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３５０４９１２月１５日 雨 重 （２４中京３）第５日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時００分 （ダート・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

１：５６．０
１：５２．０

良

不良

５１０ ハブアストロール 牡２鹿 ５５ 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか マークリ牧場 ５１４± ０１：５６．３ ４．４�

１１ ヴェルフェン 牡２芦 ５５ 丸田 恭介�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 ４８６± ０１：５６．４� ２２．５�
４８ � ダノンチャコ 牝２黒鹿５４ 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 米 Dan J. Agnew ４９８－ ２１：５６．８２� ９．１�
５９ ヒルノドンカルロ 牡２青鹿５５ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 ５１８± ０１：５６．９� ３．７�
４７ シゲルウミヘビザ 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 出羽牧場 ４６８± ０１：５７．０クビ ９４．４�
８１５ タイセイホーネット 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４７８－ ４１：５７．１� １４．９�
２３ ポンデザムール 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 ５００＋ ２１：５７．４１� ２９．９	
３６ ドラグレスク 牡２鹿 ５５ 武 豊村上 憲政氏 本田 優 日高 荒井ファーム ５１６± ０１：５７．６１� ４．０

７１４ サンミッシェル 牝２栗 ５４

５１ ▲横山 和生武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４８＋ ２ 〃 ハナ １１４．６�
１２ チェリッシュハート 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 B４３４± ０１：５８．４５ １２４．８�

６１１ テイエムオオワシ 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 増本牧場 ４９２＋ ２１：５９．４６ ２２５．９
６１２ タマモマテンロウ 牡２黒鹿５５ 松山 弘平タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 ４６４＋ ４２：００．１４ ８４．６�
７１３ タニセンダイナスト 牡２鹿 ５５ 中舘 英二染谷 幸雄氏 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 ４４６＋ ６２：００．２クビ １４．２�
３５ ダノングラッド 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ �ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４４０＋ ６２：００．７３ ８．８�

（豪）

８１６ スイングタキオン 牡２栗 ５５ 三浦 皇成平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 ４７０± ０２：０１．２３ ３３．３�

（１５頭）
２４ マイネルエウロス 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４９６＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １２，１５４，０００円 複勝： ２１，４１９，７００円 枠連： ９，４７０，８００円

馬連： ２３，４０８，０００円 馬単： １５，７５２，６００円 ワイド： １３，７９０，２００円

３連複： ３５，８４２，５００円 ３連単： ５１，１４２，１００円 計： １８２，９７９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � ４３０円 � ２５０円 枠 連（１－５） ２，５５０円

馬 連 �� ５，５５０円 馬 単 �� ９，１８０円

ワ イ ド �� １，３２０円 �� ６４０円 �� ３，０４０円

３ 連 複 ��� １２，３４０円 ３ 連 単 ��� ８２，７７０円

票 数

単勝票数 差引計 １２１５４０（返還計 ９２４） 的中 � ２２１０４（３番人気）
複勝票数 差引計 ２１４１９７（返還計 １９６４） 的中 � ５２０６１（１番人気）� １０１６２（８番人気）� ２０８６５（４番人気）
枠連票数 差引計 ９４７０８（返還計 ９３） 的中 （１－５） ２７４９（１０番人気）
馬連票数 差引計 ２３４０８０（返還計 ５２１２） 的中 �� ３１１６（２１番人気）
馬単票数 差引計 １５７５２６（返還計 ３６０９） 的中 �� １２６７（３２番人気）
ワイド票数 差引計 １３７９０２（返還計 ３７１８） 的中 �� ２５４９（１６番人気）�� ５６７６（４番人気）�� １０７０（３５番人気）
３連複票数 差引計 ３５８４２５（返還計 １３８１４） 的中 ��� ２１４５（４０番人気）
３連単票数 差引計 ５１１４２１（返還計 １９９４８） 的中 ��� ４５６（２６４番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．５―１３．１―１２．９―１２．８―１３．３―１３．４―１２．５―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．７―３７．８―５０．７―１：０３．５―１：１６．８―１：３０．２―１：４２．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハブアストロール �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 ピルサドスキー デビュー ２０１２．７．２２ 札幌５着

２０１０．４．９生 牡２鹿 母 ダイナマイトガール 母母 マヤノファンシー ７戦１勝 賞金 １０，３５０，０００円
〔競走除外〕 マイネルエウロス号は，馬場入場後に疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。
※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） ５頭 エイダイシアトル号・エンジェルベイビー号・コスモアドミラル号・トーセンカラヤン号・ライトジャガー号
（非抽選馬） １頭 パワーオブシャドー号
※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。

３５０５０１２月１５日 雨 重 （２４中京３）第５日 第２競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時３０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

１：１０．１
１：０８．７

重

重

８１５ アスコットシチー 牡３栗 ５６
５３ ▲菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 ４６６＋１０１：１１．６ ２．４�

２４ � ゴールドディガー 牡４栗 ５７
５４ ▲水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム ４７２＋ ４１：１１．８１� ６．８�

４７ � スプリングオスロ 牡５鹿 ５７ 田中 健加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 宮本 一輝 ５１２± ０１：１２．１１� １２．１�
７１４ スノークラフト 牝３芦 ５４ 黛 弘人鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４５４＋ ４１：１２．５２� ６．７�
５１０ キョウエイショウリ 牡４黒鹿５７ 小野寺祐太田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４６２＋ ４１：１３．１３� １６２．１�
１１ セ ラ ヴ ィ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４２８＋ ６ 〃 クビ ５１．１	
８１６ メイショウオハツ 牝３黒鹿 ５４

５２ △西村 太一松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４７６－ ６１：１３．２� ３７．２

６１２ ブリージーデイズ 牡５栗 ５７

５４ ▲長岡 禎仁 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム B５０８＋１０ 〃 ハナ １４．６�
５９ ニシノラメール 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 B４８０± ０１：１３．３� ８８．４�
３５ オ ー パ ル ス 牡４芦 ５７

５４ ▲平野 優広尾レース� 黒岩 陽一 新ひだか 大典牧場 ５０２± ０１：１３．５� ２５．７
３６ � キングスクワート 牡５鹿 ５７

５４ ▲原田 和真増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田 三千雄 ４９８＋ ８ 〃 ハナ １８８．７�
２３ ノ ア ノ ア 牝４芦 ５５ 荻野 琢真M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ５１０＋ ８ 〃 アタマ １７．７�
１２ キ ー メ ー ル 牡３鹿 ５６ 大下 智北前孔一郎氏 目野 哲也 新冠 高瀬 敦 ４９８－ ７１：１４．０３ １２１．５�
７１３ タイセイマグナム 牡４栗 ５７

５４ ▲菅原 隆一田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 B５４２＋１０１：１４．１� ９７．４�
４８ メリーチャン 牝４芦 ５５

５２ ▲中井 裕二ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：１４．２クビ ７．１�
６１１ アラビアンマジック 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 ４７２＋１２１：１４．５１� １７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，９７７，７００円 複勝： ２２，９０６，４００円 枠連： ８，７４８，８００円

馬連： ２３，５６９，０００円 馬単： １７，０５９，０００円 ワイド： １３，３３８，６００円

３連複： ３７，２８７，１００円 ３連単： ５２，７２８，７００円 計： １８８，６１５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（２－８） ６４０円

馬 連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ５７０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� １，７５０円 ３ 連 単 ��� ６，９６０円

票 数

単勝票数 計 １２９７７７ 的中 � ４４４３５（１番人気）
複勝票数 計 ２２９０６４ 的中 � ６３１０３（１番人気）� ２９８９３（２番人気）� ２３０９４（５番人気）
枠連票数 計 ８７４８８ 的中 （２－８） １０１６５（２番人気）
馬連票数 計 ２３５６９０ 的中 �� １７０１４（２番人気）
馬単票数 計 １７０５９０ 的中 �� ８４５４（３番人気）
ワイド票数 計 １３３３８６ 的中 �� ８１５２（２番人気）�� ５７５８（４番人気）�� ４４４７（５番人気）
３連複票数 計 ３７２８７１ 的中 ��� １５７６９（１番人気）
３連単票数 計 ５２７２８７ 的中 ��� ５５９２（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．９―１１．９―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３５．３―４７．２―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスコットシチー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．１０ 函館８着

２００９．３．１２生 牡３栗 母 リボンシチー 母母 リボーンガーネット ９戦１勝 賞金 １２，９００，０００円
［他本会外：１戦１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。
（非当選馬） ２頭 グローリーステップ号・タイセイクインス号

第３回 中京競馬 第５日



３５０５１１２月１５日 曇 重 （２４中京３）第５日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時００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

１：４９．４
１：４７．８

良

重

６１１ マジカルツアー 牡３栗 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４７２－ ２１：５２．３ ６．３�

６１２ タイセイローマン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 ４９８± ０１：５２．５１� １０．０�
７１４ デュアルサクセス 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ４１：５２．９２� ９．９�
７１３ ブリスコーラ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一グリーンスウォード 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 ５１４＋ ６１：５３．１１� ３．２�
２４ マイネルガネーシャ 牡４栗 ５７

５４ ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 ５１６＋ ６１：５３．５２� ７４．３�

４８ シンデンアラタ 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎神田 通博氏 佐藤 全弘 新ひだか 落合 一巳 ５０４± ０１：５３．７１� １８２．４�
５９ トニーポケット 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 ４７８＋１８ 〃 ハナ ８．２	
３５ ペガサスキングビー 牡５栃栗５７ 高倉 稜松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４９０＋ ４１：５３．８クビ ８０．９

５１０ ルスナイスナイパー 牡３栗 ５６ 今村 康成��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５４＋ ４ 〃 ハナ １６．５�
２３ スペルヴィア 牡３黒鹿５６ 川田 将雅佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ８１：５３．９� ３．５
１２ � コスモゴールデン 牡４鹿 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ５１０＋１４１：５４．１１� ３４．７�
１１ ミ チ ャ エ ル 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦クレイベンチャー小崎 憲 日高 オリオンファーム ４５４± ０１：５４．５２� ４６．７�
８１５ バ シ リ ク ス 牡４鹿 ５７ 丸山 元気ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４９８＋ ２１：５４．６クビ ７４．２�
８１６ ダイビングキャッチ 牡５芦 ５７ 丹内 祐次島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ４７４＋１２１：５５．０２� ６８．６�
４７ � 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 ４４２－ ２ 〃 ハナ ２２２．７�
３６ コ ー ル ミ ー 牝３鹿 ５４

５１ ▲原田 和真千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新冠 松浦牧場 B４５８＋ ４１：５７．３大差 １８４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７１８，１００円 複勝： ２５，９７１，５００円 枠連： １０，６９６，６００円

馬連： ２６，９５９，６００円 馬単： １９，７６４，６００円 ワイド： １５，８４５，９００円

３連複： ３９，５８０，７００円 ３連単： ６１，５９９，６００円 計： ２１５，１３６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２５０円 � ２９０円 � ２４０円 枠 連（６－６） ２，７５０円

馬 連 �� ３，２３０円 馬 単 �� ５，８７０円

ワ イ ド �� １，３００円 �� １，１７０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ８，３９０円 ３ 連 単 ��� ４０，３８０円

票 数

単勝票数 計 １４７１８１ 的中 � １８５８９（３番人気）
複勝票数 計 ２５９７１５ 的中 � ２９０５７（４番人気）� ２２５７５（６番人気）� ２９１８０（３番人気）
枠連票数 計 １０６９６６ 的中 （６－６） ２８７８（１０番人気）
馬連票数 計 ２６９５９６ 的中 �� ６１６３（１３番人気）
馬単票数 計 １９７６４６ 的中 �� ２４８８（２４番人気）
ワイド票数 計 １５８４５９ 的中 �� ３００１（１４番人気）�� ３３５５（１２番人気）�� ２７９３（１６番人気）
３連複票数 計 ３９５８０７ 的中 ��� ３４８３（２７番人気）
３連単票数 計 ６１５９９６ 的中 ��� １１２６（１２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．５―３７．１―４９．８―１：０２．１―１：１４．３―１：２６．８―１：３９．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジカルツアー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rahy デビュー ２０１２．１．１５ 京都１着

２００９．４．２２生 牡３栗 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif ８戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ナーゴナーゴサユリ号・ビコークラウン号

３５０５２１２月１５日 曇 稍重 （２４中京３）第５日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時３０分 （芝・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� 基準タイム

中央レコード

１：３６．１
１：３３．１

良

良

１２ マジカルビアンカ 牝２芦 ５４
５１ ▲菱田 裕二村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 ４３２－ ２１：３７．０ ６．２�

７１４ カレンケカリーナ 牝２黒鹿５４ 武 豊鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４９０－ ４ 〃 ハナ ３．２�
６１１ ミラクルラヴィ 牝２栗 ５４ 丸山 元気藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ４６６－ ２１：３７．２１� ３６．３�
４７ トーワフォーエバー 牝２芦 ５４ 川須 栄彦齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ４６０－ ４１：３７．３� １１．５�
３６ ラッキーマンボ 牝２鹿 ５４ 古川 吉洋 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４７８－ ４１：３７．５１� ２２．９�
８１５ 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 ４４８－ ６１：３７．８１� １６．３�
７１３ ルーセブラック 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４４６－ ２ 〃 クビ １７９．５	
２３ ディレットリーチェ 牝２栗 ５４ 松山 弘平飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 ４８２－ ２１：３８．０� １０．０

５９ ミラクルセレーネ 牝２鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 坂本牧場 ４４０－ ６１：３８．４２� ４３．５�
３５ ケイツーモリガン 牝２栗 ５４ 黛 弘人楠本 勝美氏 蛯名 利弘 むかわ 上水牧場 ４２０－ ６１：３８．５� １９４．４�
２４ ハッピードライブ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４４８－１４１：３８．７１� ９７．１
６１２ ウォーターチューン 牝２鹿 ５４ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ １８．２�
４８ シナジーウィスパー 牝２黒鹿５４ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３８－ ６１：３８．８� ３．３�

（豪）

１１ ソ ラ 牝２栗 ５４ 吉田 隼人林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４７２－ ８１：３８．９� １７１．２�
８１６ サンマルビューティ 牝２黒鹿５４ 北村 友一相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 ４３８－１２１：３９．０� １３６．８�
５１０ リージェンシー 牝２鹿 ５４ 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６－ ４１：４４．６大差 １９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３３３，０００円 複勝： ３３，００６，３００円 枠連： ９，６６３，２００円

馬連： ３０，６５６，５００円 馬単： ２２，００３，３００円 ワイド： １８，２８９，５００円

３連複： ４２，７０９，８００円 ３連単： ６６，６１０，６００円 計： ２４２，２７２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � ９００円 枠 連（１－７） １，０４０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ３，３３０円 �� ３，３１０円

３ 連 複 ��� １２，８３０円 ３ 連 単 ��� ５６，２５０円

票 数

単勝票数 計 １９３３３０ 的中 � ２４５７４（３番人気）
複勝票数 計 ３３００６３ 的中 � ４８９８５（３番人気）� ７０３０６（１番人気）� ６８１５（１１番人気）
枠連票数 計 ９６６３２ 的中 （１－７） ６８８０（３番人気）
馬連票数 計 ３０６５６５ 的中 �� １９７９７（２番人気）
馬単票数 計 ２２００３３ 的中 �� ６４７２（６番人気）
ワイド票数 計 １８２８９５ 的中 �� ８６８５（３番人気）�� １２９８（４１番人気）�� １３０６（４０番人気）
３連複票数 計 ４２７０９８ 的中 ��� ２４５８（４９番人気）
３連単票数 計 ６６６１０６ 的中 ��� ８７４（１７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．１―３５．９―４８．０―１：００．８―１：１３．０―１：２４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マジカルビアンカ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 Dixie Brass デビュー ２０１２．６．３０ 函館４着

２０１０．３．３０生 牝２芦 母 マルターズビアンカ 母母 Caromist ８戦１勝 賞金 １２，２００，０００円
〔制裁〕 マジカルビアンカ号の騎手菱田裕二は，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７０，０００円。（１０番への進

路影響）
〔その他〕 リージェンシー号は，最後の直線コース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。
※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。



３５０５３１２月１５日 曇 稍重 （２４中京３）第５日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１２時００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

２：０３．６
１：５９．９

良

良

６１２ ジャングルパサー 牡２鹿 ５５
５２ ▲藤懸 貴志有限会社シルク山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ５００－ ６２：０５．６ ５．４�

１２ サンライズウェイ 牡２栗 ５５ 高倉 稜松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２２：０６．０２� ６．９�
２３ カ ミ ー リ ア 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４８４－ ４２：０６．３２ ３３．５�
１１ ライフトップガン 牡２鹿 ５５ 北村 友一谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 ４７８－１２ 〃 ハナ ４．５�
３５ ピ ュ ク シ ス 牝２青 ５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４４８－１０ 〃 クビ ３．２�
８１６ エスターブレ 牝２栗 ５４ 吉田 隼人草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 ４４８－ ８２：０６．４クビ １７１．０	
２４ ブ ラ ド ッ ク 牡２黒鹿５５ 鮫島 良太松田 整二氏 田島 良保 平取 びらとり牧場 ４４６± ０２：０６．７２ ２４．９

４８ マイネルカミカゼ 牡２黒鹿５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 畔高牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ ３３．９�
８１７ ウインデスティニー 牡２栗 ５５

５２ ▲中井 裕二�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４２４－ ４２：０６．８� ３０．３�
６１１ シゲルオヒツジザ 牡２青 ５５

５２ ▲菱田 裕二森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 ４７０＋１４２：０７．０１ １０．７
７１３ トミケンホッパス 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎冨樫 賢二氏 谷 潔 日高 坂 牧場 ４８２－ ４２：０７．２１� ３６．６�
８１８ キョウワシコウ 牡２鹿 ５５ 松山 弘平�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ５００± ０ 〃 クビ ２４．３�
７１５ ローゼンガルテン 牡２青 ５５ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４３８－ ４２：０７．４１� １５．４�
５１０ シンゼンプロフィア 牡２栗 ５５ 中舘 英二原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 小葉松 幸雄 ４７６＋ ２２：０７．７２ １６３．４�
３６ ファインドラゴン 牡２鹿 ５５

５３ △西村 太一吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４３４± ０ 〃 アタマ ４１２．３�
５９ 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 ４２０－ ６２：０８．０２ １４４．１�
４７ ディアキーパー 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥ディアレスト 菊川 正達 浦河 桑田フアーム B４４６＋１０ 〃 クビ １５７．７�
７１４ ティアップロージズ 牡２黒鹿５５ 古川 吉洋田中 昇氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 ４５４＋ ２ 〃 アタマ １９４．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，００３，３００円 複勝： ２６，８６２，９００円 枠連： １３，５２３，９００円

馬連： ２７，４５１，３００円 馬単： ２０，５３０，６００円 ワイド： １７，５７２，７００円

３連複： ４２，５５４，５００円 ３連単： ６６，５９４，１００円 計： ２３２，０９３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １８０円 � ２２０円 � １，０００円 枠 連（１－６） ５６０円

馬 連 �� １，６７０円 馬 単 �� ３，５３０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ３，４５０円 �� ３，６６０円

３ 連 複 ��� ２１，７５０円 ３ 連 単 ��� ９６，１８０円

票 数

単勝票数 計 １７００３３ 的中 � ２５０７３（３番人気）
複勝票数 計 ２６８６２９ 的中 � ４６８８２（２番人気）� ３３８２１（４番人気）� ５３７５（１１番人気）
枠連票数 計 １３５２３９ 的中 （１－６） １８１４５（２番人気）
馬連票数 計 ２７４５１３ 的中 �� １２１５６（６番人気）
馬単票数 計 ２０５３０６ 的中 �� ４２９８（１１番人気）
ワイド票数 計 １７５７２７ 的中 �� ８７７２（４番人気）�� １２０３（４０番人気）�� １１３０（４２番人気）
３連複票数 計 ４２５５４５ 的中 ��� １４４４（６３番人気）
３連単票数 計 ６６５９４１ 的中 ��� ５１１（２６９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．４―１３．１―１３．２―１３．４―１３．３―１２．８―１２．０―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．４―３７．５―５０．７―１：０４．１―１：１７．４―１：３０．２―１：４２．２―１：５３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ジャングルパサー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１２．１１．１１ 福島５着

２０１０．３．１２生 牡２鹿 母 アーモンドパサー 母母 ジョードシュア ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時０５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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 トミケンブリランテ号・フロレント号
（非抽選馬） １頭 ステージジャンプ号

３５０５４１２月１５日 曇 重 （２４中京３）第５日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０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

１：２２．５
１：２１．５

良

不良

８１６ ビーチパレード 牝４黒鹿５５ C．ウィリアムズ �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：２５．３ ２．８�
（豪）

１２ ジョーアカリン 牝４黒鹿５５ 川田 将雅上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４３４－ ２ 〃 クビ ９．１�
７１４ スパークオンアイス 牝３鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４７４± ０１：２５．５１� １２．８�
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 ４９０＋ ６ 〃 ハナ ８．８�
６１１ アフロディシアス 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新冠 村本牧場 ４４６＋ ８１：２５．６� ６６．０�
６１２� コーリングオブラブ 牝５栗 ５５ 三浦 皇成飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ ５．５�
７１３� アルティメイトラブ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６２＋ １１：２５．７� ６．８	
１１ クレバーオーロラ 牝３芦 ５４ 丸田 恭介本間 充氏 加藤 和宏 日高 日高大洋牧場 ４５８＋１０１：２５．９１� ５７．５

８１５� トルピドトウショウ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５０－ ６１：２６．１１� ３２．６�
５９ ロマンスリップ 牝３鹿 ５４ 松田 大作�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４６２＋ ２１：２６．３１ １４．７
５１０ キンショーキラ 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二礒野日出夫氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 ４８２－ ２１：２６．５１� ２９．９�
２４ トップスカーレット 牝３栗 ５４ 川須 栄彦林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２１：２６．７１� ４６．８�
３６ ニチドウルチル 牝５栗 ５５ 伊藤 工真山田 伸氏 黒岩 陽一 新ひだか 大平牧場 ４９２－ ４１：２６．９１� ７１．４�
３５ ミニーバローズ 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４９４－ ２１：２７．０クビ ７２．３�
４８ モエレマリーア 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４４４－ ６１：２７．８５ ５５．５�
２３ プレシャスペスカ 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 B４６２＋１６１：２８．７５ ３１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９０１，６００円 複勝： ２７，６０９，０００円 枠連： １０，７２４，７００円

馬連： ２９，７９０，０００円 馬単： １９，９８６，９００円 ワイド： １７，４６１，４００円

３連複： ４３，７０５，６００円 ３連単： ６６，２４６，７００円 計： ２３１，４２５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２８０円 � ２６０円 枠 連（１－８） １，１３０円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，９８０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ４６０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ４，７６０円 ３ 連 単 ��� １７，７５０円

票 数

単勝票数 計 １５９０１６ 的中 � ４６１０１（１番人気）
複勝票数 計 ２７６０９０ 的中 � ６１３７６（１番人気）� ２３００３（６番人気）� ２４６０３（５番人気）
枠連票数 計 １０７２４７ 的中 （１－８） ７０２７（５番人気）
馬連票数 計 ２９７９００ 的中 �� １９８４６（３番人気）
馬単票数 計 １９９８６９ 的中 �� ７４５０（３番人気）
ワイド票数 計 １７４６１４ 的中 �� ７２７４（４番人気）�� ９９３５（２番人気）�� ２４４６（１７番人気）
３連複票数 計 ４３７０５６ 的中 ��� ６７７８（１０番人気）
３連単票数 計 ６６２４６７ 的中 ��� ２７５５（３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．６―４７．９―１：００．３―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーチパレード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Boundary デビュー ２０１０．１２．４ 阪神２着

２００８．５．２２生 牝４黒鹿 母 ビーチフラッグ 母母 First Flag ２５戦３勝 賞金 ４５，９５２，０００円
〔その他〕 プレシャスペスカ号は，向正面から４コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 キタサンテンニョ号・ジルコニア号・スピーディードータ号
（非抽選馬） ９頭 エーシングランダム号・カルテブランシェ号・サンタンジェロ号・ショウナンワヒネ号・ドーリーガール号・

ノベンバーペガサス号・ヒノデポベーダ号・ラヴァズアゲイン号・ラブリースター号
※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。



３５０５５１２月１５日 曇 重 （２４中京３）第５日 第７競走 ��１，９００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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� 基準タイム

中央レコード

１：５８．２
１：５３．７

重

不良

８１５ タイセイモンスター 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ 田中 成奉氏 須貝 尚介 様似 �村 伸一 ５２４－ ２１：５９．４ ４．３�
（豪）

７１４ オーシャンドライブ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５４０＋ ４１：５９．６１� ２．４�

７１３� レッドデセーオ 牝４栗 ５５ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４９６－ ６２：００．２３� ８．０�
６１２ フェアブレシア 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ５４４＋ ８２：００．３� １０．３�
２４ グレートヴァリュー 牡４黒鹿５７ 松田 大作小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 B４６０＋ ４２：０１．１５ ６７．７�
２３ ダヴィンチバローズ 牡４鹿 ５７ 武 豊猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 ４８４＋ ６ 〃 クビ ６．７�
３５ ファンタズミック 牡４鹿 ５７ 丸山 元気大塚亮一� 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５１２－ ２２：０１．２クビ ９．３	
５９ ヤマイチタイキ 牡６鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志坂本 肇氏 鹿戸 明 平取 二風谷ファーム ４９６－ ２２：０１．６２� １４７．４

８１６� メイショウマルクル 牡４栗 ５７

５４ ▲横山 和生松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 ５０２＋ ６ 〃 ハナ ８１．５�
３６ トーセンアスカ 牡３栗 ５６ 伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６２－ ６ 〃 クビ ７８．２
１２ メイショウリバー 牡７鹿 ５７ 今村 康成松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４８６＋ ２２：０２．０２� ６３．３�
１１ コスモガラサ 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 日高 加藤牧場 B４５４＋ ２ 〃 クビ １５１．２�
５１０ センティラシオン 牝４芦 ５５

５３ △西村 太一中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７６－ ２２：０２．１� ３０７．０�
６１１ ディープスノー 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎日下部勝�氏 牧 光二 新冠 石郷岡 雅樹 ４６８＋ ４ 〃 クビ ６２．９�
４８ � コイスキャーレ 牡５黒鹿５７ 田中 健浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ５５０± ０２：０２．２� ２５５．９�
４７ ビ ッ ク ケ ン 牡３鹿 ５６ 松山 弘平小野 建氏 池上 昌弘 浦河 三好牧場 B４６８－ ８ 〃 クビ ３０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９９７，８００円 複勝： ２２，９４０，９００円 枠連： ９，７５１，２００円

馬連： ２６，３１８，６００円 馬単： １８，９４０，０００円 ワイド： １４，１４７，７００円

３連複： ３６，５４３，５００円 ３連単： ６４，６５６，２００円 計： ２０８，２９５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（７－８） ３４０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ５２０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ４，４００円

票 数

単勝票数 計 １４９９７８ 的中 � ２７６９７（２番人気）
複勝票数 計 ２２９４０９ 的中 � ４５９０６（２番人気）� ５２３３８（１番人気）� ２１６７７（５番人気）
枠連票数 計 ９７５１２ 的中 （７－８） ２１４１６（１番人気）
馬連票数 計 ２６３１８６ 的中 �� ４１７２２（１番人気）
馬単票数 計 １８９４００ 的中 �� １１９２６（２番人気）
ワイド票数 計 １４１４７７ 的中 �� ２０４２３（１番人気）�� ６０２８（７番人気）�� ７２３７（４番人気）
３連複票数 計 ３６５４３５ 的中 ��� ２６９４１（２番人気）
３連単票数 計 ６４６５６２ 的中 ��� １０８６３（３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．６―１９．２―３１．０―４４．２―５７．２―１：１０．０―１：２２．８―１：３５．２―１：４７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

タイセイモンスター �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１１．１２．１１ 小倉７着

２００９．５．２２生 牡３栗 母 バレーダンシング 母母 Soltura １２戦２勝 賞金 ２１，７０６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 シェーンレーヴェ号・ジョウノカーラ号
※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。

３５０５６１２月１５日 曇 稍重 （２４中京３）第５日 第８競走 ��１，４００�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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

６１２ シェルエメール 牝４黒鹿５５ C．ウィリアムズ 前田 葉子氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２± ０１：２３．６ ５．３�
（豪）

６１１ アグネスマチュア 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８６－ ４ 〃 ハナ ６．５�
７１３� カディーシャ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 ４２２＋ ９ 〃 クビ １４．５�
３６ トシザグレイト 牡３鹿 ５６ 川田 将雅上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４６２± ０１：２３．７クビ ６．９�
７１５� コスモソウタ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 ４７０－ ３１：２３．９１� ３６．１�
５１０ コ リ ー ヌ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８± ０ 〃 クビ ５．６	
１２ デプロマトウショウ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ １７．３

８１８ ヨドノグレイス 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４２８＋ ２１：２４．１１� ３３．３�
８１７ サ ヴ ァ ー レ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４２４± ０１：２４．２� ２８．６�
７１４ ヴィーヴァサルーテ 牡６青 ５７ 中舘 英二芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０＋ ６１：２４．４１ １１１．５
５９ ノーザンソング 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７８＋ ４１：２４．５� ２８９．１�
４７ アイファーハイカラ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４７８＋２２ 〃 アタマ ２６．０�
２３ マイネサヴァラン 牝３青鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋ ８ 〃 アタマ ４１．８�
８１６ ナガレボシイチバン 牡５鹿 ５７ 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 小倉 光博 ４７２＋ ２１：２４．６クビ ３９．４�
３５ ミ ス コ マ チ 牝４黒鹿５５ 酒井 学西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 八木 常郎 ４４４＋ ６１：２４．７� １３５．０�
１１ 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 ４６８－ ６１：２４．８クビ ４．０�
４８ � プレシャスライン 牝４栗 ５５ 田中 博康下河�行雄氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ４７４－２６１：２４．９� １３２．４�
２４ フレンチナデシコ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下

ファーム ４００－ ８１：２５．１１� １０８．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，５８６，１００円 複勝： ３１，５８４，５００円 枠連： １４，９６９，７００円

馬連： ３５，６５２，８００円 馬単： ２４，５１４，７００円 ワイド： １８，１２２，８００円

３連複： ５３，６３６，７００円 ３連単： ８４，５３８，３００円 計： ２８２，６０５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２００円 � ２２０円 � ４８０円 枠 連（６－６） １，７８０円

馬 連 �� １，７３０円 馬 単 �� ３，５９０円

ワ イ ド �� ６００円 �� １，５４０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� ８，９３０円 ３ 連 単 ��� ４４，３２０円

票 数

単勝票数 計 １９５８６１ 的中 � ２９２５９（２番人気）
複勝票数 計 ３１５８４５ 的中 � ４８５０６（２番人気）� ４１３０８（４番人気）� １４２５５（７番人気）
枠連票数 計 １４９６９７ 的中 （６－６） ６２２２（１０番人気）
馬連票数 計 ３５６５２８ 的中 �� １５２８１（７番人気）
馬単票数 計 ２４５１４７ 的中 �� ５０４１（１５番人気）
ワイド票数 計 １８１２２８ 的中 �� ７８９４（２番人気）�� ２８３２（１２番人気）�� ２２８６（１９番人気）
３連複票数 計 ５３６３６７ 的中 ��� ４４３３（２２番人気）
３連単票数 計 ８４５３８３ 的中 ��� １４０８（９７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１２．１―１２．４―１２．２―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．８―３５．９―４８．３―１：００．５―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シェルエメール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．５ 小倉２着

２００８．４．１７生 牝４黒鹿 母 ポンデローザ 母母 ゲイアティーガール １５戦２勝 賞金 ２７，０３７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アドマイヤアロング号・ゼフィランサス号・ニュアージゲラン号
※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。



３５０５７１２月１５日 曇 重 （２４中京３）第５日 第９競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４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

１：４９．４
１：４７．８

良

重

６１２ コスモシャンハイ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 ５０４－ ２１：５３．５ ７．７�

２４ フーラブライド 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４７０＋ ２１：５３．７１� ５．１�
７１３ セトノハリケーン 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５２４± ０１：５３．９１� ９．２�
７１４ ジ ェ ラ ル ド 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９４＋１４１：５４．０クビ ２．８�

（豪）

５１０ ディアアプローズ 牝４鹿 ５５ 松山 弘平�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ６１：５４．１� １０．１�
１２ 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 ４５８＋ ２１：５４．２� ２０．３	
６１１ ラ グ ナ ロ ク �６黒鹿５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B４９０＋ ２１：５４．３クビ １１８．８

１１ デンコウアクティブ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 ５１０＋２６ 〃 クビ １２．０�
４７ ガッテンキャンパス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 ４４６－ ２１：５４．５１� ８７．９�
５９ 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± ０ 〃 クビ ９．９
３６ キングスバーン 牡３鹿 ５６ 的場 勇人林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 ５１０＋ ２１：５４．６クビ ２１．２�
８１６	 トーホウベスト 牡４鹿 ５７

５５ △西村 太一東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 B５００－ ８１：５４．９２ １１６．４�
４８ メジロマリシテン 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生岩� 伸道氏 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４８０－ ７１：５５．０クビ １２５．５�
８１５ ジョウテンオリーヴ 牝３鹿 ５４ 北村 友一田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４９８＋ ６１：５５．１� ７６．０�
２３ 	 ロージーライト 牡４青鹿５７ 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 メイプルファーム ５００＋１２ 〃 ハナ ５４．７�
３５ ワルトユニヴァース 牡５栗 ５７

５４ ▲中井 裕二的場 徹氏 野中 賢二 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４４８－１３１：５５．２� ８４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７８８，３００円 複勝： ３１，０３７，２００円 枠連： １４，２７９，９００円

馬連： ３８，８７６，２００円 馬単： ２６，９５１，４００円 ワイド： ２０，０９７，４００円

３連複： ５８，３１４，３００円 ３連単： ９９，８３０，２００円 計： ３０９，１７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � ２３０円 枠 連（２－６） １，８４０円

馬 連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ４，７１０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ８５０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ４，４７０円 ３ 連 単 ��� ２４，７２０円

票 数

単勝票数 計 １９７８８３ 的中 � ２０３７３（３番人気）
複勝票数 計 ３１０３７２ 的中 � ３７５３５（３番人気）� ５３３５５（１番人気）� ３３４０６（４番人気）
枠連票数 計 １４２７９９ 的中 （２－６） ５７３１（１０番人気）
馬連票数 計 ３８８７６２ 的中 �� １４３３４（７番人気）
馬単票数 計 ２６９５１４ 的中 �� ４２３１（１４番人気）
ワイド票数 計 ２００９７４ 的中 �� ７０３０（６番人気）�� ５７９３（８番人気）�� ７１６７（４番人気）
３連複票数 計 ５８３１４３ 的中 ��� ９６４２（９番人気）
３連単票数 計 ９９８３０２ 的中 ��� ２９８１（５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３７．７―５１．２―１：０４．１―１：１６．７―１：２９．２―１：４１．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモシャンハイ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１１．９．１１ 中山５着

２００９．４．２８生 牡３鹿 母 シャンハイセンプー 母母 ドースクダイリン １０戦２勝 賞金 １８，０２０，０００円
※ジョウテンオリーヴ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３５０５８１２月１５日 曇 稍重 （２４中京３）第５日 第１０競走 ��
��２，２００�名古屋日刊スポーツ杯

発走１５時００分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
名古屋日刊スポーツ新聞社賞（１着）

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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．５
２：１０．０

良

良

１１ ホッコーブレーヴ 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４８２± ０２：１５．６ ２．０�

７１０� コモノドラゴン 牡４栗 ５７ 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 ４７４＋ ４２：１５．８１� ９．８�
２２ ラヴィンライフ 牡６鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２＋ ４ 〃 ハナ ６．６�
３３ 	 サトノエンデバー 牡３黒鹿５３ 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 豪

Roncon, Cobra Blood-
stock Australia Pty Ltd,
Austramore Pty Ltd

４７２＋ ８ 〃 ハナ １４．５�
５６ アドマイヤカーリン 牡４青鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ４ 〃 ハナ ７．６�
５７ ブライトジェム 牡４栗 ５７ 吉田 隼人栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 ４９８＋ ４２：１６．２２
 ６６．２�
６８ グッドバニヤン 牡７栃栗５７ 松田 大作津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４４８－ ２２：１６．３
 ５５．４	
６９ ケルンフォーティー 牡３栗 ５５ 杉原 誠人谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４５８－ ４２：１６．５１� ６４．９

４５ メイショウスクラム 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４９８± ０２：１６．９２
 ７６．０�
４４ ライジングサン 牡４栗 ５７ 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５２２± ０２：１７．２１� ９．５
７１１ カリスマミッキー 牡４栗 ５７ 川須 栄彦三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４８８＋ ２ 〃 クビ ２７．１�
８１２ テーオーストーム 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎小笹 公也氏 藤岡 健一 門別 ヤナガワ牧場 ４９２± ０２：１７．３
 １７．２�
８１３ ステアトゥヘヴン 牡３鹿 ５５ 大野 拓弥 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B５２０＋ ２２：１８．１５ ２９．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，５３１，３００円 複勝： ３０，００５，４００円 枠連： １１，０５５，５００円

馬連： ５０，１３７，９００円 馬単： ３２，１４４，４００円 ワイド： ２４，０５９，４００円

３連複： ６６，２９６，７００円 ３連単： １２４，３７２，８００円 計： ３５８，６０３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � １８０円 枠 連（１－７） ７３０円

馬 連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２７０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� ７，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２０５３１３ 的中 � ８３２４４（１番人気）
複勝票数 計 ３０００５４ 的中 � ９０６１５（１番人気）� ２７９００（３番人気）� ３９７１７（２番人気）
枠連票数 計 １１０５５５ 的中 （１－７） １１２３８（２番人気）
馬連票数 計 ５０１３７９ 的中 �� ３５００８（４番人気）
馬単票数 計 ３２１４４４ 的中 �� １４９４０（４番人気）
ワイド票数 計 ２４０５９４ 的中 �� １４８４５（４番人気）�� ２４３８０（１番人気）�� ７５００（７番人気）
３連複票数 計 ６６２９６７ 的中 ��� ２７２８９（３番人気）
３連単票数 計１２４３７２８ 的中 ��� １２４３１（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．１―１２．７―１３．１―１３．１―１２．６―１２．７―１２．５―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�
１２．６―２３．８―３４．９―４７．６―１：００．７―１：１３．８―１：２６．４―１：３９．１―１：５１．６―２：０３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーブレーヴ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．１１．６ 東京６着

２００８．４．７生 牡４鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ １６戦４勝 賞金 ５１，２１６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



３５０５９１２月１５日 曇 稍重 （２４中京３）第５日 第１１競走
第５０回農林水産省賞典

��
��２，０００�愛 知 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・左）
牝，３歳以上，２３．１２．１７以降２４．１２．９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 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ６３０，０００円 １８０，０００円 ９０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．４
１：５６．１

良

良

６１２ エーシンメンフィス 牝４鹿 ５１ 川須 栄彦�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 ５０８－ ６２：０３．６ １４．５�

４８ サンシャイン 牝３黒鹿５２ 中舘 英二青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４２８＋ ２２：０３．８１� ２６．７�
７１５ オールザットジャズ 牝４鹿 ５６ 川田 将雅市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４４６－ ６２：０４．０１� ５．６�
７１３ アイスフォーリス 牝３芦 ５３ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４６６－ ２２：０４．２１� １６．９�
１２ ゴールデングローブ 牝４栗 ５２ C．ウィリアムズ H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５８± ０ 〃 クビ ８．５�
（豪）

７１４ ピクシープリンセス 牝４鹿 ５４ 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５０± ０２：０４．３� ３．７	

４７ マイネオーチャード 牝４栗 ５３ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４５６＋ ２２：０４．５１� ９．０


２３ ア カ ン サ ス 牝４青 ５５ 三浦 皇成�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ １８．１�
３６ ダイワズーム 牝３栗 ５３ 丸田 恭介大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６２－１０２：０４．６クビ ４７．９�
５９ アスカトップレディ 牝５黒鹿５４ 松山 弘平上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４７６＋ ２ 〃 クビ １２．９
６１１ シースナイプ 牝５鹿 ５４ 藤田 伸二松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４６２＋２０ 〃 ハナ ３３．６�
８１６ ミッドサマーフェア 牝３青鹿５５ 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４± ０２：０４．８１� １０．２�
８１８ パワースポット 牝４鹿 ５０ 田中 博康�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４６２－ ８ 〃 ハナ ３０．７�
２４ メルヴェイユドール 牝５黒鹿５２ 酒井 学 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０± ０２：０５．０１� ３７．２�
５１０ レジェンドブルー 牝６鹿 ５３ 高倉 稜平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４５８－ ４２：０５．２１� ７４．３�
８１７ ギンザボナンザ 牝５青 ５３ 吉田 隼人有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５８± ０ 〃 クビ ２８．７�
３５ アースシンボル 牝７鹿 ５１ 伊藤 工真松山 増男氏 宗像 義忠 三石 城地 清満 ４８２＋１０２：０５．３クビ １５１．３�
１１ サンテミリオン 牝５黒鹿５４ 丸山 元気吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ ４６．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９３，３１５，２００円 複勝： １５５，００８，８００円 枠連： ７８，７９８，３００円

馬連： ３６６，３７４，６００円 馬単： １６４，１３８，１００円 ワイド： １４４，４９９，９００円

３連複： ５７９，０５９，３００円 ３連単： ８５２，３９９，６００円 計： ２，４３３，５９３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ５４０円 � ７３０円 � ２３０円 枠 連（４－６） ２，７４０円

馬 連 �� １４，１００円 馬 単 �� ２６，５１０円

ワ イ ド �� ４，７００円 �� １，８００円 �� ２，９５０円

３ 連 複 ��� ３４，６６０円 ３ 連 単 ��� ２１９，１２０円

票 数

単勝票数 計 ９３３１５２ 的中 � ５０７４３（７番人気）
複勝票数 計１５５００８８ 的中 � ７０３６１（９番人気）� ４９９９９（１１番人気）� ２１３９４５（２番人気）
枠連票数 計 ７８７９８３ 的中 （４－６） ２１２６２（１０番人気）
馬連票数 計３６６３７４６ 的中 �� １９１８２（５３番人気）
馬単票数 計１６４１３８１ 的中 �� ４５７１（９５番人気）
ワイド票数 計１４４４９９９ 的中 �� ７４８８（５８番人気）�� ２００３２（１８番人気）�� １２０３８（３５番人気）
３連複票数 計５７９０５９３ 的中 ��� １２３３３（１１８番人気）
３連単票数 計８５２３９９６ 的中 ��� ２８７１（６８３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１３．３―１３．５―１３．１―１２．５―１２．０―１１．５―１１．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．６―３７．９―５１．４―１：０４．５―１：１７．０―１：２９．０―１：４０．５―１：５１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンメンフィス �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Pine Bluff デビュー ２０１１．６．１２ 阪神８着

２００８．４．２０生 牝４鹿 母 テネシーガール 母母 Java Magic １３戦５勝 賞金 ７４，３６６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カスガ号
（非抽選馬） ４頭 エスピナアスール号・バウンシーチューン号・マイファーストラヴ号・ラフォルジュルネ号
※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。

３５０６０１２月１５日 曇 稍重 （２４中京３）第５日 第１２競走 ��
��１，６００�

ほ う ら い じ さ ん

鳳 来 寺 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 ６２３，０００円 １７８，０００円 ８９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．８
１：３０．７

良

良

８１６ ゴールデンナンバー 牝３栗 ５４ 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９４＋ ４１：３７．１ ６．６�

４７ カ ロ ッ サ ル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 ４８６＋ ２１：３７．２� ４．６�
５１０ ク ロ ー チ ェ 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２６＋１０ 〃 クビ ３．４�

（豪）

８１５ エアロッシュ 牡３青 ５６ 松山 弘平 �ラッキーフィールド堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：３７．４１� １２．３�
１１ マイネルナタリス 牡５黒鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４６８－ ４ 〃 アタマ ９７．７�
５９ マツリダジャパン 	５青 ５７ 宮崎 北斗�橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４６８＋ ２ 〃 クビ ４０．８	
７１４ 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 ４５６＋ ２１：３７．５クビ ６．７�
３６ 
 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

５０６＋ ２ 〃 ハナ ４５．１
２４ キープビリービング 牡３黒鹿５６ 田中 博康�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ ７５．２�
４８ アルトゥバン 牡４栗 ５７ 藤田 伸二�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４８２－１０１：３７．６クビ １７．２�
１２ マイネイディール 牝４青鹿５５ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４９８＋ ６ 〃 クビ ２１．６�
６１２ ヴァンセンヌ 牡３鹿 ５６ 高倉 稜 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８＋１２ 〃 ハナ ８．８�
６１１ デジタルハーツ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦林 正道氏 的場 均 浦河 高村牧場 ４７６＋１２１：３７．７クビ ２３．７�
２３ ニシノメルモ 牝５青鹿５５ 菱田 裕二西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４８０＋１４１：３７．８� ９５．５�
３５ 
 マイネヴォヤージ 牝３黒鹿５４ 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 愛 Curtasse
S A S ４２０± ０１：３７．９� １９３．５�

７１３ マイネルアルティマ 牡３芦 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 ４７４－ ２１：３８．１１� ４７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，１１３，０００円 複勝： ５３，３２１，０００円 枠連： ２５，０６４，２００円

馬連： ７９，７８５，２００円 馬単： ４５，２９３，８００円 ワイド： ３６，１９４，２００円

３連複： １１５，０６９，８００円 ３連単： １８９，４５０，７００円 計： ５７９，２９１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � １６０円 枠 連（４－８） ８８０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ３，７３０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� ６３０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� １７，１６０円

票 数

単勝票数 計 ３５１１３０ 的中 � ４２３０１（３番人気）
複勝票数 計 ５３３２１０ 的中 � ６３８３４（４番人気）� ８１７９１（２番人気）� １０１０１１（１番人気）
枠連票数 計 ２５０６４２ 的中 （４－８） ２１２５７（２番人気）
馬連票数 計 ７９７８５２ 的中 �� ３３１３６（６番人気）
馬単票数 計 ４５２９３８ 的中 �� ８９６７（１２番人気）
ワイド票数 計 ３６１９４２ 的中 �� １１４８１（６番人気）�� １４０４９（４番人気）�� ２３６３８（１番人気）
３連複票数 計１１５０６９８ 的中 ��� ３４３８３（３番人気）
３連単票数 計１８９４５０７ 的中 ��� ８１５２（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．４―３６．８―４９．５―１：０２．０―１：１３．６―１：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴールデンナンバー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Selkirk デビュー ２０１２．２．１２ 東京１着

２００９．２．１１生 牝３栗 母 アークティックシルク 母母 Cape Verdi ７戦２勝 賞金 ２１，３８１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヴィーヴァブーケ号
（非抽選馬）１０頭 ウインロザリー号・クイーンアルタミラ号・クラウンフィデリオ号・クロンドローリエ号・ケープジャスミン号・

スズカサクセス号・フライングバルーン号・メジロソフィア号・ヤマニンシバルリー号・ユキノアイオロス号
※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。



（２４中京３）第５日 １２月１５日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １９４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

２１２，４００，０００円
２，０８０，０００円
３，９７０，０００円
２，２５０，０００円
１９，６５０，０００円
６５，３６８，５００円
５，３５０，０００円
１，８６２，４００円

勝馬投票券売得金
２９５，４１９，４００円
４８１，６７３，６００円
２１６，７４６，８００円
７５８，９７９，７００円
４２７，０７９，４００円
３５３，４１９，７００円
１，１５０，６００，５００円
１，７８０，１６９，６００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ５，４６４，０８８，７００円

総入場人員 １３，９６１名 （有料入場人員 １２，６５７名）


