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３５００１１２月１日 曇 良 （２４中京３）第１日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走９時５５分 （ダート・左）

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

なし
１：５２．０不良

６９ ショウナンアズサ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 ４９２± ０１：５６．０ 基準タイム １．１�

８１３ メイショウブリエ 牝２鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 ４１８± ０１：５６．８５ １４．２�
４４ ケイアイキャンサー 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 伊藤 圭三 新ひだか 松田牧場 ５１４－ ４１：５７．２２� １６．４�
７１０ テイエムナデシコ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 ４７４－ ６１：５７．５２ ５８．５�
５６ フ ァ リ ー ム 牝２鹿 ５４

５１ ▲横山 和生水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４６６－１０１：５８．２４ ７３．９�
１１ クインポルカ 牝２芦 ５４ 野元 昭嘉田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４５２－ ６１：５８．９４ ２７．３�
８１２ エリモグラマー 牝２鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁山本 敏晴氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント ４８２－ ８１：５９．０クビ １５１．４	
５７ サンミッシェル 牝２栗 ５４ 鮫島 良太武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４６－ ２１：５９．２１� ２２４．４

４５ トウケイプラチナ 牝２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二木村 信彦氏 五十嵐忠男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５２－ ８１：５９．３� ７４．１�

３３ ブライティアマンボ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 ４２６－ ６１：５９．４� ２０．７�
２２ ビバゴールデン 牝２鹿 ５４ 松山 弘平高瀬牧場 坂口 正則 新冠 須崎牧場 ４６４－ ８１：５９．５� ３１．２�
６８ アウレオーラ 牝２黒鹿５４ 黛 弘人有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２± ０１：５９．６� ３２．５�
７１１ ハ ナ マ ツ リ 牝２鹿 ５４ 田中 博康岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 様似 様似堀牧場 ４９８－ ２２：０２．０大差 ９０．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，８１０，６００円 複勝： ４５，７８６，１００円 枠連： ４，７８９，１００円

馬連： １９，０７７，６００円 馬単： １８，８０５，６００円 ワイド： １１，８３０，９００円

３連複： ２９，４４８，２００円 ３連単： ６４，６４７，７００円 計： ２０８，１９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � １９０円 � １７０円 枠 連（６－８） ３９０円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド �� １８０円 �� １８０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� １，８５０円

票 数

単勝票数 計 １３８１０６ 的中 � １００４７６（１番人気）
複勝票数 計 ４５７８６１ 的中 � ３５３５８４（１番人気）� ２０６５７（３番人気）� ２４８３０（２番人気）
枠連票数 計 ４７８９１ 的中 （６－８） ９２２６（１番人気）
馬連票数 計 １９０７７６ 的中 �� ３６３８３（１番人気）
馬単票数 計 １８８０５６ 的中 �� ２６７２０（１番人気）
ワイド票数 計 １１８３０９ 的中 �� １８３７８（２番人気）�� １８９３７（１番人気）�� ３９９２（７番人気）
３連複票数 計 ２９４４８２ 的中 ��� ２７７８０（１番人気）
３連単票数 計 ６４６４７７ 的中 ��� ２５９２２（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３７．４―５０．８―１：０３．６―１：１６．４―１：２９．８―１：４３．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンアズサ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cozzene デビュー ２０１２．１０．１ 阪神７着

２０１０．１．３１生 牝２鹿 母 スイートチャーム 母母 Sunbaked ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハナマツリ号は，平成２５年１月１日まで平地競走に出走できない。

３５００２１２月１日 晴 良 （２４中京３）第１日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１０時２５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１０．１
１：０８．７

重

重

７１４� ホークウォリアー �４鹿 ５７ 松山 弘平林 正道氏 高野 友和 米 Destiny Oaks ５２４＋ ２１：１２．２ １１．１�

２４ タ オ 牡４鹿 ５７ C．ルメール �オリオンファーム領家 政蔵 日高 森本牧場 ５３８＋ ２１：１２．３	 ４．３�
（仏）

６１１ キングダムキング 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B４７４＋ ８１：１２．４
 ３９．８�
５１０ フ ォ ル メ ン 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ５０８＋１６１：１２．８２
 ４０．８�
７１３� ヴィクタシア 牝３黒鹿５４ 武 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida ４９８－ ６１：１３．０１ ２．５�
２３ ミッキーホワイト 牡４黒鹿５７ M．デムーロ野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４１：１３．１	 １０．０�

（伊）

３６ モアザンストーム �６青鹿 ５７
５４ ▲杉原 誠人 	サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７４＋ ２ 〃 ハナ ２６．０

８１５ ダイワカリエンテ 牝３栗 ５４ 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４５０＋ ６１：１３．２クビ ３９．５�
５９ � エーシンバサラ 牡４青鹿５７ 浜中 俊�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce

Clark Jr. ５６２－１６ 〃 アタマ ５．２�
４７ � ユーディドイット 牡４鹿 ５７ 丸山 元気藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４７２－ ２１：１３．３
 ８１．４
４８ タカノキング 牡５鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４８４＋１２１：１３．６２ ６０．０�
３５ � シゲルカイチョウ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 服部 利之 米 Dr. John
Piconi ５０２＋ ４１：１３．７
 １５．２�

１１ � シゲルゴユウサン 牡６鹿 ５７ 高倉 稜森中 蕃氏 梅内 忍 浦河 荻伏三好フ
アーム ４９２＋ ２１：１３．８クビ ３６０．０�

６１２� ニューロジカル 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲水口 優也服部 新平氏 小原伊佐美 浦河 鮫川フアーム B４７８－ ２１：１４．１１	 ８８．０�

１２ ヤマニンアルシェ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ５２０＋２６１：１４．３１ ２５９．２�
８１６� プレミールサダコ 牝３黒鹿 ５４

５２ △西村 太一ケンレーシング組合 新開 幸一 青森 清水 貞信 ４４６－ ４１：１５．７９ １７７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，６１２，８００円 複勝： ２２，５７７，２００円 枠連： ７，４７６，７００円

馬連： ２３，２８３，３００円 馬単： １７，９７９，３００円 ワイド： １２，８８６，５００円

３連複： ３３，８７１，４００円 ３連単： ５３，８１９，５００円 計： １８５，５０６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ４５０円 � １９０円 � ９２０円 枠 連（２－７） ３１０円

馬 連 �� ３，０５０円 馬 単 �� ６，０７０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ５，１６０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ２７，８４０円 ３ 連 単 ��� １１５，１３０円

票 数

単勝票数 計 １３６１２８ 的中 � ９７０８（５番人気）
複勝票数 計 ２２５７７２ 的中 � １２０７７（６番人気）� ４０３４５（２番人気）� ５３４６（１０番人気）
枠連票数 計 ７４７６７ 的中 （２－７） １８０２９（１番人気）
馬連票数 計 ２３２８３３ 的中 �� ５６３６（１２番人気）
馬単票数 計 １７９７９３ 的中 �� ２１８８（２１番人気）
ワイド票数 計 １２８８６５ 的中 �� ３２６１（１１番人気）�� ５９６（４８番人気）�� １８２２（１７番人気）
３連複票数 計 ３３８７１４ 的中 ��� ８９８（７５番人気）
３連単票数 計 ５３８１９５ 的中 ��� ３４５（３１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．６―１２．４―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２２．９―３４．５―４６．９―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホークウォリアー �
�
父 A. P. Warrior �

�
母父 Roar デビュー ２０１０．１１．１ 東京１着

２００８．３．１生 �４鹿 母 Girl Gone Crazy 母母 Stormfeather ８戦２勝 賞金 １９，０６０，０００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 アポロパックマン号・スプリングオスロ号・ドリームガイド号・ブラックウィドー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 中京競馬 第１日



３５００３１２月１日 晴 良 （２４中京３）第１日 第３競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時５５分 （ダート・左）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．４
１：４７．８

良

重

４８ シンコームーン 牝３栗 ５４
５１ ▲水口 優也豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４５８± ０１：５５．１ １４．１�

１２ ヴァンヘルシング 牡３青鹿 ５６
５３ ▲菱田 裕二市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４８＋１０１：５５．４１� １．９�

４７ キングスバーン 牡３鹿 ５６
５３ ▲横山 和生林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 ５０８－ ８１：５５．６１� １１．４�

６１２ スズカルパン 牡３鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４５６＋ ４１：５５．７� １１．５�

７１４ ハッピーストーリー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲藤懸 貴志小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 ５３４＋ ２１：５５．８� ４．０�

６１１ アイティテイオー 牡４栗 ５７
５４ ▲平野 優一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６０－ ６１：５６．２２� ４６．１�

７１３ シンボリカンヌ 牡５鹿 ５７ 荻野 琢真シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５１６－ ２１：５６．３� １４．９�
１１ ニシノカーリー 牝４鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４２４± ０１：５６．４クビ １６０．２	
３６ オリエンタルコール 牡５鹿 ５７

５４ ▲長岡 禎仁棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社
松田牧場 B４５０＋１２１：５６．６１� ６４．９


５９ ホ ク シ ン 牡４青鹿５７ 伊藤 工真中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 B４８６－ ４１：５６．７� ３２．４�
５１０ ラ ヴ ェ ン ナ 牝３黒鹿 ５４

５２ △西村 太一�ターフ・スポート伊藤 圭三 浦河 大北牧場 ４８６＋ ８１：５６．８� ６４．２
２３ � ワンダーダーク 牡５鹿 ５７ 田中 健山本 信行氏 羽月 友彦 日高 天羽 禮治 ４５２－ ８１：５６．９クビ ２２６．９�
８１５ サトノレジーナ 牝４黒鹿５５ 黛 弘人里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B４８８＋ ２ 〃 クビ ３９．４�
２４ ウィッシュアゲン 牝５鹿 ５５ 大下 智浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 ４７８± ０１：５７．０クビ １０９．９�
８１６ ミエノグレース 牝５栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B４９０－ ４１：５７．３１� ２５．９�
３５ � カシノグリーディ 牡３鹿 ５６

５３ ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ５０４＋ ２１：５７．４� ３０１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，８３１，５００円 複勝： ２８，９７４，５００円 枠連： ９，０２６，３００円

馬連： ２４，１７７，４００円 馬単： ２２，２１４，０００円 ワイド： １４，４３５，３００円

３連複： ３９，３７９，３００円 ３連単： ６８，２０８，９００円 計： ２１８，２４７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ３４０円 � １１０円 � ２７０円 枠 連（１－４） ５６０円

馬 連 �� １，４６０円 馬 単 �� ４，１２０円

ワ イ ド �� ６００円 �� １，７６０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ４，２６０円 ３ 連 単 ��� ２４，６９０円

票 数

単勝票数 計 １１８３１５ 的中 � ６６１５（５番人気）
複勝票数 計 ２８９７４５ 的中 � １２５４９（６番人気）� １４７６９２（１番人気）� １７２０１（３番人気）
枠連票数 計 ９０２６３ 的中 （１－４） １２０８８（２番人気）
馬連票数 計 ２４１７７４ 的中 �� １２２５７（５番人気）
馬単票数 計 ２２２１４０ 的中 �� ３９８１（１１番人気）
ワイド票数 計 １４４３５３ 的中 �� ６０６４（５番人気）�� １８９２（１９番人気）�� ７３７９（２番人気）
３連複票数 計 ３９３７９３ 的中 ��� ６８３３（１２番人気）
３連単票数 計 ６８２０８９ 的中 ��� ２０３９（６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３８．２―５１．７―１：０４．６―１：１７．１―１：３０．０―１：４２．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンコームーン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１２．３．３ 阪神３着

２００９．３．４生 牝３栗 母 シンコールビー 母母 ダズリンデセプション ９戦２勝 賞金 １４，７７０，０００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 ウィロー号

３５００４１２月１日 晴 良 （２４中京３）第１日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時２５分 （芝・左）

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� 基準タイム

中央レコード

１：２２．１
１：２０．３

良

良

６１２ レッドオーヴァル 牝２鹿 ５４ M．デムーロ �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：２１．５レコード １．６�
（伊）

８１８ ミキノティータイム 牝２栗 ５４ 柴山 雄一谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４５４＋ ６１：２２．０３ ２３．６�
７１５ ケイアイアラシ 牡２栗 ５５ 丸田 恭介 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 浦河 富田牧場 ５０２－ ６１：２２．２１� ４７．７�
１２ ファインスカイ 牝２鹿 ５４ 北村 友一 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 ４６６＋１８１：２２．７３ ２３．８�
２４ サンセットスカイ 牡２栗 ５５ 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４７６－ ４ 〃 クビ ５．２�
４８ オクタヴィア 牝２鹿 ５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 古賀 慎明 新ひだか 前田 宗将 ３７８－１０１：２２．８クビ ６２．２�
３５ マイネルヴォル 牡２芦 ５５

５２ ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム ４８６＋ ２ 〃 クビ １６．０	

８１７ スイートルンバ 牝２鹿 ５４
５１ ▲横山 和生シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ４２６＋ ６１：２３．０１� ２９０．２


５９ シゲルワシザ 牡２鹿 ５５
５２ ▲菱田 裕二森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 千葉飯田牧場 ４６４＋ ４ 〃 ハナ ７２．５�

５１０ ラブジョーイ 牝２青鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人増田 陽一氏 星野 忍 新冠 中地 義次 ４２６－１０１：２３．１クビ １３１．７�

６１１ エメラルドタワー 牝２黒鹿５４ 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか へいはた牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ １１０．１
１１ ドリームサンサン 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 ４６０＋ ８１：２３．４１� ７．０�
７１４ グリコーゲン 牡２黒鹿５５ 川須 栄彦青芝商事� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：２４．０３� ８４．４�
３６ オ ン ラ イ ン 牡２鹿 ５５ 中舘 英二重松 國建氏 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 ４７４± ０１：２４．１� ５７．４�
２３ ハナズルオーテ 牡２黒鹿５５ 荻野 琢真M．タバート氏 牧田 和弥 平取 坂東牧場 ４２４－ ２１：２４．５２� ３２９．３�
８１６ シキランマン 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 石栗 龍彦 浦河 松栄牧場 ３９６－ ６１：２４．７１� ５１．９�
４７ デュルリアン 牝２青鹿５４ 丸山 元気阿部 紀子氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 ４５０－ ２１：２４．８クビ １００．３�
７１３ トップハーレー �２青鹿５５ 松山 弘平�コオロ 坂口 正則 新冠 秋田牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ ３０６．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，７５２，８００円 複勝： ５６，４６０，４００円 枠連： ９，２５４，５００円

馬連： ２８，４７７，４００円 馬単： ２２，７３１，８００円 ワイド： １６，５４３，４００円

３連複： ３７，２８９，４００円 ３連単： ７１，８３１，４００円 計： ２５９，３４１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ５６０円 � ７８０円 枠 連（６－８） ９４０円

馬 連 �� １，７７０円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� １，１００円 �� ６，９００円

３ 連 複 ��� １３，５３０円 ３ 連 単 ��� ３０，７９０円

票 数

単勝票数 計 １６７５２８ 的中 � ８５４２５（１番人気）
複勝票数 計 ５６４６０４ 的中 � ３８３２８２（１番人気）� １０２７３（６番人気）� ７１２４（１０番人気）
枠連票数 計 ９２５４５ 的中 （６－８） ７３０９（４番人気）
馬連票数 計 ２８４７７４ 的中 �� １１９０４（６番人気）
馬単票数 計 ２２７３１８ 的中 �� ７７９８（７番人気）
ワイド票数 計 １６５４３４ 的中 �� ５４８０（６番人気）�� ３７５４（９番人気）�� ５６１（４７番人気）
３連複票数 計 ３７２８９４ 的中 ��� ２０３４（３４番人気）
３連単票数 計 ７１８３１４ 的中 ��� １７２２（７７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１１．５―１１．９―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．２―４５．７―５７．６―１：０９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．８
３ １（２，５）（４，８）７，１４（１３，１０，１８，１６）（３，１５，１２）６（１１，９，１７） ４ １（２，５）（４，８）７，１８，１４（１３，１０，１５，１６）１２，３（１１，６，１７）９

勝馬の
紹 介

レッドオーヴァル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smart Strike デビュー ２０１２．１１．１１ 東京２着

２０１０．３．７生 牝２鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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 ミラクルチャンス号
※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。



３５００５１２月１日 晴 良 （２４中京３）第１日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時５５分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：２２．１
１：２０．３

良

良

５７ アグネスキズナ 牡２栗 ５５
５２ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８０ ―１：２１．８ ２３．９�

２２ ア メ リ 牝２栗 ５４ C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４２４ ―１：２２．５４ ３．８�
（仏）

６１０ スズカサファイヤ 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲菱田 裕二永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ３９６ ―１：２２．８１� ５４．１�

４５ � ゴールデンステッキ 牡２栗 ５５ 丸田 恭介小川 勲氏 藤岡 健一 米 Liberation Farm &
Brandywine Farm B４９２ ―１：２３．０１� ２２．３�

７１１ ハートブレイカー 牡２鹿 ５５ 横山 典弘�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４７２ ― 〃 クビ ３．８�

３４ パッシオーネ 牝２栗 ５４ 浜中 俊吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４３８ ―１：２３．１クビ １１．４	
１１ ポールシッター 牡２青鹿５５ 川須 栄彦平川 浩之氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４６０ ―１：２３．３１	 ３１．７

７１２ ショウチシマシタ 牝２栗 ５４ 鮫島 良太�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 ５００ ―１：２３．５１	 ９９．４�
３３ メイショウゴウワン 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 近藤牧場 ４４８ ―１：２３．７１� ８．２�
８１３ メイショウドゥーマ 牡２黒鹿５５ 武 豊松本 好氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム ４８２ ―１：２３．８	 ３．８�
８１４ ロングサリア 牝２鹿 ５４ 北村 友一中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム ４５０ ―１：２３．９� １２．４�
６９ ファストソング 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 ４９６ ―１：２４．２１� ５５．４�
５８ タハラグッドラック 牡２栗 ５５ 柴山 雄一田原 幸男氏 加藤 敬二 鹿児島 田原牧場 ４５２ ―１：３１．６大差 ２２３．３�
４６ コンゴウセキ 牡２青 ５５ 的場 勇人�出口牧場 的場 均 日高 出口牧場 ４６０ ―１：３３．４大差 １７６．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，５９８，６００円 複勝： １７，７５９，４００円 枠連： ８，０１３，１００円

馬連： ２４，４３８，５００円 馬単： １８，１２０，３００円 ワイド： １２，０５２，３００円

３連複： ３０，９８７，１００円 ３連単： ４９，５４８，８００円 計： １７４，５１８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３９０円 複 勝 � ５９０円 � ２００円 � １，５００円 枠 連（２－５） ３，１８０円

馬 連 �� ３，６８０円 馬 単 �� ９，８５０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ６，９００円 �� ３，０５０円

３ 連 複 ��� ３４，０４０円 ３ 連 単 ��� ２７７，０３０円

票 数

単勝票数 計 １３５９８６ 的中 � ４４８９（８番人気）
複勝票数 計 １７７５９４ 的中 � ７２２７（８番人気）� ３１０７３（２番人気）� ２５７２（１１番人気）
枠連票数 計 ８０１３１ 的中 （２－５） １８６３（１１番人気）
馬連票数 計 ２４４３８５ 的中 �� ４９０９（１３番人気）
馬単票数 計 １８１２０３ 的中 �� １３５８（３４番人気）
ワイド票数 計 １２０５２３ 的中 �� ２６３４（１４番人気）�� ４２０（５２番人気）�� ９６６（３６番人気）
３連複票数 計 ３０９８７１ 的中 ��� ６７２（９０番人気）
３連単票数 計 ４９５４８８ 的中 ��� １３２（５８７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３４．７―４６．６―５８．８―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスキズナ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヘ ネ シ ー 初出走

２０１０．４．９生 牡２栗 母 アグネスバラード 母母 アグネスルミエール １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タハラグッドラック号・コンゴウセキ号は，平成２５年１月１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ナンプー号（疾病〔感冒〕のため）
※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。

３５００６１２月１日 晴 良 （２４中京３）第１日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４５分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１０．１
１：０８．７

重

重

７１３� パイライトパワー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 ４４４－１０１：１２．５ ５．４�

１２ � アグネスピンキー 牝４鹿 ５５
５２ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４３４＋ ４１：１２．７１ ４．２�

６１２ ラベンダーカラー 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲藤懸 貴志青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４４０－ ８１：１２．９１� ２８．３�

４７ サイズミックレディ 牝４鹿 ５５
５２ ▲菱田 裕二細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 ４８４± ０ 〃 ハナ ９．０�

７１４ キセキノハナ 牝３芦 ５４ 野元 昭嘉華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４４６－ ８ 〃 アタマ ４９．９�
５１０ メイショウユメゴゼ 牝３栃栗５４ 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４４４－ ８１：１３．２１� ４．２�
８１５� ブラックビスケット 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也三宅 勝俊氏 境 直行 日高 白瀬 明 ４１４－ ２１：１３．７３ ３８．６	
１１ ナムラドリーミー 牝４鹿 ５５ 松山 弘平奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４８０－１２１：１３．８� ６．６

３６ オンワードセジール 牝６栗 ５５ 丸山 元気�下屋敷牧場 水野 貴広 浦河 オンワード牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ １１．２�
５９ � ボーシュヴァル 牝５青鹿５５ 宮崎 北斗道永 幸治氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４６４－ ６ 〃 ハナ １１７．６
２３ ヒノデポベーダ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４５０＋ ２１：１４．０１� ４１．１�
４８ ジョープラチネラ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４４２＋ ４１：１４．１� ２７１．８�
８１６ ドキドキガール 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 ５０４＋ ６１：１４．４１� ２５．８�
２４ ナムラケイオス 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ５００＋ ４１：１４．５� ３０．９�
６１１ スマイルヴィジット 牝３栗 ５４ 丸田 恭介ディアレスト 池上 昌弘 新冠 赤石 久夫 ４３８± ０１：１４．６クビ １９．９�
３５ マニッシュスマイル 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 服部 牧場 ４５８－３０１：１５．６６ ９５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８９９，９００円 複勝： ２３，７５８，３００円 枠連： ９，２６３，８００円

馬連： ２７，７９７，２００円 馬単： １８，５９９，９００円 ワイド： １５，３０６，２００円

３連複： ４１，６００，１００円 ３連単： ５９，５２４，０００円 計： ２１０，７４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２６０円 � １８０円 � ６３０円 枠 連（１－７） １，１００円

馬 連 �� １，５４０円 馬 単 �� ３，３９０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ４，１３０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� １５，０００円 ３ 連 単 ��� ６６，２６０円

票 数

単勝票数 計 １４８９９９ 的中 � ２１８８０（３番人気）
複勝票数 計 ２３７５８３ 的中 � ２４２７１（４番人気）� ４５１１６（１番人気）� ７８３２（９番人気）
枠連票数 計 ９２６３８ 的中 （１－７） ６２２１（３番人気）
馬連票数 計 ２７７９７２ 的中 �� １３３９２（４番人気）
馬単票数 計 １８５９９９ 的中 �� ４０５７（１１番人気）
ワイド票数 計 １５３０６２ 的中 �� ５６７８（６番人気）�� ８７９（５０番人気）�� １７６７（２４番人気）
３連複票数 計 ４１６００１ 的中 ��� ２０４７（４９番人気）
３連単票数 計 ５９５２４０ 的中 ��� ６６３（２１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１１．７―１２．６―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．０―３４．７―４７．３―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パイライトパワー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 フレンチデピュティ

２００９．３．２２生 牝３鹿 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン ８戦１勝 賞金 ９，６５０，０００円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 オリーブ号



３５００７１２月１日 晴 良 （２４中京３）第１日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．５
１：２１．５

良

不良

６１２ ブロックコード 牡４青鹿５７ 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４９０± ０１：２４．６ ２１．９�

６１１ オールブラックス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４８８＋２６１：２５．５５ ３．６�
４８ マジカルツアー 牡３栗 ５６ M．デムーロ松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４７４＋ ６１：２５．６� １１．０�

（伊）

７１３ ルミナススカイ 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス
ファーム ４６８＋ ２１：２５．７クビ １４８．０�

８１５ アルディエス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�G１レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム ４４８－ ８１：２５．８� ４．３�
１２ マコトローゼンボー 牡４黒鹿５７ 川須 栄彦尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４６２－ ２ 〃 クビ ３．８	
１１ ダテノスイミー 牡５栗 ５７ 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４５４＋ ２１：２６．３３ ３１．６

７１４ イ ー リ ス 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二 �キャロットファーム 岡田 稲男 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４－ ３１：２６．４クビ ５４．０�

３５ ジョーラプター 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ
モファーム ４７６＋ ８ 〃 クビ ４３．７�

３６ ストロングティラノ 牡３芦 ５６ C．ルメール 村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９８－ ２１：２６．７２ １８．２
（仏）

５１０ エ ス ペ リ ア 牡３栗 ５６ 北村 友一佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム ４５４－１０１：２６．９� １８．６�
２３ サトノシーザー 牡３青 ５６ 中舘 英二里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 ５２６＋ ４ 〃 クビ ５０．７�
５９ キングビート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲長岡 禎仁�桜井牧場 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４６８＋ ４１：２７．０クビ １３９．８�
４７ ミラクルミイクン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５２４－ ２ 〃 クビ ９．８�
２４ � キレイナダケデス 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 ４７２－１９１：２７．５３ ７５．７�
８１６� トウカイチェッカー �３鹿 ５６ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 鎌田 正嗣 ４４４＋ １１：２８．２４ ６８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０８６，１００円 複勝： ２６，８１６，７００円 枠連： ９，５０１，４００円

馬連： ３０，３７５，９００円 馬単： ２０，００１，８００円 ワイド： １６，５５０，４００円

３連複： ４２，８７５，１００円 ３連単： ６８，１４５，１００円 計： ２３０，３５２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１９０円 複 勝 � ４４０円 � ２１０円 � ３８０円 枠 連（６－６） ３，８１０円

馬 連 �� ３，３８０円 馬 単 �� １０，０００円

ワ イ ド �� １，２８０円 �� １，９００円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� １０，１６０円 ３ 連 単 ��� ９７，０９０円

票 数

単勝票数 計 １６０８６１ 的中 � ５７９０（８番人気）
複勝票数 計 ２６８１６７ 的中 � １４６８２（６番人気）� ４１１４０（３番人気）� １７４０７（５番人気）
枠連票数 計 ９５０１４ 的中 （６－６） １８４２（１５番人気）
馬連票数 計 ３０３７５９ 的中 �� ６６４５（１４番人気）
馬単票数 計 ２０００１８ 的中 �� １４７７（３９番人気）
ワイド票数 計 １６５５０４ 的中 �� ３２０１（１７番人気）�� ２１１８（２４番人気）�� ３７６４（１２番人気）
３連複票数 計 ４２８７５１ 的中 ��� ３１１６（２９番人気）
３連単票数 計 ６８１４５１ 的中 ��� ５１８（３０９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１１．９―１２．８―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．９―４６．８―５９．６―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブロックコード �
�
父 バランスオブゲーム �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１０．１２．１１ 中山１１着

２００８．４．１０生 牡４青鹿 母 ワイラブラブチャン 母母 ユキノタイヨー １５戦２勝 賞金 ２４，３２０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アドバンスコンドル号・コーリンギデオン号
（非抽選馬） ４頭 ナリタキャッツアイ号・ネオエピック号・ベルシエロ号・ベルモントフェスタ号
※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。

３５００８１２月１日 晴 良 （２４中京３）第１日 第８競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１１．５
２：１０．０

良

良

３５ タイキプレミアム 牡３鹿 ５５ C．ルメール�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 ４７２＋ ２２：１３．４ １９．１�
（仏）

５１０ ゴットマスタング 牡４青鹿５７ 北村 友一後藤 進氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 ４６４＋ ４ 〃 ハナ １４．６�
４８ エックスマーク 牡３鹿 ５５ 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２２：１３．５� ２．１�
８１６ サウンドバスター 牡４鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 ４８２＋ ２２：１３．８１� ３２．１�
６１２ ヒールゼアハーツ 牡４栗 ５７ 武 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４８４－１０２：１３．９� ６．９�
６１１ クリサンセマム 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４７８＋１２２：１４．０� ６．０	
７１３ マイネルイグアス 牡３青鹿５５ 高倉 稜 �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 ４７０＋１０２：１４．６３� ８２．８

１１ スペルヴィア 牡３黒鹿５５ M．デムーロ佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１６－１０ 〃 ハナ ７．３�

（伊）

５９ スイートテン 牝５栗 ５５
５２ ▲杉原 誠人青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５１６－ ８２：１４．７� １６．４�

２３ クリーンメタボ 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４７２－ ４２：１４．８� ５６．８
４７ パリソワール 牡３栗 ５５ 丸山 元気丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４２６± ０２：１５．３３ ７５．５�
８１８� シンボリアミアン �５鹿 ５７

５５ △西村 太一シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ５２０＋１２２：１５．４� ３３２．７�
７１４ ヤマニンレジェール 牝４栗 ５５ 田中 博康土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 ４８４＋ ４２：１５．５� ３７３．９�
３６ メイショウリバー 牡７鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４８４＋ ６ 〃 ハナ １３０．７�
１２ アールデュラン 牡３鹿 ５５ 伊藤 工真星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 B４８４＋１４２：１５．８１� ３０．２�
２４ マイネエミリー 牝３鹿 ５３ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム ４００－ ８２：１６．１１� ９６．３�
７１５� ダ ー ク ラ ム 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一�ジェイアール 黒岩 陽一 日高 賀張三浦牧場 ４８４－ ４２：１６．４１� ２８５．８�
８１７ メジロミドウ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹岩� 伸道氏 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４５０＋１２２：１７．５７ ９８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，５４７，７００円 複勝： ３０，９６０，７００円 枠連： １０，５１１，９００円

馬連： ３４，１９３，３００円 馬単： ２４，２８７，３００円 ワイド： １７，８９９，０００円

３連複： ４５，４６７，２００円 ３連単： ７９，００９，４００円 計： ２６１，８７６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ３１０円 � ３２０円 � １３０円 枠 連（３－５） ５，５２０円

馬 連 �� １１，４９０円 馬 単 �� ２４，８３０円

ワ イ ド �� ２，３２０円 �� ６１０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ７，４１０円 ３ 連 単 ��� ９５，２８０円

票 数

単勝票数 計 １９５４７７ 的中 � ８０９８（７番人気）
複勝票数 計 ３０９６０７ 的中 � ２０１８５（５番人気）� １９２８０（６番人気）� ９８６１１（１番人気）
枠連票数 計 １０５１１９ 的中 （３－５） １４０７（１８番人気）
馬連票数 計 ３４１９３３ 的中 �� ２１９７（３２番人気）
馬単票数 計 ２４２８７３ 的中 �� ７２２（６１番人気）
ワイド票数 計 １７８９９０ 的中 �� １７８９（２４番人気）�� ７５１７（４番人気）�� ６４４４（５番人気）
３連複票数 計 ４５４６７２ 的中 ��� ４５３１（２０番人気）
３連単票数 計 ７９００９４ 的中 ��� ６１２（２４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２３．９―３５．３―４８．３―１：００．６―１：１２．７―１：２４．９―１：３７．２―１：４９．４―２：０１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．２
１
３
７（９，１７）（１，２）１０，４（８，１５）１２，５（３，１３）１６，１１（６，１８）１４
７，９－１７（１，１０）２（４，１５，８）（１２，５，１３）（３，１１）１６（６，１８，１４）

２
４

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

勝馬の
紹 介

タイキプレミアム �
�
父 Montjeu �

�
母父 Johan Cruyff デビュー ２０１１．８．１４ 札幌８着

２００９．３．２８生 牡３鹿 母 スクービドゥー 母母 Simply Red ７戦２勝 賞金 １３，８１０，０００円
〔制裁〕 クリーンメタボ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１８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） ２頭 エルヴィスバローズ号・ディープスノー号
（非抽選馬） １頭 オンワードデューク号
※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。



３５００９１２月１日 晴 良 （２４中京３）第１日 第９競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２５分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０６．５

重

良

８１７ アブマーシュ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン
牧場 ４７０＋ ２１：０９．１ ３４．０�

８１８ バクシンテイオー 牡３鹿 ５６ 松山 弘平林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ４１：０９．２� ６．３�
８１６ サウスビクトル 牡３黒鹿５６ 横山 典弘南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 ４５６± ０１：０９．３� ８．９�
３６ レディオブパーシャ 牝４栗 ５５ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７８＋ ４ 〃 ハナ ３．１�
７１３ カルナヴァレ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 ４６８＋２４ 〃 アタマ ３０．３�
１２ � ツキミハナミ 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ４０．３�
７１４ エクスクライム 牡３栗 ５６ 川須 栄彦前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 ４４６＋ ６ 〃 ハナ ６６．１�
４８ ビットスターダム 牡４芦 ５７ 浜中 俊馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４７６＋１０ 〃 ハナ １２．６	
４７ アースツリー 牝５栗 ５５ 荻野 琢真 
社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：０９．４� ２０．６�
２３ パ チ ャ マ マ 牝３鹿 ５４

５２ △西村 太一岡 浩二氏 和田正一郎 新ひだか 嶋田牧場 ４８４＋１０１：０９．５� １５６．３�
１１ ニシノカチヅクシ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 ５０２－ ２ 〃 ハナ １２．６
２４ ヤマニンカヴァリエ 牡３鹿 ５６ 田中 博康土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ５０６± ０ 〃 ハナ ５．０�
６１２ ディザイラブル 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０＋２４１：０９．８２ ２４．３�
５９ サクラブライト 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 新和牧場 ４４０－１０１：１０．０１� １５．３�
６１１ コスモユキシマキ 牝３芦 ５４ 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新ひだか 秋田育成牧場 ４６２＋１８１：１０．３２ ２６５．６�
５１０� エンプレスラブ 牝３黒鹿５４ 高倉 稜 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 ４８８－１６１：１０．５１� １２３．２�
７１５� ゼニスパワー 牡４栗 ５７

５４ ▲菅原 隆一中西 功氏 新川 恵 新冠 村上 欽哉 ４７４－ ２ 〃 アタマ ５３．５�
３５ ニシノキミヨ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４５０＋１２１：１０．６クビ １２０．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，１７２，７００円 複勝： ２８，０３２，８００円 枠連： １４，３２３，１００円

馬連： ３９，４６９，８００円 馬単： ２１，９６０，３００円 ワイド： １９，５７６，３００円

３連複： ５６，１８７，４００円 ３連単： ９０，９２０，３００円 計： ２８９，６４２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４００円 複 勝 � ６７０円 � ２６０円 � ２６０円 枠 連（８－８） １，２１０円

馬 連 �� ６，８１０円 馬 単 �� １９，２５０円

ワ イ ド �� ２，７６０円 �� ２，６２０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� １３，２２０円 ３ 連 単 ��� １０３，７１０円

票 数

単勝票数 計 １９１７２７ 的中 � ４４４６（１１番人気）
複勝票数 計 ２８０３２８ 的中 � ９４４０（１０番人気）� ３０８６６（４番人気）� ３０９５０（３番人気）
枠連票数 計 １４３２３１ 的中 （８－８） ８７９０（３番人気）
馬連票数 計 ３９４６９８ 的中 �� ４２７９（３１番人気）
馬単票数 計 ２１９６０３ 的中 �� ８４２（７５番人気）
ワイド票数 計 １９５７６３ 的中 �� １７２６（４０番人気）�� １８１８（３９番人気）�� ４２５３（７番人気）
３連複票数 計 ５６１８７４ 的中 ��� ３１３７（３９番人気）
３連単票数 計 ９０９２０３ 的中 ��� ６４７（３４５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１１．３―１１．８―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．２―３３．５―４５．３―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アブマーシュ �
�
父 ディクタット �

�
母父 Diesis デビュー ２０１１．６．２５ 中山中止

２００９．４．１７生 牝３鹿 母 ア リ ヴ ェ 母母 Persian Flute １７戦２勝 賞金 ２１，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アフロディシアス号・ウエスタンハピネス号・クレムリンシチー号・コパノツイテル号・ソムニア号・

ダイワスペシャル号・ローザペルラ号

３５０１０１２月１日 晴 良 （２４中京３）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�

な る み

鳴 海 特 別
発走１５時００分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．１２．３以降２４．１１．２５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．４
１：４７．８

良

重

５１０ マンボダンサー 牡４鹿 ５６ 川須 栄彦�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 ４７０± ０１：５２．３ １６．１�

６１１ ワイドバッハ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 ４７４＋ ４ 〃 クビ ４．０�
（伊）

８１５ ライジングサン 牡４栗 ５６ 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５２２＋ ６１：５２．５１� ６．４�
２４ トーセンケイトゥー �４栗 ５４ 菱田 裕二島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６１：５２．９２� ３４．８�
４８ ブライトジェム 牡４栗 ５４ 柴山 雄一栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 ４９４± ０１：５３．２１	 ２６．９	
７１４ トミケンユークアイ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 ４９０－ ４１：５３．３� ７．４

４７ パ ン ジ ャ 牡４青鹿５４ 横山 典弘深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ４１：５３．４� １９．６�
３６ ゴールデンジャガー 牡４鹿 ５７ 浜中 俊西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 ５０６＋ ２１：５３．５� ４．５�
１２ アドマイヤジャコモ 牡４鹿 ５５ 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５０６＋ ２１：５３．８１	 ４０．７
５９ 
 ベストサーパス 牡３栗 ５５ 丸田 恭介小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County

Farms Inc ４９４－ ２１：５３．９クビ １３．５�
２３ レッドシュナイト 牡４栗 ５４ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B４８８＋ ６１：５４．２１	 ４６．９�
１１ ハギノコメント 牡３鹿 ５３ 横山 和生日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０－ ６ 〃 クビ ５３．９�
８１６� メイプルダイキチ 牡４黒鹿５２ 宮崎 北斗節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 ４８６＋ ６１：５４．９４ １７８．５�
６１２ ワイルドロジャー 牡３栗 ５４ 丸山 元気 Him Rock Racing 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B４９２－１０１：５５．１１� ２２．４�
７１３ シャイニーダンディ 牡４青鹿５４ 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４７０－ ２１：５５．４１	 １０７．０�
３５ 
 アメリカンダイナー 牡３鹿 ５５ C．ルメール 吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

４７４＋ ４１：５５．６１� ８．２�
（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，９８１，５００円 複勝： ４１，２７２，６００円 枠連： １６，２４１，６００円

馬連： ５３，２３３，５００円 馬単： ３２，１５８，４００円 ワイド： ２６，５４２，８００円

３連複： ７５，９３１，２００円 ３連単： １２５，８６９，５００円 計： ３９４，２３１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ４００円 � １９０円 � ２７０円 枠 連（５－６） １，３００円

馬 連 �� ２，８４０円 馬 単 �� ７，５５０円

ワ イ ド �� １，１６０円 �� １，４１０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ８，１５０円 ３ 連 単 ��� ６０，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２２９８１５ 的中 � １１２６５（７番人気）
複勝票数 計 ４１２７２６ 的中 � ２３５２９（７番人気）� ６７６０４（２番人気）� ４０３６９（５番人気）
枠連票数 計 １６２４１６ 的中 （５－６） ９２２６（６番人気）
馬連票数 計 ５３２３３５ 的中 �� １３８５６（１０番人気）
馬単票数 計 ３２１５８４ 的中 �� ３１４４（２７番人気）
ワイド票数 計 ２６５４２８ 的中 �� ５６０６（１２番人気）�� ４５８０（１６番人気）�� ８２０５（６番人気）
３連複票数 計 ７５９３１２ 的中 ��� ６８７６（２５番人気）
３連単票数 計１２５８６９５ 的中 ��� １５３２（１７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３７．７―５０．２―１：０２．２―１：１４．３―１：２６．９―１：３９．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マンボダンサー �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 Danehill デビュー ２０１０．７．２４ 新潟１１着

２００８．５．６生 牡４鹿 母 ホ シ ノ ユ メ 母母 Gulchesse １７戦４勝 賞金 ４８，８３３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 エクセルフラッグ号・フォルクスオーパー号・プルプル号・ライブリシーラ号
※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。



３５０１１１２月１日 晴 良 （２４中京３）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�第４８回金 鯱 賞（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・左）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�
減，２３．１２．３以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２３．１２．２以前のGⅠ競走（牝馬限定競走
を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 ９１０，０００円 ２６０，０００円 １３０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
１：５６．１

良

良

５６ オーシャンブルー 牡４鹿 ５６ C．ルメール 青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４３６± ０２：００．４レコード ７．３�
（仏）

７９ ダイワマッジョーレ 牡３鹿 ５５ 丸田 恭介大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４４＋ ８２：００．５� ２７．０�
５５ アドマイヤラクティ 牡４鹿 ５６ M．デムーロ近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２２：００．６クビ ６．４�

（伊）

８１１ トウカイパラダイス 牡５黒鹿５６ 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ５００＋ ４ 〃 ハナ ３２．２�
８１２ クレスコグランド 牡４栗 ５６ 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４９６－ ６２：００．８１� ６６．６�
７１０ サトノギャラント 牡３黒鹿５５ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９４－ ６ 〃 アタマ ４．０�
２２ アスカクリチャン 牡５鹿 ５６ 松山 弘平栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４９６＋ ４２：００．９クビ ３８．１	
１１ ダノンバラード 牡４黒鹿５６ 北村 友一�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４８２± ０２：０１．０� ４．７

４４ ロードオブザリング 牡５鹿 ５６ 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４９６± ０２：０１．２１� ９０．４�
６８ アーネストリー 牡７鹿 ５７ 吉田 隼人前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３４＋ ６２：０１．４１� ６．３�
３３ コスモオオゾラ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４８６＋１６２：０１．５� １２．６�
６７ エアソミュール 牡３黒鹿５５ 武 豊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２２：０１．８１� ６．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ９０，９０４，８００円 複勝： １４２，４３４，６００円 枠連： ４８，５５５，２００円

馬連： ３１４，８５４，３００円 馬単： １４４，８５８，０００円 ワイド： １０５，２３９，６００円

３連複： ４１４，２１２，９００円 ３連単： ７１９，３７７，５００円 計： １，９８０，４３６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２６０円 � ６２０円 � ２００円 枠 連（５－７） ６６０円

馬 連 �� ９，３７０円 馬 単 �� １５，２８０円

ワ イ ド �� ２，５５０円 �� ６２０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� １２，８１０円 ３ 連 単 ��� ９１，４１０円

票 数

単勝票数 計 ９０９０４８ 的中 � ９８５００（６番人気）
複勝票数 計１４２４３４６ 的中 � １５０４７０（５番人気）� ５０２６０（８番人気）� ２１８５２８（３番人気）
枠連票数 計 ４８５５５２ 的中 （５－７） ５４３８８（２番人気）
馬連票数 計３１４８５４３ 的中 �� ２４８０３（２９番人気）
馬単票数 計１４４８５８０ 的中 �� ６９９８（５３番人気）
ワイド票数 計１０５２３９６ 的中 �� ９７９２（２８番人気）�� ４５０２１（７番人気）�� １４２２１（２６番人気）
３連複票数 計４１４２１２９ 的中 ��� ２３８７６（４７番人気）
３連単票数 計７１９３７７５ 的中 ��� ５８０８（３０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．０―３７．０―４９．７―１：０１．６―１：１３．４―１：２５．２―１：３６．９―１：４８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．２
１
３

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

・（１，２）（７，３）（９，１１，８）６（５，１２）１０，４・（１，２）３（７，１１，８）（９，６，１２）５，１０，４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オーシャンブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dashing Blade デビュー ２０１１．２．５ 小倉６着

２００８．３．２６生 牡４鹿 母 プ ア プ ー 母母 Plains Indian １３戦６勝 賞金 １４３，３０２，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３５０１２１２月１日 晴 良 （２４中京３）第１日 第１２競走 ��
��１，６００�

い ぬ や ま

犬 山 特 別
発走１６時１０分 （芝・左）

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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ５５３，０００円 １５８，０００円 ７９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．８
１：３０．７

良

良

３５ ハッピーアビラ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２１：３５．３ ２．９�

３６ ローレルソラン 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 �渡 信義 ４５４＋ ２ 〃 クビ ７．２�
１２ � メイショウテッサイ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４９０－ ８１：３５．５１� ３４．６�
８１５ ウィザーズポケット 牡３鹿 ５６ 上村 洋行�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４５８＋ ６ 〃 アタマ ２４．７�
７１３	 ナスノシベリウス 牝３芦 ５４ 中谷 雄太	須野牧場 和田 正道 米

B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

５０４－ ６１：３５．６クビ ５３．９

１１ マイネルスパイス 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 ４２０－ ２ 〃 ハナ ８．０�
５９ サ ト ノ オ ー 牡４芦 ５７ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４ 〃 ハナ ４．１�
６１２ ロゼシャンパーニュ 牝３黒鹿５４ C．ルメール 大塚亮一� 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４２０－ ８ 〃 クビ ５８．８

（仏）

５１０ マイネルマルシェ 牡５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 ４６０＋ ８１：３５．７クビ ５２．６�

２３ グインネヴィア 牝３栗 ５４ 松山 弘平 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０＋ ８ 〃 ハナ ２４．０�

７１４ ヴ ェ ル ー テ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４０８＋１４ 〃 クビ ３３．４�
４８ � ラ ポ ー ル 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 ４６０－ ４１：３５．９１� ２７．７�
６１１ ブラボープリンス 牡３栗 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４８２＋１０１：３６．０クビ ４５．７�
４７ � アドマイヤアロング 牝４黒鹿５５ M．デムーロ近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ８１：３６．２１
 ８．６�

（伊）

２４ コ ー ダ リ ー 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８± ０１：３６．７３ １８１．３�
８１６ ジョウテンオリーヴ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４９２＋ ６１：３７．４４ ３６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，７５９，８００円 複勝： ４７，８３２，４００円 枠連： ２０，７６８，６００円

馬連： ６９，５０２，０００円 馬単： ４１，５９２，６００円 ワイド： ３３，７２９，４００円

３連複： ９４，４６３，０００円 ３連単： １７５，７５２，７００円 計： ５１４，４００，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ２４０円 � ９６０円 枠 連（３－３） １，３４０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ２，１３０円 �� ３，８３０円

３ 連 複 ��� １３，４６０円 ３ 連 単 ��� ５４，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３０７５９８ 的中 � ８４５９６（１番人気）
複勝票数 計 ４７８３２４ 的中 � １１０５５２（１番人気）� ５１６４１（４番人気）� ９４９７（１４番人気）
枠連票数 計 ２０７６８６ 的中 （３－３） １１５１３（６番人気）
馬連票数 計 ６９５０２０ 的中 �� ４２３５５（２番人気）
馬単票数 計 ４１５９２６ 的中 �� １４６２７（３番人気）
ワイド票数 計 ３３７２９４ 的中 �� １８９３９（２番人気）�� ３７４３（１８番人気）�� ２０５２（４６番人気）
３連複票数 計 ９４４６３０ 的中 ��� ５１８１（３６番人気）
３連単票数 計１７５７５２７ 的中 ��� ２３９８（１１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２３．９―３５．４―４７．３―５９．５―１：１１．６―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハッピーアビラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー ２０１２．１．１４ 京都５着

２００９．２．１３生 牝３鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice ８戦２勝 賞金 ２２，２５３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クラウディーハート号・マイネイディール号
（非抽選馬）１２頭 ウォーターメジャー号・エクスビート号・クイーンアルタミラ号・クラウンフィデリオ号・サトノオリオン号・

シャイニングサヤカ号・シンゼンレンジャー号・スピアナート号・タツストロング号・ビーチパレード号・
モエレマリーア号・リルバイリル号

※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。



（２４中京３）第１日 １２月１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 １８９頭 本 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

２６３，６５０，０００円
５，７８０，０００円
２，７５０，０００円
２４，４５０，０００円
６４，８８５，５００円
５，１１８，０００円
１，８１４，４００円

勝馬投票券売得金
２８３，９５８，８００円
５１２，６６５，７００円
１６７，７２５，３００円
６８８，８８０，２００円
４０３，３０９，３００円
３０２，５９２，１００円
９４１，７１２，３００円
１，６２６，６５４，８００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ４，９２７，４９８，５００円

総入場人員 １７，９５３名 （有料入場人員 １６，３７３名）


