：０８．１１	 ９．７�
５１０ チェリービスティー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一備前島敏子氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４３２＋ ２１：０８．４１	＋
 ９．３�
５９ ビラゴーティアラ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 ４３２＋ ６１：０８．６１	 ４３．１�
１２ メイショウツガル 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ １２．３�
６１２ テイエムアモーレ 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 信成牧場 ４７８－ ２ 〃 アタマ ３１．９�
８１８� ジョーリゴラス 牡７栗 ５７ 松田 大作上田けい子氏 村山 明 静内 田中 裕之 ４６２－ ６１：０８．７クビ ４１．２	
４８ � アーリーデイズ �４鹿 ５７ 丹内 祐次加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette ４７２＋ ２１：０８．８� ５６．９

６１１� メ タ リ ッ ク 牡７芦 ５７ 宮崎 北斗�ターフ・スポート武市 康男 浦河 ミルファーム B４７０± ０１：０８．９� ８５．０�
８１６ ジニオマッジョーレ 牝５栗 ５５ 上村 洋行畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ５００＋ ４１：０９．０
 １５３．６
４７ タマモコントラバス 牡４黒鹿５７ 村田 一誠タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ ６．５�
２４ ドリームフォワード 牡４栗 ５７ 浜中 俊セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ６ 〃 アタマ １３．９�
３５ リッカコウユウ 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５０－１６１：０９．１� ８１．０�
３６ � フィールドチャペル 牡５青 ５７ 高倉 稜地田 勝三氏 藤岡 範士 米 CandyLand ４９６＋ ６１：０９．８４ １０４．９�
８１７ エランドール 牝３鹿 ５４ 山口 勲�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４２２－ ６１：１０．０１� ８３．９�

（佐賀）

２３ ルアーズストリート 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４４２－ ６ （降着） ３．１�
１１ キタサンフクジン �３黒鹿５６ 芹沢 純一�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ ４５４± ０１：１０．３２ １０．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，３３４，０００円 複勝： ４９，９１０，６００円 枠連： ３７，７８５，１００円

馬連： １２５，１０９，４００円 馬単： ７１，５５２，９００円 ワイド： ４５，４１７，０００円

３連複： １７８，０８３，８００円 ３連単： ３１１，１６７，４００円 計： ８４７，３６０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８７０円 複 勝 � ５６０円 � ２９０円 � ４１０円 枠 連（７－７） １，６８０円

馬 連 �� ６，７８０円 馬 単 �� １４，９５０円

ワ イ ド �� １，７００円 �� ３，２５０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� １７，６８０円 ３ 連 単 ��� １１１，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２８３３４０ 的中 � １１９５８（９番人気）
複勝票数 計 ４９９１０６ 的中 � ２１８５１（９番人気）� ４９９９４（３番人気）� ３１４７６（６番人気）
枠連票数 計 ３７７８５１ 的中 （７－７） １６６３６（８番人気）
馬連票数 計１２５１０９４ 的中 �� １３６３８（２８番人気）
馬単票数 計 ７１５５２９ 的中 �� ３５３３（６１番人気）
ワイド票数 計 ４５４１７０ 的中 �� ６５９０（２１番人気）�� ３３８４（４０番人気）�� ８６１０（１３番人気）
３連複票数 計１７８０８３８ 的中 ��� ７４３７（５８番人気）
３連単票数 計３１１１６７４ 的中 ��� ２０５４（３４２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．２―１０．８―１１．３―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．３―３３．１―４４．４―５５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスウイッシュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１２．１２ 阪神２着

２００８．５．１１生 牡３黒鹿 母 アグネスシスター 母母 アグネスオーロラ １４戦３勝 賞金 ３９，２８６，０００円
〔降着〕 ルアーズストリート号は，４位〔タイム１分０８秒３，着差１	馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「リッカコウユウ」号，「アーリーデイズ」号および「エランドール」号の走行を妨害したため１７着に降着。（その他１１番への進路影
響）

〔制裁〕 ルアーズストリート号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２４年１月５日から
平成２４年１月１４日まで騎乗停止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 アルーリングムーン号・エイシンダヴィンチ号・キングコーリンオー号・グッドルッキング号・サザンブレイズ号・

トップルビー号・ドレッドノート号・ニジブルーム号・ニホンピロシュラブ号・メロート号
※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。

３６１０８１２月２４日 曇 良 （２３小倉５）第９日 第１２競走 ��
��１，８００�

し か の し ま

志 賀 島 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 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

５１０ エクセリオン 牡４芦 ５７ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７２＋ ２１：４８．９ ３４．３�

８１５� ジパングダマシイ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一西村 憲人氏 大根田裕之 日高 佐々木 直孝 ４８０＋ ５１：４９．０� ９８．４�
７１４ メイショウヤタロウ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４８８＋ ８ 〃 クビ ５．２�
３５ リバーハイランド 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４８０＋ ２１：４９．１クビ ４．１�
４７ ニシノマナザシ 牡４芦 ５７ 荻野 琢真西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ ８．１�
１１ カピオラニパレス 牡３芦 ５６ 黛 弘人横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５１８＋ ２１：４９．２クビ ６．８�
２４ マイネルヴァルム 牡３青鹿５６ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４７２＋ ８ 〃 クビ １３．３	
６１１ マイネルアウストロ 牡５栗 ５７ 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 ５０４＋１２１：４９．３� ３２．１

７１３ インプレッシヴデイ 牡４芦 ５７ 上村 洋行藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５１８＋ ２ 〃 クビ １２．３�
８１６ ビービーバカラ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４５２＋ ２１：４９．４� ６１．３
４８ ケイエスキングオー 牡３鹿 ５６ 松田 大作キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 ４３４＋ ９１：４９．５クビ ２２．９�
１２ カルトマリーヌ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４８＋ ４１：４９．８１	 ９６．３�
６１２ ヌーベルバーグ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊山本 英俊氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：４９．９� ５．０�
２３ デ シ リ オ ン 牝３鹿 ５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 矢野 照正 新ひだか 岡田スタツド ４５８＋ ３１：５０．５３� １６８．５�
５９ シンボリヴァルト 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ５５０＋ ４ 〃 クビ ２８．０�
３６ � アグネスクローバー 牝３栗 ５４ 藤岡 康太渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４３８－ １１：５０．９２� ９２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４８５，４００円 複勝： ４１，５２３，０００円 枠連： ２０，４７７，３００円

馬連： ７１，９４３，４００円 馬単： ４２，６６３，７００円 ワイド： ２９，７４５，３００円

３連複： ９６，９６８，４００円 ３連単： １７７，１３２，４００円 計： ５０６，９３８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４３０円 複 勝 � ９８０円 � １，６５０円 � ２２０円 枠 連（５－８） ８，８３０円

馬 連 �� ９０，６１０円 馬 単 �� １８６，３１０円

ワ イ ド �� ２４，９７０円 �� ２，９１０円 �� ６，４７０円

３ 連 複 ��� ２５１，９９０円 ３ 連 単 ��� １，９２２，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２６４８５４ 的中 � ６１０１（１１番人気）
複勝票数 計 ４１５２３０ 的中 � ９８７５（１１番人気）� ５６８４（１４番人気）� ６４６３９（２番人気）
枠連票数 計 ２０４７７３ 的中 （５－８） １７１３（３０番人気）
馬連票数 計 ７１９４３４ 的中 �� ５８６（１０５番人気）
馬単票数 計 ４２６６３７ 的中 �� １６９（２０１番人気）
ワイド票数 計 ２９７４５３ 的中 �� ２９０（１０５番人気）�� ２５４７（２８番人気）�� １１３０（５７番人気）
３連複票数 計 ９６９６８４ 的中 ��� ２８４（３４３番人気）
３連単票数 計１７７１３２４ 的中 ��� ６８（２２６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３７．６―５０．４―１：０２．３―１：１３．９―１：２５．５―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．６―３F３５．０
１
３
７（３，４，１５）１４（１，６，８）（２，９）（５，１０）（１２，１６）（１１，１３）・（７，１５，１４）１０－４，８（３，１，１６）１３（１１，６，９，１２）（２，５）

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

勝馬の
紹 介

エクセリオン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Groom Dancer デビュー ２００９．１１．１５ 東京７着

２００７．５．３生 牡４芦 母 シャルムダンサー 母母 Dam Spectacular ２０戦２勝 賞金 ２５，３８５，０００円
［他本会外：１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 トーセンフリージア号・ニチドウルチル号



（２３小倉５）第９日 １２月２４日（土曜日） 曇一時晴一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９５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

１７２，５９０，０００円
１，０９０，０００円
１１，５８０，０００円
２，０４０，０００円
１６，２８０，０００円
６１，３４５，５００円
５，０４４，０００円
１，９３０，５００円

勝馬投票券売得金
２０６，５００，６００円
３３６，７５３，５００円
１６３，９９５，５００円
５０２，５３２，０００円
３４３，０９６，８００円
２２７，７６０，６００円
７１５，８６６，６００円
１，２５０，８６７，５００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 ３，７４７，３７３，１００円

総入場人員 ８，４３４名 （有料入場人員 ７，６２３名）


