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３５０６１１２月１６日 晴 重 （２４中京３）第６日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走９時５５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

１：１２．４
１：１０．２

重

不良

４７ ガッサンプレイ 牡２栗 ５５ 丸山 元気西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 ４５０－ ６１：１３．４ １１．３�

２４ クニサキゼブライカ 牡２黒鹿５５ 西田雄一郎國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ４９６－ ４ 〃 クビ １３．２�
８１６ ストップザジョーク 牡２芦 ５５ 大野 拓弥ポリッシュホースメイト和田 正道 新ひだか 大典牧場 ４５０－ ２ 〃 ハナ １１．４�
４８ ラ サ イ ニ 牝２黒鹿５４ 鈴来 直人加藤 信之氏 小野 次郎 新冠 ヒノデファーム ４６８－ ４ 〃 ハナ ５４．９�
５９ リッシンロケット 牡２芦 ５５

５２ ▲菱田 裕二小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 ４５８＋ ８１：１３．８２� １９．１�
１１ ケツァルコアトル 牡２青鹿５５ 黛 弘人�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド ４９８＋１２１：１３．９� １８６．９�
７１４ マルトクスパート 牡２鹿 ５５ 中舘 英二高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 ４６２＋ ４１：１４．０� ３．４	
１２ シゲルミズガメザ 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 加藤 敬二 日高 サンバマウン
テンファーム B４８８＋ ２１：１４．２１ ２３０．４


７１３ ヤマニンブルジョン 牡２栗 ５５ 吉田 隼人土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６２＋ ４ 〃 アタマ ２．１�
５１０ スパイクラベンダー 牝２鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４３０＋ ４ 〃 ハナ １３５．３
８１５ パトロクロス 牡２栗 ５５ 柴山 雄一村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４６４－ ２１：１４．４１� １７９．３�
３６ カシノモルフェ 牡２栗 ５５ 北村 友一柏木 務氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 ４４６± ０１：１４．５� ２２．６�
６１２ ブラウンマンボー 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド ４８４± ０１：１４．６� ５７．１�
２３ ウルトラサウンド 牡２鹿 ５５ 松山 弘平馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ５０４－ ６１：１４．７クビ １５．１�
３５ カシマシャドウ 牡２黒鹿５５ 上村 洋行松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 B４４０＋ ４１：１５．０２ １５４．２�
６１１ カムトゥマインド 牝２栗 ５４

５２ △西村 太一 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ６１：１６．０６ １３９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，３０８，３００円 複勝： １８，４３７，６００円 枠連： ９，０３１，０００円

馬連： ２３，３６９，２００円 馬単： １７，４７２，４００円 ワイド： １２，５９５，３００円

３連複： ３７，２１５，６００円 ３連単： ５９，３３７，６００円 計： １８９，７６７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ３２０円 � ３３０円 � ３００円 枠 連（２－４） ２，４６０円

馬 連 �� ６，３９０円 馬 単 �� １２，５２０円

ワ イ ド �� １，７３０円 �� １，８８０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� １６，２１０円 ３ 連 単 ��� １１４，３４０円

票 数

単勝票数 計 １２３０８３ 的中 � ８６１７（３番人気）
複勝票数 計 １８４３７６ 的中 � １５２４１（４番人気）� １４６１０（５番人気）� １６９７７（３番人気）
枠連票数 計 ９０３１０ 的中 （２－４） ２７１９（８番人気）
馬連票数 計 ２３３６９２ 的中 �� ２７０１（１８番人気）
馬単票数 計 １７４７２４ 的中 �� １０３０（３７番人気）
ワイド票数 計 １２５９５３ 的中 �� １７９５（１９番人気）�� １６４５（２２番人気）�� ２３１８（１４番人気）
３連複票数 計 ３７２１５６ 的中 ��� １６９５（４２番人気）
３連単票数 計 ５９３３７６ 的中 ��� ３８３（２８０番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．９―１２．９―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．５―３５．４―４８．３―１：００．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．０
３ ・（４，１４）（２，９）（１６，１３）７（１，１０）（５，８）－１５（１１，１２）６－３ ４ ・（４，１４）（２，９）（７，１６，１３）（１，１０，８）５－（１１，１５）６（３，１２）

勝馬の
紹 介

ガッサンプレイ �
�
父 アルカセット �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー ２０１２．８．２６ 札幌３着

２０１０．４．２０生 牡２栗 母 オウシュウフリート 母母 マツクスフリート ４戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔発走状況〕 ウルトラサウンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ウインエスペランサ号・ギンヤンマ号・メイショウゲンナイ号

３５０６２１２月１６日 晴 重 （２４中京３）第６日 第２競走 ��１，８００�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

１：４９．４
１：４７．８

良

重

４７ タガノグーフォ �３黒鹿５６ 鮫島 良太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 ４８２＋ ２１：５２．１ ９．４�

２４ アサクサポイント �４青鹿５７ 川須 栄彦田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：５２．２� １．７�
８１５ トウショウギフト 牡３鹿 ５６ 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５２０± ０１：５２．６２� １１．４�
３５ レッドフォルツァ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４９０＋ ４１：５３．０２� ８．１�
２３ ノッティングボーイ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ５０４＋１０１：５３．２１� ２２．２�
５９ ツヨシノブルーム 牡３芦 ５６

５３ ▲藤懸 貴志横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４９４＋ ８１：５３．７３ １３．３�
１２ キーエキスパート 牡３栗 ５６ 松山 弘平北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 ４６８＋ ６１：５４．１２� １４．４	
３６ 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 ４７８＋ ２１：５４．３１� ５０．１

７１３	 クレバーアレース 牡３鹿 ５６ 丸山 元気�岡崎牧場 小西 一男 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４６４－ １１：５５．２５ １４０．６�
６１１ ハヤブサフィーバー 牡３栗 ５６ 中舘 英二武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７８± ０ 〃 クビ ９６．６
５１０ ディアボンボン 牡３鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二ディアレスト 水野 貴広 新冠 中本 隆志 B４７２＋ ２ 〃 ハナ ３６．７�
１１ コスモイフリート 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ５１４＋ ２１：５５．６２� ３１．１�
４８ モ ー レ ツ 牡５栗 ５７ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B５２２＋ ４１：５５．８１ ３２．２�
７１４ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５４

５１ ▲原田 和真�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B４７８－ ７１：５６．１１� ４５７．９�
８１６ バンダムクラウス 牡５鹿 ５７ 村田 一誠山科 統氏 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 B４５８＋ ２１：５６．２� ４２４．０�
６１２ ドリームサンライズ 牡４栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人セゾンレースホース� 松山 康久 千歳 社台ファーム B５１６＋１８１：５６．９４ ６６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７３２，９００円 複勝： ２６，６３６，９００円 枠連： １０，３９８，４００円

馬連： ２８，６７５，５００円 馬単： ２２，０２０，３００円 ワイド： １６，７７４，１００円

３連複： ４２，４０２，９００円 ３連単： ６６，０３４，６００円 計： ２２９，６７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ２５０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（２－４） ７８０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ９００円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ２，９２０円 ３ 連 単 ��� １６，１７０円

票 数

単勝票数 計 １６７３２９ 的中 � １４１４４（３番人気）
複勝票数 計 ２６６３６９ 的中 � １９５６５（６番人気）� １０２６０８（１番人気）� ２６３４０（２番人気）
枠連票数 計 １０３９８４ 的中 （２－４） ９８６２（５番人気）
馬連票数 計 ２８６７５５ 的中 �� ２３９９５（３番人気）
馬単票数 計 ２２０２０３ 的中 �� ５６３６（９番人気）
ワイド票数 計 １６７７４１ 的中 �� ９４６４（４番人気）�� ４０８５（９番人気）�� １７４６２（１番人気）
３連複票数 計 ４２４０２９ 的中 ��� １０７４１（７番人気）
３連単票数 計 ６６０３４６ 的中 ��� ３０１５（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．２―３７．４―５０．７―１：０３．１―１：１５．２―１：２７．４―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

２
４

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

タガノグーフォ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１１．１０．２２ 京都１着

２００９．４．１７生 �３黒鹿 母 タガノサファイヤ 母母 イージームービング １１戦２勝 賞金 １３，７００，０００円

第３回 中京競馬 第６日



３５０６３１２月１６日 晴 重 （２４中京３）第６日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時５５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

８１５ 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 ４４８＋ ２１：１３．０ １６．８�

３６ タガノプラージュ 牝３黒鹿 ５４
５２ △西村 太一八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８６＋１７ 〃 クビ ６８．９�
８１６ トーセンスタッフ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４５６＋ ６ 〃 アタマ ５０．４�
７１３ 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 ４４４＋ ４ 〃 アタマ ８．０�
５９ � エイユーラピス 牝３鹿 ５４ 北村 友一笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 ４６６－ ３１：１３．５３ １１．０�
４７ イイデカントリ 牝３青鹿５４ 村田 一誠 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４６４± ０１：１３．６クビ １２．３	
６１１ カプリースレディー 牝４鹿 ５５ 伊藤 工真 
杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１６－ ６１：１３．７� ２５２．２�
４８ トランドネージュ 牝３栗 ５４ 中舘 英二 
サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４８０＋ ２１：１４．２３ ６．５�
５１０� 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± ０１：１４．３� １．６
２３ � リバーリンカーン 牝３栗 ５４ 西田雄一郎河越 武治氏 作田 誠二 浦河 日向牧場 ４１２－１３１：１４．６１� ３１３．９�
３５ ナイトフライト 牝４栗 ５５ 松山 弘平橋元 勇氣氏 吉村 圭司 新冠 パカパカ

ファーム ４８８－１４ 〃 ハナ ４１．３�
６１２ キボウダクリチャン 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４５２－ ４１：１５．０２� ２２０．６�
１１ クィンビークイーン 牝５鹿 ５５ 小林慎一郎竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４４８－１８ 〃 クビ ７８．０�
７１４� ラインミッシェル 牝３鹿 ５４ 丸山 元気大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 ４３６－ ４１：１５．２１� １４４．１�
２４ � ビューティヒロイン 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生小野 博郷氏 新開 幸一 日高 浜本牧場 ４０８－ ６１：１５．４１� ２８７．１�

（１５頭）
１２ デリケートアーチ 牝３栃栗５４ 宮崎 北斗 
社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B４６２＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １８，７２２，１００円 複勝： ３４，７９７，３００円 枠連： １０，５４２，１００円

馬連： ２４，０７４，１００円 馬単： ２１，８６２，１００円 ワイド： １４，２７３，３００円

３連複： ３３，０１４，２００円 ３連単： ５６，１４５，７００円 計： ２１３，４３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６８０円 複 勝 � ５８０円 � １，６２０円 � ２，１００円 枠 連（３－８） ７，８４０円

馬 連 �� ２６，３３０円 馬 単 �� ６５，０６０円

ワ イ ド �� ５，２００円 �� ４，２７０円 �� １０，８１０円

３ 連 複 ��� １３３，１４０円 ３ 連 単 ��� １，７２６，４９０円

票 数

単勝票数 差引計 １８７２２１（返還計 ９９０１） 的中 � ８７９２（６番人気）
複勝票数 差引計 ３４７９７３（返還計 １８８８１） 的中 � １６８８２（６番人気）� ５４９９（８番人気）� ４１９４（９番人気）
枠連票数 差引計 １０５４２１（返還計 １９３） 的中 （３－８） ９９３（１９番人気）
馬連票数 差引計 ２４０７４１（返還計 ４６７１４） 的中 �� ６７５（４０番人気）
馬単票数 差引計 ２１８６２１（返還計 ４１７６９） 的中 �� ２４８（８２番人気）
ワイド票数 差引計 １４２７３３（返還計 ３１２２０） 的中 �� ６７７（３８番人気）�� ８２７（３３番人気）�� ３２３（５４番人気）
３連複票数 差引計 ３３０１４２（返還計１２７７４０） 的中 ��� １８３（１５５番人気）
３連単票数 差引計 ５６１４５７（返還計２１６４３５） 的中 ��� ２４（１１７８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１２．５―１２．３―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．７―４７．２―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．３
３ １６，１５，８（５，７，１０）１３（４，６）９，１－３－１１－（１４，１２） ４ １６，１５，８（５，７，１０）１３，６，９（４，１）３－１１－１４－１２

勝馬の
紹 介

キセキノハナ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー ２０１１．８．６ 小倉１３着

２００９．２．２０生 牝３芦 母 ソフィアルージュ 母母 ビツキーロイヤル １５戦２勝 賞金 １３，８２０，０００円
〔競走除外〕 デリケートアーチ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕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 トミケンスプリング号・メイショウアキシノ号
（非抽選馬） １頭 テングジョウ号

３５０６４１２月１６日 晴 稍重 （２４中京３）第６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� コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２０．３

良

良

８１６ ヤ マ ノ レ オ �２栗 ５５
５３ △西村 太一山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 ４６８－ ４１：２３．６ ７．２�

６１１ 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± ０１：２３．８１� ５．６�
７１４ ハートブレイカー 牡２鹿 ５５ 松山 弘平�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４７２± ０１：２４．１２ ７．７�
８１８ リッシュレーヴ 牡２鹿 ５５ 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４７２－ ２１：２４．４１� １７５．７�
３５ ビーナストリック 牝２栗 ５４ 大野 拓弥友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 ４５６－ ２１：２４．５� ９．５�
５９ プラチナテーラー 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド ４６０－ ２１：２４．７１� ９．５�
７１５ アドマイヤスパーズ 牡２鹿 ５５ 松田 大作近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７０－ ６ 〃 アタマ ７５．３	
２３ スプリングカフェ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 ４６２－ ４１：２４．９１	 ３１．１

３６ ベストブレーン 牡２鹿 ５５ 丸山 元気寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 ４８２－ ４ 〃 同着 ３．６�
７１３ トミケングレンサ 牡２栗 ５５ 吉田 隼人冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 戸川牧場 ４７０± ０１：２５．０クビ １５．９�
６１２ パイナップルリリー 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４６－ ２ 〃 ハナ ８９．６
２４ 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 ４５６－１０ 〃 ハナ １１．１�
４７ 
 エーシンザピーク 牡２栗 ５５

５２ ▲中井 裕二�栄進堂 小崎 憲 米
Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

４６８－ ６１：２５．１� ３２．４�
５１０ ローズダンサー 牡２黒鹿５５ 黛 弘人鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５０４－ ２１：２５．６３ １５５．６�
４８ ヒ シ パ ー ル 牝２青鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二阿部 雅英氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４０８＋ ４１：２５．８１� １６．６�
１１ デンコウアローズ 牝２鹿 ５４ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 ４４４－ ４１：２５．９	 ２６５．５�
１２ ナモンシャドゥ 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 B４８２＋２６１：２６．３２	 ３５４．７�
８１７ ジャックザビーン 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 隆寛氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 B４９２＋ ４１：２７．０４ ２５９．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，８７６，９００円 複勝： ２８，３８７，２００円 枠連： １１，９１６，３００円

馬連： ３２，６８４，３００円 馬単： ２１，５８１，９００円 ワイド： １８，０１６，４００円

３連複： ５２，４２５，４００円 ３連単： ７２，８４９，６００円 計： ２５４，７３８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２５０円 � ２００円 � ２７０円 枠 連（６－８） ２，０１０円

馬 連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ４，６９０円

ワ イ ド �� ９００円 �� １，２６０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ６，０９０円 ３ 連 単 ��� ２９，０５０円

票 数

単勝票数 計 １６８７６９ 的中 � １８５８８（３番人気）
複勝票数 計 ２８３８７２ 的中 � ３０１６６（３番人気）� ４０６１０（２番人気）� ２６６７４（４番人気）
枠連票数 計 １１９１６３ 的中 （６－８） ４３７８（９番人気）
馬連票数 計 ３２６８４３ 的中 �� １０６５５（９番人気）
馬単票数 計 ２１５８１９ 的中 �� ３４０１（１６番人気）
ワイド票数 計 １８０１６４ 的中 �� ４９６４（７番人気）�� ３４６５（１５番人気）�� ５２１８（６番人気）
３連複票数 計 ５２４２５４ 的中 ��� ６３５９（１７番人気）
３連単票数 計 ７２８４９６ 的中 ��� １８５１（４９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．６―１２．３―１２．５―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．８―４７．１―５９．６―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤ マ ノ レ オ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１２．７．２９ 小倉９着

２０１０．４．２２生 �２栗 母 カチョウフウゲツ 母母 ワカクモライン ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シゲルペガススザ号・ブラウンワールド号



３５０６５１２月１６日 晴 重 （２４中京３）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時５５分 （ダート・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

１：５６．０
１：５２．０

良

不良

５５ モンシュシュ 牝２鹿 ５４ 松田 大作 �グリーンファーム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：５５．５ 基準タイム ３．０�

８１１ ノブオズボーン 牡２鹿 ５５ 高田 潤前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 飯岡牧場 ５３８ ―１：５５．９２� ５．２�
７９ タイセイウインディ 牡２黒鹿５５ 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 酒井 秀紀 ４４２ ― 〃 クビ ２４．４�
３３ セルリアンサーロス 牡２栗 ５５ 北村 友一�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 ５０４ ―１：５６．７５ ２０．０�
４４ メイショウイマワカ 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ５６０ ―１：５７．３３� ７．１�
２２ タマモアルバ 牝２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４８４ ― 〃 アタマ ３．３	
８１０ マキャヴェッリ 牡２栗 ５５ 岩部 純二伊達 敏明氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 ４５２ ―１：５７．６２ ４３．０

１１ ゴーイングベル 牡２芦 ５５ 中舘 英二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４７４ ―１：５８．２３� ２０．５�
６６ エーシンリフトオフ 牡２栗 ５５ 吉田 隼人�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４８６ ―１：５８．３� １５．２�
７８ ブラックポセイドン 牡２黒鹿５５ 丸田 恭介田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか マークリ牧場 ４９８ ―１：５９．４７ ２５．０
６７ アポロノーティ 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ５４４ ―１：５９．７２ ６５．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，７１０，１００円 複勝： ２０，２３１，３００円 枠連： ８，３６１，１００円

馬連： ２５，４１１，１００円 馬単： ２１，５６３，９００円 ワイド： １３，２１１，６００円

３連複： ３５，３７３，５００円 ３連単： ６２，１２５，９００円 計： ２００，９８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ４１０円 枠 連（５－８） ６２０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド �� ４００円 �� １，３２０円 �� １，８５０円

３ 連 複 ��� ４，７００円 ３ 連 単 ��� １１，４６０円

票 数

単勝票数 計 １４７１０１ 的中 � ３９５８９（１番人気）
複勝票数 計 ２０２３１３ 的中 � ４５８５８（１番人気）� ３８８６３（２番人気）� ９０２６（６番人気）
枠連票数 計 ８３６１１ 的中 （５－８） ９９５４（２番人気）
馬連票数 計 ２５４１１１ 的中 �� ２４４０７（２番人気）
馬単票数 計 ２１５６３９ 的中 �� １２２３２（３番人気）
ワイド票数 計 １３２１１６ 的中 �� ９１７５（２番人気）�� ２３５１（１５番人気）�� １６５６（２５番人気）
３連複票数 計 ３５３７３５ 的中 ��� ５５５７（１３番人気）
３連単票数 計 ６２１２５９ 的中 ��� ４００３（２５番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．３―１３．９―１４．０―１３．０―１２．９―１２．９―１２．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．４―３８．３―５２．３―１：０５．３―１：１８．２―１：３１．１―１：４３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンシュシュ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 A.P. Indy 初出走

２０１０．３．１１生 牝２鹿 母 シ ン デ ィ 母母 Dance Design １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

３５０６６１２月１６日 晴 重 （２４中京３）第６日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時４５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

６１１ テ ム ジ ン 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦熊谷 貴之氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７４－１０１：２４．８ １３．８�

３６ コスモパルダ 牡３青鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４９６＋ ４ 〃 クビ ６３．０�
７１３� バルダメンテ 牡３青鹿５６ 村田 一誠前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari ５０４＋ ２１：２４．９クビ １６．６�
１１ ミヤビリファイン 牡３青鹿５６ 松田 大作村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 ４９２± ０ 〃 クビ ６．１�
６１２� タガノレガーロ 牡４鹿 ５７ 丸山 元気八木 昌司氏 吉村 圭司 浦河 駿河牧場 ４６６－ ２１：２５．０クビ ８３．８�
２３ ヤマチョウフェア 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４８８＋ ８１：２５．２１	 ５．０�
４８ ゴールデンクラウン 牡３青鹿５６ 松山 弘平吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ５０４－ ６１：２５．８３
 ３．８	
５９ バーバラスアゲン 牡３栗 ５６ 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４６０＋ ６１：２５．９クビ １５．８

８１６ 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 ４７４＋ ６ 〃 クビ １５．９�
３５ ミッキーヘネシー 牡３栃栗 ５６

５３ ▲中井 裕二野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 B４８４－ ２ 〃 アタマ ４．１�
５１０ シンボリシュテルン 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 B５２８－ ２１：２６．２２ １３０．９
７１４� ブラックアース 牡４黒鹿５７ 小林慎一郎�野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ４９２－１６１：２６．４１
 １８４．８�
１２ �� エイシンピューマ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人平井 豊光氏 小崎 憲 米

O’Rourkes Silver
Springs Stud
Farm LLC

４３８－１６１：２６．６１
 １０９．４�
２４ � エーシンブラスター 牡３黒鹿５６ 中舘 英二�栄進堂 大久保龍志 米 Machmer

Hall ４７０－ ４１：２７．４５ １７．０�
４７ ホンインボウ 牡３黒鹿５６ 黛 弘人新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 ５７０－ ２１：２８．３５ １０５．６�
８１５ フォースチャンス 牡３黒鹿５６ 北村 友一寺田 秀樹氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５０８＋ ８１：３０．４大差 １６４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５４９，７００円 複勝： ２６，８９４，２００円 枠連： １０，６９３，６００円

馬連： ３０，８７４，６００円 馬単： ２１，５４９，８００円 ワイド： １７，６７７，０００円

３連複： ４７，４２１，７００円 ３連単： ７３，０２２，５００円 計： ２４４，６８３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ５７０円 � １，４５０円 � ５８０円 枠 連（３－６） ２，９３０円

馬 連 �� ３３，４１０円 馬 単 �� ６６，８３０円

ワ イ ド �� ８，９００円 �� ３，５３０円 �� ８，９７０円

３ 連 複 ��� １７４，９９０円 ３ 連 単 ��� ９４５，４５０円

票 数

単勝票数 計 １６５４９７ 的中 � ９５０９（５番人気）
複勝票数 計 ２６８９４２ 的中 � １２９９３（８番人気）� ４６０５（１０番人気）� １２７２５（９番人気）
枠連票数 計 １０６９３６ 的中 （３－６） ２６９８（１５番人気）
馬連票数 計 ３０８７４６ 的中 �� ６８２（６０番人気）
馬単票数 計 ２１５４９８ 的中 �� ２３８（１１７番人気）
ワイド票数 計 １７６７７０ 的中 �� ４８７（６０番人気）�� １２４６（３５番人気）�� ４８３（６２番人気）
３連複票数 計 ４７４２１７ 的中 ��� ２００（２４８番人気）
３連単票数 計 ７３０２２５ 的中 ��� ５７（１２５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３４．６―４６．５―５９．０―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ム ジ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１１．１２ 京都２着

２００９．４．２生 牡３鹿 母 アグネスミネルバ 母母 ベ リ ア ー ニ ８戦２勝 賞金 １７，１２５，０００円
〔発走状況〕 エーシンブラスター号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 テムジン号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォースチャンス号は，平成２５年１月１６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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 サワヤカユウタ号・シゲルドリアン号・セイウンオウサム号・ネオエピック号・マルカリョウマ号・

ユキノラムセス号・リュウシンヒーロー号
（非抽選馬） ２頭 カネトシイナーシャ号・レッツゴーマークン号



３５０６７１２月１６日 晴 重 （２４中京３）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１５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

１：４９．４
１：４７．８

良

重

８１５ タマモクララ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 ４７４－ ６１：５３．６ １．９�

８１６ アプレレクール 牝４青鹿５５ 丸田 恭介 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４４６－ ２ 〃 クビ ４．５�
２３ エーシンルクソール 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４５４± ０１：５３．７クビ ４．６�
３５ フェアリーガーデン 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 ４２４－ ８１：５４．３３� ６０．２�
５９ メイショウボヌス 牝５栗 ５５ 松山 弘平松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４９６－ ４ 〃 クビ ４９．８�
１２ アルデュイナ 牝５鹿 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 ４６４－ ２１：５４．６１� ２４．９�
４７ ブライトポジー 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志	ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４２２－１４１：５４．７� ２４．０

６１１ パリーナチャン 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎	松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４４４－ ６１：５４．８� １４８．７�
２４ � マリーズタイム 牝４鹿 ５５

５２ ▲山崎 亮誠冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 土田農場 ４４２－ ４１：５５．２２� ３３０．０�
３６ シゲルリンゴ 牝３栗 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 ４４２± ０１：５５．３� １８．４
７１４� ネオスペチアーレ 牝５鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二小林 仁幸氏 野中 賢二 鹿児島 柏木 務 B４６４＋ ４１：５５．５� １４９．４�
４８ トーブプリンセス 牝３鹿 ５４

５２ △西村 太一武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 ４６８± ０１：５６．４５ ２１６．５�
６１２ トニフィカーレ 牝３黒鹿５４ 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 村山 明 新ひだか ケイアイファーム ４７６＋ ４１：５６．５クビ ４４．０�
７１３� スカイノレイ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂江 賦晨氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム ４５４－ ８１：５６．６� １１８．１�
５１０� ジャストザヒロイン 牝４栗 ５５ 松田 大作ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 むかわ 上水牧場 ４５２－ ９１：５７．１３ １１９．１�
１１ メイショウヒメユリ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４２６＋ ２１：５８．０５ １９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０４７，６００円 複勝： ２７，７８７，８００円 枠連： １３，５１２，７００円

馬連： ３２，７８８，５００円 馬単： ２４，８００，０００円 ワイド： １７，８３５，１００円

３連複： ４９，２１２，７００円 ３連単： ９０，７９１，５００円 計： ２７４，７７５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（８－８） ５００円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� １９０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ４９０円 ３ 連 単 ��� １，７４０円

票 数

単勝票数 計 １８０４７６ 的中 � ７６３４３（１番人気）
複勝票数 計 ２７７８７８ 的中 � ９３６７８（１番人気）� ４４７４１（２番人気）� ４２６５３（３番人気）
枠連票数 計 １３５１２７ 的中 （８－８） ２０２４４（２番人気）
馬連票数 計 ３２７８８５ 的中 �� ５３０５７（２番人気）
馬単票数 計 ２４８０００ 的中 �� ２４９８８（２番人気）
ワイド票数 計 １７８３５１ 的中 �� ２０２４５（２番人気）�� ２６５５６（１番人気）�� １０２４５（３番人気）
３連複票数 計 ４９２１２７ 的中 ��� ７５４６６（１番人気）
３連単票数 計 ９０７９１５ 的中 ��� ３８６１５（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．９―４９．４―１：０１．９―１：１４．５―１：２７．０―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．１
１
３
１５，３（８，１４）（１，５）－（７，１０）１１（４，９）１２－１３－２－（６，１６）・（１５，３）（１４，１１）１（８，５，９）７，４－６，１０（１２，２）１３，１６

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

勝馬の
紹 介

タマモクララ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．８．２７ 札幌４着

２００９．３．３１生 牝３鹿 母 ハ イ ジ 母母 ハイドアンドシーク １２戦２勝 賞金 ２７，８００，０００円

３５０６８１２月１６日 晴 良 （２４中京３）第６日 第８競走 ２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４５分 （芝・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

２：００．４
１：５６．１

良

良

７１５ ショウナンカミング 牡４栗 ５７
５５ △西村 太一国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４６０－ ４２：０３．８ ３０．８�

５９ レッドシェリフ 牡４栗 ５７
５４ ▲原田 和真 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５０６－ ４ 〃 アタマ １２．０�

６１２ ベ ル ニ ー ニ 牡３鹿 ５６
５３ ▲菱田 裕二 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６＋１０ 〃 アタマ ３．５�
６１１ スマッシュスマイル 牡４栃栗 ５７

５４ ▲中井 裕二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８６－ ６２：０３．９� ５．１�
４７ ウエスタンディオ 牡５鹿 ５７

５４ ▲山崎 亮誠西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 ４７４－ ６２：０４．０� ５１．６�
７１４ エーシングルーオン 牡３栗 ５６ 田中 健�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６４－ ２ 〃 アタマ ８．９	
３６ ラ ス リ ー ズ 牝３栃栗 ５４

５１ ▲横山 和生 �キャロットファーム 勢司 和浩 日高 待兼牧場 ４３８－１２２：０４．２１� ８．８

２４ � フ リ ー マ ン 牡３鹿 ５６ 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 丸幸小林牧場 ５０４＋１８２：０４．４１ １１１．６�
２３ � エリモロワイヤル 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲水口 優也山本 慎一氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８０－ ２ 〃 ハナ １６１．９�
７１３ デルマイザナミ 牝３鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム ４４４－ ８２：０４．６１ ６８．６
４８ プルミエデマンシュ 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８０－ ２２：０４．７� ４．２�
１２ マイネアロマ 牝５黒鹿５５ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４８４－ ２ 〃 クビ ２３．６�
８１６� メイショウシレトコ 牡４鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６６± ０２：０４．８クビ ２１．２�
３５ ブーケドロゼブルー 牝５青鹿５５ 荻野 琢真 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４６６－１４ 〃 アタマ ４３．７�
８１８ サウンドアフリート 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４４８± ０２：０５．０１ １１４．３�
５１０ メイショウデビッド 牡３鹿 ５６ 大下 智松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 岡部牧場 ４６４－ ４２：０５．１� １２４．４�
１１ カフェディーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４８４＋ ２２：０５．６３ ８７．５�
８１７� カシノグリーディ 牡３鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ５０６＋ ２２：０６．３４ １３８．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，８９７，８００円 複勝： ３０，１８８，７００円 枠連： １４，８４７，９００円

馬連： ３６，６５５，６００円 馬単： ２４，２７０，７００円 ワイド： １８，８９５，９００円

３連複： ５３，８６９，６００円 ３連単： ８３，３８１，５００円 計： ２８２，００７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０８０円 複 勝 � ５８０円 � ２９０円 � １４０円 枠 連（５－７） ２，５４０円

馬 連 �� １３，５２０円 馬 単 �� ２９，７１０円

ワ イ ド �� ４，３６０円 �� １，１８０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� １３，５２０円 ３ 連 単 ��� ８４，１８０円

票 数

単勝票数 計 １９８９７８ 的中 � ５０９９（９番人気）
複勝票数 計 ３０１８８７ 的中 � １０２７５（９番人気）� ２４４１８（６番人気）� ７９３４１（１番人気）
枠連票数 計 １４８４７９ 的中 （５－７） ４３２７（１２番人気）
馬連票数 計 ３６６５５６ 的中 �� ２００２（４０番人気）
馬単票数 計 ２４２７０７ 的中 �� ６０３（８４番人気）
ワイド票数 計 １８８９５９ 的中 �� １０２３（４３番人気）�� ３９６０（１３番人気）�� ６１２７（６番人気）
３連複票数 計 ５３８６９６ 的中 ��� ２９４１（４２番人気）
３連単票数 計 ８３３８１５ 的中 ��� ７３１（２４６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．２―１２．７―１２．７―１２．６―１２．３―１２．５―１２．５―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．２―３６．９―４９．６―１：０２．２―１：１４．５―１：２７．０―１：３９．５―１：５１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．８
１
３
４，１１，１４，９（２，３，１２）（１，７，１５）８（１３，１８）５（６，１０）１７－１６・（４，１１）１４（９，１２）－（２，３，１５）－（１，７）８－（１３，１８）（５，１０，６）－１７－１６

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカミング �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２０１０．７．１８ 新潟３着

２００８．４．１１生 牡４栗 母 マルターズブリーズ 母母 ソ ヨ カ ゼ ２９戦３勝 賞金 ３５，７３０，０００円
〔制裁〕 エーシングルーオン号の騎手田中健は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１２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 モンテエクリプス号



３５０６９１２月１６日 晴 重 （２４中京３）第６日 第９競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１４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� コースレコード

中央レコード

１：２２．５
１：２１．５

良

不良

８１５ キングダムキング 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B４７２－ ２１：２４．３ ７．４�

５１０ ゴールデンオブジェ 牡４栗 ５７
５４ ▲中井 裕二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４７４＋ ２１：２４．４� ４．２�

６１２ タマモデザイア 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８２－ ２１：２４．７２ １０．４�
２４ カネトシリープイン 牡４芦 ５７ 小林慎一郎兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B４７０＋ ２１：２４．８クビ ２．６�
３５ カネトシミント 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 ４９８－１６１：２５．０１� ２０．４�
４７ ホ ウ ウ ン 牡５黒鹿５７ 田中 健泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 ５３４－ ２ 〃 アタマ ３０．６�
４８ ニイハオジュウクン 牡４鹿 ５７ 上村 洋行鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４４６－ ４１：２５．４２� １５．５	
２３ フ ォ ル メ ン 牡５栗 ５７ 大野 拓弥片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ５０８± ０１：２５．７２ ８．５

７１３ ベストブルーム 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：２５．８� ３４．０�
７１４� レチタティーヴォ �５鹿 ５７ 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 日高 横井 哲 ４４８－１０ 〃 ハナ ４７．６�
１２ � サトノオリオン 牡４栗 ５７ 柴山 雄一里見 治氏 的場 均 日高 下河辺牧場 ４５６＋ ４１：２５．９クビ ６９．８
１１ カバリノランパンテ 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４７０＋ ２１：２６．１１	 ９０．７�

８１６ ウォーターサウンド 牡５栗 ５７ 松山 弘平山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４８０－ ２１：２６．２� １０６．２�
６１１� ケイズイーグル 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也 IHR 境 直行 新ひだか 山本 昇寿 ４８４－ ３１：２６．３クビ ６３．８�
５９ スラストライン 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６８－１２１：２６．４� ３４．８�
３６ レヴァンタール �３鹿 ５６ 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 ４４４＋ ６１：２７．６７ ７１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５８１，４００円 複勝： ３１，５６２，６００円 枠連： １４，６００，２００円

馬連： ４０，３７４，７００円 馬単： ２８，０８４，０００円 ワイド： ２１，８６２，１００円

３連複： ６０，４４４，８００円 ３連単： １０４，７１６，９００円 計： ３２０，２２６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２４０円 � １６０円 � ３２０円 枠 連（５－８） １，３１０円

馬 連 �� １，６４０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� １，１７０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ４，２１０円 ３ 連 単 ��� ２２，５２０円

票 数

単勝票数 計 １８５８１４ 的中 � ２００３３（３番人気）
複勝票数 計 ３１５６２６ 的中 � ３３８６１（４番人気）� ６３９５９（２番人気）� ２１９３２（５番人気）
枠連票数 計 １４６００２ 的中 （５－８） ８２２６（６番人気）
馬連票数 計 ４０３７４７ 的中 �� １８２０１（４番人気）
馬単票数 計 ２８０８４０ 的中 �� ５９０７（１１番人気）
ワイド票数 計 ２１８６２１ 的中 �� ８１８０（５番人気）�� ４４８９（１１番人気）�� ７２５７（６番人気）
３連複票数 計 ６０４４４８ 的中 ��� １０６０７（９番人気）
３連単票数 計１０４７１６９ 的中 ��� ３４３３（４７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．２―１２．０―１２．８―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３４．７―４６．７―５９．５―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングダムキング �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１０．１０．３１ 東京３着

２００８．３．２７生 牡４鹿 母 ショウナンカグラ 母母 ダイヤノクビカザリ ２１戦２勝 賞金 １８，１７０，０００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 アマレット号・ヒシアリエル号・プレミアムカード号

３５０７０１２月１６日 晴 良 （２４中京３）第６日 第１０競走 ��
��２，２００�

な が ら が わ

長 良 川 特 別
発走１４時５５分 （芝・左）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�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 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．５
２：１０．０

良

良

４８ サンライズトゥルー 牡３鹿 ５５ 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 ４５６－ ２２：１５．７ ２．３�

７１４ シャドウバンガード 牡３黒鹿５５ 丸山 元気飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ４４２－ ４ 〃 クビ ５．１�
３６ カ ム フ ィ ー 牡３黒鹿５５ 大野 拓弥清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 ４６６＋ ６２：１５．８クビ １２．２�
４７ � スタートセンス 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４４８－ ２２：１６．０１� ８６．５�
８１７ バンスタンウォルツ 	４鹿 ５７ 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６２：１６．３１
 １１．０�
５９ ウインフロレゾン 牝３黒鹿５３ 吉田 隼人�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４５４－ ８２：１６．４� ８．１�
８１６ マイネルアイザック 牡３黒鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４５０－ ４２：１６．８２� １６．１	
５１０ サウンドバスター 牡４鹿 ５７ 松田 大作増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 ４８０－ ２２：１７．０１� ２１．５

１２ リアルフレア 牡３栗 ５５ 杉原 誠人吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６２＋１０２：１７．１
 ２７．５�
７１５ ホッコーゼニト 牡３鹿 ５５ 古川 吉洋矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 ４５４－ ８２：１７．２� １１９．５�
３５ � メイショウミルキー 牡４鹿 ５７ 中井 裕二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４４６－ ３２：１７．６２� １９９．８
２４ ドリームキャプテン 牡３青鹿５５ 北村 友一セゾンレースホース� 中村 均 むかわ 市川牧場 ４７２－ ２２：１７．９２ １２．７�
８１８ ヘリオスフィア 牡３黒鹿５５ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４７４＋１２２：１８．０
 １４７．６�
６１２ アルジェンタム 牡４栗 ５７ 中舘 英二 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 千歳 社台ファーム ５００－ ２２：１８．２１ ６９．４�
７１３ コマノティブロン 牡５鹿 ５７ 上村 洋行長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ５２０－１２ 〃 アタマ １５０．２�
２３ プリュムローズ 牝３鹿 ５３ 村田 一誠野島 春男氏 庄野 靖志 日高 野島牧場 ４６４－ ４２：１８．４１� ８８．０�
６１１ マリアヴェロニカ 牝４黒鹿５５ 松山 弘平 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４５２＋１０２：１９．０３� ２２．３�
１１ � スターファンタジア 牝３黒鹿５３ 鮫島 良太下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４６６＋２４２：１９．４２� ２６６．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，９４４，２００円 複勝： ４１，９６６，７００円 枠連： １９，５１９，６００円

馬連： ７１，８８２，０００円 馬単： ４０，８３４，６００円 ワイド： ３０，４２３，７００円

３連複： ９３，７０２，７００円 ３連単： １６７，２８４，４００円 計： ４９２，５５７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（４－７） ５３０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ５１０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 ��� ４，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２６９４４２ 的中 � ９２５４０（１番人気）
複勝票数 計 ４１９６６７ 的中 � １０５４３４（１番人気）� ７３５８４（２番人気）� ３７４４２（４番人気）
枠連票数 計 １９５１９６ 的中 （４－７） ２７３４１（１番人気）
馬連票数 計 ７１８８２０ 的中 �� ９５０５５（１番人気）
馬単票数 計 ４０８３４６ 的中 �� ３３９２３（１番人気）
ワイド票数 計 ３０４２３７ 的中 �� ４０８６０（１番人気）�� １３８４２（３番人気）�� ８８８８（７番人気）
３連複票数 計 ９３７０２７ 的中 ��� ４３１７９（２番人気）
３連単票数 計１６７２８４４ 的中 ��� ２７９５２（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．１―３５．５―４８．７―１：０１．９―１：１４．５―１：２７．０―１：３９．２―１：５１．３―２：０３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．５
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンライズトゥルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１１．１１．１２ 京都３着

２００９．３．１１生 牡３鹿 母 ステファーナ 母母 ダイナコマネチ １１戦２勝 賞金 ３１，１６７，０００円
〔制裁〕 サンライズトゥルー号の騎手川須栄彦は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（７番・１３番・６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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 クリサンセマム号・ゼログラヴィティー号



３５０７１１２月１６日 晴 良 （２４中京３）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�中 京 日 経 賞

発走１５時３５分 （芝・左）

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
日本経済新聞社賞（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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．８
１：３０．７

良

良

４６ マックスドリーム �５青鹿５７ 上村 洋行山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド ５４２＋ ４１：３６．７ ７．８�

６９ チェリーヒロイン 牝３栗 ５４ 丸田 恭介伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４０２－ ２１：３６．８� ４．５�
４５ デンコウジュピター 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５０４－ ４１：３７．０１	 ９．２�
７１１ キョウエイアシュラ 牡５鹿 ５７ 松田 大作田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ ２６．１�
５７ モンテフジサン 牡５栗 ５７ 大野 拓弥毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４８４－ ２ 〃 クビ ８．９�
８１４ ウインスラッガー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ５００＋ ４１：３７．２１
 １９．４�
８１３ ドリームトレイン 牡３黒鹿５６ 松山 弘平前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 ４９４＋ ４１：３７．３クビ ５．６	
６１０ サトノティアラ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二里見 治氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：３７．４� １８．３

５８ メ ロ ー ト 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 ４７４＋１２１：３７．５クビ ２９．０�
２２ � タ ー フ ェ ル 牡４栗 ５７ 荻野 琢真伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 B５０６－ ２ 〃 クビ １０．８�
３３ ニジブルーム 牡４芦 ５７ 北村 友一横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４ 〃 ハナ ５．４
３４ � リビングストン �６青鹿５７ 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５００－ ４１：３７．６
 ３１．６�
７１２ テ キ ー ラ 牡７鹿 ５７ 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７０－ ２１：３７．７
 １０９．３�
１１ ヴェアデイロス 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０± ０１：３８．３３
 ７１．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３３，４３８，２００円 複勝： ５１，３４８，５００円 枠連： ３３，２７８，９００円

馬連： １４７，７００，２００円 馬単： ７７，７２４，７００円 ワイド： ４８，７８２，５００円

３連複： １９９，９２８，９００円 ３連単： ３５６，６２５，８００円 計： ９４８，８２７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２３０円 � １７０円 � ２８０円 枠 連（４－６） １，０７０円

馬 連 �� １，９８０円 馬 単 �� ４，５９０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� １，２６０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ６，９００円 ３ 連 単 ��� ３７，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３３４３８２ 的中 � ３４０４７（４番人気）
複勝票数 計 ５１３４８５ 的中 � ５８７２６（３番人気）� ９２８４２（１番人気）� ４２５３８（７番人気）
枠連票数 計 ３３２７８９ 的中 （４－６） ２３１５６（５番人気）
馬連票数 計１４７７００２ 的中 �� ５５２５８（４番人気）
馬単票数 計 ７７７２４７ 的中 �� １２５２１（１２番人気）
ワイド票数 計 ４８７８２５ 的中 �� ２０１７８（３番人気）�� ９２９５（１７番人気）�� １２０８５（１１番人気）
３連複票数 計１９９９２８９ 的中 ��� ２１３８４（２１番人気）
３連単票数 計３５６６２５８ 的中 ��� ６９５５（１００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．９―３６．９―４９．０―１：０１．３―１：１３．５―１：２４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．４

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

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

勝馬の
紹 介

マックスドリーム �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１０．２．７ 京都５着

２００７．５．２４生 �５青鹿 母 ドリーミングレイナ 母母 エ ル レ イ ナ １９戦４勝 賞金 ６１，８３３，０００円

３５０７２１２月１６日 晴 良 （２４中京３）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�

く わ な

桑 名 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 ６５１，０００円 １８６，０００円 ９３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０６．５

重

良

８１６ エランドール 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４３８－ ４１：０９．８ ２８．７�

８１８ レディオブパーシャ 牝４栗 ５５ 大野 拓弥 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 ４８２＋ ４１：０９．９� ３．９�

７１５ サウスビクトル 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 ４６８＋１２ 〃 ハナ ８．７�
２３ ダノンエレガント 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４４２－ ２１：１０．４３ １０．９�
６１２� チアフルアイズ 牝４鹿 ５５ 伊藤 工真ラムダ組合 千田 輝彦 新ひだか フジワラフアーム ４４０＋１８１：１０．６１	 ９７．４�
７１４ サトノフローラ 牝４鹿 ５５ 松山 弘平里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ６１：１０．７� ５．２	
２４ バラードソング 牝４鹿 ５５ 松田 大作 �グリーンファーム 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４６６＋１６１：１０．８� ４８．５

４８ サンライズポパイ 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ １３．２�
４７ � サクラテリオス 牡４栗 ５７ 吉田 隼人�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 ４６６± ０ 〃 クビ １２．０�
８１７ タイヨウパフューム 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ３８８－ ２１：１１．１１
 ２８．７
６１１ ソ ム ニ ア 牝５栗 ５５ 藤懸 貴志吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ８１：１１．３１	 ５６．１�
３６ カルナヴァレ 牝３鹿 ５４ 菱田 裕二安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ １６．４�
３５ ローレルエナジー 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 ５１０＋１４１：１１．５１� ７６．３�
１１ デ ィ オ ー サ 牝５青鹿５５ 北村 友一伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 ４７２－ ２１：１１．７１ １０．３�
１２ ダイキチチョウナン 牡４鹿 ５７ 中井 裕二西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 B４８８＋１４１：１１．９１� １０６．８�
５１０ ウエスタンハピネス 牝４鹿 ５５ 小林慎一郎西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４９２± ０１：１２．０クビ １１．７�
７１３ ナムラメイビ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ４３２＋ ６１：１２．１� １２８．７�
５９ ワンダードレッシー 牝４鹿 ５５ 中舘 英二山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４８６＋１２１：１３．１６ １９．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，９８１，３００円 複勝： ５３，３９７，６００円 枠連： ３５，０５４，１００円

馬連： ９５，４１５，８００円 馬単： ５３，３１１，８００円 ワイド： ４２，８８６，０００円

３連複： １４２，８９２，７００円 ３連単： ２３８，８３３，０００円 計： ６９５，７７２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８７０円 複 勝 � ６２０円 � １６０円 � ２７０円 枠 連（８－８） １，５５０円

馬 連 �� ４，８７０円 馬 単 �� １４，３２０円

ワ イ ド �� １，６４０円 �� ２，７４０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １０，０７０円 ３ 連 単 ��� ８９，３００円

票 数

単勝票数 計 ３３９８１３ 的中 � ９３５０（１２番人気）
複勝票数 計 ５３３９７６ 的中 � １７６０１（１１番人気）� １１６４８９（１番人気）� ４９６１４（３番人気）
枠連票数 計 ３５０５４１ 的中 （８－８） １６７８２（４番人気）
馬連票数 計 ９５４１５８ 的中 �� １４４６０（１７番人気）
馬単票数 計 ５３３１１８ 的中 �� ２７４９（６７番人気）
ワイド票数 計 ４２８８６０ 的中 �� ６２７６（１６番人気）�� ３６７３（４２番人気）�� ２０９２０（２番人気）
３連複票数 計１４２８９２７ 的中 ��� １０４７５（２５番人気）
３連単票数 計２３８８３３０ 的中 ��� １９７４（２６３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．６―１１．７―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．３―４６．０―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エランドール �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ボストンハーバー デビュー ２０１０．１２．１２ 阪神３着

２００８．３．７生 牝４鹿 母 スズカブリーズ 母母 エスジーブリーズ １４戦３勝 賞金 ２６，７２１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダードレッシー号は，平成２５年１月１６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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 アラカメジョウ号・キクカバウンダー号・クラウンエンビー号・クレムリンシチー号・シンボリゾンネ号・

スピアナート号・セルリアンレッド号・メジロガストン号・ヤマノラヴ号・ワイルドビート号

４レース目



（２４中京３）第６日 １２月１６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １９２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

１６６，２２０，０００円
５，５８０，０００円
２，３１０，０００円
１５，２２０，０００円
６３，８０１，５００円
４，９９２，０００円
１，８４３，２００円

勝馬投票券売得金
２４６，７９０，５００円
３９１，６３６，４００円
１９１，７５５，９００円
５８９，９０５，６００円
３７５，０７６，２００円
２７３，２３３，０００円
８４７，９０４，７００円
１，４３１，１４９，０００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 ４，３４７，４５１，３００円

総入場人員 １８，６６２名 （有料入場人員 １６，７３４名）



平成２４年度 第３回中京競馬 総計

競走回数 ７２回 出走延頭数 １，１５３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

１，１７１，１３０，０００円
４，１６０，０００円
２８，１４０，０００円
１３，１１０，０００円
１０７，９８０，０００円
３８７，９６５，０００円
３０，４８８，０００円
１１，０６８，８００円

勝馬投票券売得金
１，４５３，４３２，１００円
２，３８４，１０３，７００円
１，０５０，１１６，８００円
３，５２０，３１７，７００円
２，１７０，１７２，４００円
１，６２８，８８２，７００円
５，０７８，７３７，６００円
８，５１１，３４８，１００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ２５，７９７，１１１，１００円

総入場延人員 ９７，３３０名 （有料入場延人員 ８８，１４９名）


