
３５０１３１２月３日 晴 良 （１８中京４）第２日 第１競走 ��１，７００�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� コースレコード

中央レコード

１：４５．９
１：４５．９

重

重

３５ �� コスモフリーダム 牡２鹿 ５５ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 中野 隆良 門別 棚川牧場 ４８６± ０１：５０．０ １６．０�

６１２ サクラハーレー �２鹿 ５５ 北村 宏司�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４８２－ ２１：５０．１� １８．８�
１１ � ファートゥム 牡２栗 ５５ O．ペリエ 田上 雅春氏 飯田 雄三 静内 岡田スタツド ４４６＋ ２ 〃 クビ １１．３�

（仏）

６１１ ヤマノブルーグラス 牡２黒鹿５５ C．ルメール 山泉 恵宥氏 領家 政蔵 浦河 宮内牧場 ４７２＋ ２１：５０．２クビ １．５�
（仏）

８１６� ナンヨーノース 牡２鹿 ５５ 吉田 豊中村 �也氏 武藤 善則 浦河 三好牧場 ５００－ ６ 〃 クビ ２５．０�
４７ ニシオハンセル 牡２栗 ５５ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４６０－ ４１：５０．３� ２５．５	
２３ カイテキセレブ 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三国本 勇氏 橋口弘次郎 様似 猿倉牧場 ４７２－ ８１：５０．４� ８．０

８１５� シゲルアサンテサナ 牡２鹿 ５５ 本田 優森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 沖田 繁 ４３４－ ８１：５０．６１� ２６７．２�
５９ フィールドマーチ 牡２鹿 ５５

５４ ☆鮫島 良太地田 勝三氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４９０＋ ２１：５２．０９ ９４．４�
１２ � パープルジェット 牡２鹿 ５５

５２ ▲北村 友一中野 銀十氏 境 直行 浦河 小林 和義 ５１２± ０１：５２．７４ １８．７
３６ � コスモブラン 牡２鹿 ５５

５２ ▲佐藤 聖也 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 門別 富永牧場 ４５４± ０１：５２．８� ２９２．４�
７１４ リキアイアチーブ 牝２黒鹿５４ 西田雄一郎高山 幸雄氏 境 征勝 静内 岡田牧場 ４７６＋ ２１：５３．４３� １２．０�
５１０ リーガルホーラー 牡２鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅松坂 記吉氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ６１８．９�
４８ � ス ル フ ァ ー 牡２黒鹿５５ 池田 鉄平山上 和良氏 柴崎 勇 浦河 岡本 昌市 ４９２± ０１：５３．５� １００．０�
２４ � サンマルマドンナ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人相馬 勇氏 蛯名 信広 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４５０± ０１：５４．７７ ４５２．９�

７１３ ハーヴァード 牡２鹿 ５５
５２ ▲田中 克典谷田 元彦氏 須貝 彦三 静内 福岡 清 ４９４＋１２１：５７．３大差 ２４０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，４２４，３００円 複勝： １１，１６９，４００円 枠連： １１，４０５，６００円

普通馬連： ３３，６０２，３００円 馬単： ３７，９２２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，３９１，０００円

３連複： ５５，３６８，７００円 ３連単： 発売なし 計： １６９，２８３，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，６００円 複 勝 � ４４０円 � ５００円 � ３８０円 枠 連（３－６） ６９０円

普通馬連 �� ８，２２０円 馬 単 �� １６，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９４０円 �� １，４７０円 �� ２，７８０円

３ 連 複 ��� ２３，６４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９４２４３ 的中 � ４６５１（５番人気）
複勝票数 計 １１１６９４ 的中 � ６８０６（５番人気）� ５６９６（８番人気）� ８１６５（３番人気）
枠連票数 計 １１４０５６ 的中 （３－６） １２２０３（３番人気）
普通馬連票数 計 ３３６０２３ 的中 �� ３０２０（２２番人気）
馬単票数 計 ３７９２２１ 的中 �� １６５５（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０３９１０ 的中 �� １３１８（２１番人気）�� １７６９（１３番人気）�� ９０９（２９番人気）
３連複票数 計 ５５３６８７ 的中 ��� １７２９（５４番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１１．９―１３．５―１２．９―１２．９―１３．８―１３．２―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．３―４３．８―５６．７―１：０９．６―１：２３．４―１：３６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．３―３F４０．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
コスモフリーダム �

�
父 マヤノトップガン �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００６．７．１ 福島７着

２００４．４．９生 牡２鹿 母 ワイドウインダム 母母 ウネビノカオリ ５戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔制裁〕 リキアイアチーブ号の騎手西田雄一郎は，１コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハーヴァード号は，平成１９年２月３日まで平地競走に出走できない。
※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。



３５０１４１２月３日 晴 良 （１８中京４）第２日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時２５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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

５９ �� ロ ゼ ッ タ 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 静内（有）下河辺トレー
ニングセンター ４１０－ ３１：４７．７ １２４．８�

７１３� アブソルートダンス 牝４栗 ５５ O．ペリエ �ユートピア牧場 飯田 雄三 三石 前川 正美 ４４６＋ ６１：４７．９１� ４．７�
（仏）

５１０ ダイシンツウィギー 牝５鹿 ５５ 吉田 豊戸山 光男氏 南田美知雄 新冠 松本 信行 ４４６－ ２１：４８．３２� ５６．４�
８１６� パ ッ サ リ ン 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６１：４８．４� ３．２�
３５ ヘンメイレン 牝３栗 ５４ 小林慎一郎栗本 良明氏 矢作 芳人 三石 斉藤スタッド ４０６－ ８ 〃 クビ ３１．８�
１１ � バトルサクヤビメ 牝３黒鹿５４ C．ルメール 宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 静内 白老ファーム ４５２－ ８１：４８．５クビ ３．５�

（仏）

３６ � トーアセンヒメ 牝４栗 ５５ 赤木高太郎東亜駿馬	 大根田裕之 豊浦トーア牧場 ４４０＋ ４１：４８．７１	 ６．４

４８ � エジプシャン 牝４栗 ５５

５２ ▲北村 友一�バンブー牧場 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ ２５．１�
６１２ コリンズグラス 牝４栗 ５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４７８－ ８１：４９．０１
 １２．０�
６１１� インザリピート 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一遠藤 喜松氏 内藤 一雄 様似 清水スタッド ４４６－ ４１：４９．１� １４４．８
４７ �� グロスターチャーム 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳�服部牧場 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４３２－１２ 〃 アタマ １７８．５�
７１４� ナンヨーアクトレス 牝５栗 ５５ 石橋 脩中村 �也氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４３４－ ４１：４９．７３� １９．８�
２４ �� ゲイリーブリリアン 牝４鹿 ５５

５２ ▲田中 克典中村 浩章氏 湯窪 幸雄 栃木 東京サラブレッ
ドビューロー ４９２± ０１：５０．４４ ３５．４�

８１５ ウ ス イ 牝３鹿 ５４
５３ ☆津村 明秀中村 政勝氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４７２＋１２ 〃 アタマ １３０．６�

１２ トーワスキャター 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一齋藤 すゞ 氏 橋田 満 平取 稲原牧場 B４４０± ０１：５０．５クビ １７５．０�
２３ ゲッタウェイ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�ターフ・スポート星野 忍 浦河 小林 和義 ４３２－ ６１：５３．２大差 １６８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，２５９，９００円 複勝： １２，６１１，６００円 枠連： １２，７７３，４００円

普通馬連： ３５，６５１，３００円 馬単： ３６，７９６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０，２７０，２００円

３連複： ５３，４２９，０００円 ３連単： 発売なし 計： １７０，７９２，２００円

払 戻 金

単 勝 � １２，４８０円 複 勝 � ２，９８０円 � １９０円 � ９００円 枠 連（５－７） ５，２６０円

普通馬連 �� ４１，１２０円 馬 単 �� １２６，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，６１０円 �� ２１，３５０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� １９８，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９２５９９ 的中 � ５８５（１１番人気）
複勝票数 計 １２６１１６ 的中 � ９１１（１２番人気）� ２３２３８（３番人気）� ３２０７（９番人気）
枠連票数 計 １２７７３４ 的中 （５－７） １７９３（１９番人気）
普通馬連票数 計 ３５６５１３ 的中 �� ６４０（５９番人気）
馬単票数 計 ３６７９６８ 的中 �� ２１５（１３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０２７０２ 的中 �� ３８１（４２番人気）�� １１７（７８番人気）�� １０１５（２６番人気）
３連複票数 計 ５３４２９０ 的中 ��� １９９（２１７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―２９．８―４３．２―５６．２―１：０９．０―１：２２．４―１：３５．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
ロ ゼ ッ タ �

�
父 メジロマックイーン �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００４．８．８ 新潟４着

２００２．５．３生 牝４鹿 母 フェアウイナー 母母 ブレインストーム １４戦２勝 賞金 １７，９００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲッタウェイ号は，平成１９年１月３日まで平地競走に出走できない。
※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。



３５０１５１２月３日 晴 良 （１８中京４）第２日 第３競走 ��２，３００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時５５分 （ダート・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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．３
２：２２．３

重

重

８１５� タカオセンチュリー 牡３栗 ５５ C．ルメール 櫻井 登氏 矢作 芳人 新冠 川上 悦夫 ５１２＋ ８２：３２．２ １．７�
（仏）

３５ マルブツクロス 牡３芦 ５５ 石橋 脩大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５２６＋ ２２：３２．８３� １０．８�
７１３ クリスタルバッハ 牡４鹿 ５７ O．ペリエ 小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４８０＋ ８２：３２．９� １２．４�

（仏）

８１６ ロフティソル 牡３栗 ５５
５２ ▲北村 友一大原 詔宏氏 境 直行 静内 田中 裕之 ４８６－ ６２：３３．１１� ９．３�

６１１� ボ ビ ン 牡３栗 ５５ 菊沢 隆徳齊藤四方司氏 手塚 貴久 門別 下河辺牧場 ４８６＋１２ 〃 ハナ ４．６�
４８ � ハロウィンシチー 牡３黒鹿５５ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 高橋 義博 静内 出羽牧場 ４４６± ０２：３３．４１� ２６．８�
１２ サクセスガーウィン 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 笠松牧場 ４７８＋ ２２：３３．５� ４１．６	
５１０� バンダムカーン 牡５鹿 ５７ 青木 芳之山科 統氏 南田美知雄 門別 坂 牧場 B４７２－ ２２：３３．６� ３０．２

３６ �	 エプソムライジン 牡５鹿

５７
５４ ▲佐藤 聖也 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 稲葉 隆一 浦河 中神牧場 ４９２＋ ２２：３３．７クビ １３４．５�
７１４�
 トーセンマウンテン �８鹿 ５７ 加藤士津八島川 利子氏 加藤 和宏 浦河 永田 克之 ５０４－ ８２：３３．９１� １３５．３�
４７ ツルミベレイザ 牝４鹿 ５５

５４ ☆津村 明秀鶴見ホース 柴田 光陽 浦河 吉田 隆 ４４０＋ ４ 〃 ハナ ６９．１�
５９ �	 ホワイトドラゴン 牡６鹿 ５７ 荻野 要�駒秀 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４５２± ０２：３４．３２� ８２．７�
２４ � シェルクレール 牡４栗 ５７ 吉田 豊吉田 修氏 山田 要一 様似 出口 繁夫 ５１６－ ４２：３５．２５ １９５．９�
６１２� ダイワアスカロン 牡３鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 中野渡清一 三石 大塚牧場 ４３２－ ６２：３５．３� ６１．６�
１１ � トウショウアクセル 牡３鹿 ５５ 西田雄一郎トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５４２＋ ２２：３６．３６ ２３２．３�
２３ �	 カネコメフォルテ 牝４栗 ５５ 田辺 裕信�岡 義雄氏 浅野洋一郎 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４３８－ ６２：３６．９３� ２９３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，８７８，１００円 複勝： １２，０８０，６００円 枠連： １８，０８２，９００円

普通馬連： ４１，４６６，７００円 馬単： ４７，７７４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，８４７，０００円

３連複： ６３，４５８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２０７，５８７，８００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � ２８０円 枠 連（３－８） ６００円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ４３０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１８７８１ 的中 � ５６３７８（１番人気）
複勝票数 計 １２０８０６ 的中 � ３８７３７（１番人気）� １２３３０（３番人気）� ８５７８（５番人気）
枠連票数 計 １８０８２９ 的中 （３－８） ２２４４９（２番人気）
普通馬連票数 計 ４１４６６７ 的中 �� ４３１６９（２番人気）
馬単票数 計 ４７７７４１ 的中 �� ４１６１８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２８４７０ 的中 �� ９４０６（３番人気）�� ７５５４（４番人気）�� ２４２０（１１番人気）
３連複票数 計 ６３４５８４ 的中 ��� １９４２１（７番人気）

ハロンタイム ７．４―１１．６―１３．０―１４．３―１３．７―１４．５―１４．８―１３．１―１２．６―１２．６―１２．１―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００�
７．４―１９．０―３２．０―４６．３―１：００．０―１：１４．５―１：２９．３―１：４２．４―１：５５．０―２：０７．６―２：１９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�タカオセンチュリー �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．４．１ 福島９着

２００３．２．１６生 牡３栗 母 マルゼンサクラ 母母 トウフクパルフアン ９戦２勝 賞金 ２２，８００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 カネコメフォルテ号は，平成１９年１月３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アドマイヤロマネ号・オースミシルク号・グランドタイガー号・ドレックセル号
※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。



３５０１６１２月３日 晴 良 （１８中京４）第２日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時２５分（番組第５競走を順序変更） （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� コースレコード

中央レコード

１：０８．２
１：０７．８

良

良

８８ ミ ス チ フ 牝２芦 ５４ 古川 吉洋林 順子氏 武田 博 新冠 協和牧場 ４２４ ―１：１１．３ ３．８�

７７ �� マイネルプルート 牡２黒鹿５５ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４５６ ― 〃 クビ ５．０�

５５ � グロリアスソード 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 門別 坂 牧場 ４５６ ―１：１１．４クビ ６．７�
２２ � ナムラシャイニング 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦奈村 信重氏 矢作 芳人 門別 賀張三浦牧場 ４１２ ―１：１１．５� １５．３�
１１ エクスハイタッチ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司前田 繁氏 柄崎 孝 静内 曾我 博 ４３４ ―１：１１．７１	 ２３．０�
６６ ア ガ シ イ 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４２６ ―１：１１．９１	 ３２．１�
３３ スリーラジアル 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４２８ ― 〃 クビ １０．４	
４４ 
 ハイパービート 牡２芦 ５５ 本田 優深見 昌代氏 昆 貢 米 Sanford Robert-

son & Judy Hicks ４６４ ―１：１２．１１� ２．５


（８頭）

売 得 金

単勝： ９，７９９，１００円 複勝： ８，２２７，１００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ３２，９４３，５００円 馬単： ４０，７０４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７，３９３，８００円

３連複： ３９，５８３，０００円 ３連単： 発売なし 計： １３８，６５０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � １６０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ５００円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９７９９１ 的中 � ２０３６５（２番人気）
複勝票数 計 ８２２７１ 的中 � １４６８５（２番人気）� １３４３８（４番人気）� １４１１８（３番人気）
普通馬連票数 計 ３２９４３５ 的中 �� ３４６４２（３番人気）
馬単票数 計 ４０７０４２ 的中 �� １９４０５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７３９３８ 的中 �� ７５６５（３番人気）�� ３５４２（７番人気）�� ２８０５（９番人気）
３連複票数 計 ３９５８３０ 的中 ��� １３６４３（８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．６―１２．３―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．１―３５．７―４８．０―５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３５．６
３ ３（５，８）（１，２，６）（４，７） ４ ３（５，８）（１，６）（２，７）４

勝馬の
紹 介

ミ ス チ フ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Caerleon 初出走

２００４．３．２９生 牝２芦 母 エールノコイビト 母母 Glenbeigh Summer １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 グロリアスソード号の騎手田辺裕信は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。



３５０１７１２月３日 晴 良 （１８中京４）第２日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時５５分（番組第４競走を順序変更） （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

２：０２．０
１：５９．９

良

良

５１０� コスモグルミット 牡２鹿 ５５ 長谷川浩大 �ビッグレッドファーム 中村 均 門別 ヤナガワ牧場 ４８４± ０２：０２．８ ３．９�

２４ � ウインスペンサー 牡２黒鹿５５ C．ルメール�ウイン 池江 泰郎 浦河 丸幸小林牧場 ５０８－ ４２：０３．０１� ３．８�
（仏）

３５ �� マイネルヴルメリオ 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 坪 憲章 三石 田上 稔 ５１６－１２２：０３．３１	 ４．７�

８１５ オーシャンクルーズ 牡２鹿 ５５ 本田 優上田 宗義氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４５６＋ ２２：０３．７２
 ６．５�
８１６ ロリンザーユーザー 牡２鹿 ５５ O．ペリエ ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B４８６＋ ２２：０３．８	 ６４．６�

（仏）

５９ � エドノダンス 牡２芦 ５５ 石橋 脩遠藤 喜松氏 斎藤 宏 三石 沖田 忠幸 ５１４－ ２２：０４．０１
 ７３．６	
７１３�� アポロバンチョウ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 佐藤 吉勝 平取 清水牧場 ４９４＋ ２２：０４．２１� ６１．８

４８ マッシヴカイザー 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 静内 静内白井牧場 ５２４－ ２２：０４．３	 １１．６�
２３ � ハンティングダラー 牡２鹿 ５５

５４ ☆鮫島 良太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８６－ ８２：０４．４
 ３２．５�
７１４ ソーラーフレア 牡２栗 ５５

５２ ▲北村 友一山上 和良氏 田島 良保 浦河 ターフィー牧場 ４５２－ ２ 〃 アタマ ２８５．４
１１ � バンブーソクラテス 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三�バンブー牧場 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 ４９２－ ２ 〃 ハナ ８．４�
４７ � ノワールシチー 牡２栗 ５５ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 ４８８＋ ８２：０４．５
 ５４．０�
６１２ ハッピーオーラ 牝２黒鹿５４ 高橋 亮�本桐牧場 高橋 隆 三石 本桐牧場 ４２８－ ６２：０５．０３ ４９９．８�
１２ � マイネルグラナーテ 牡２栗 ５５ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 中村 和夫 B４８０＋ ４２：０５．１クビ １８．４�
３６ �� マッキーサムソン 牡２黒鹿５５ 赤木高太郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 浦河 金石牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ９５．８�
８１７ リュウセイマスター 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉本郷 善隆氏 野元 昭 三石 名古屋 一征 ５１０－ ２２：０６．７１０ ６２２．９�
６１１� シャドウパルマン 牡２栗 ５５ 小林 久晃飯塚 知一氏 戸田 博文 門別 石原牧場 ４６６－ ４２：０７．１２
 ６４１．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １６，０４４，３００円 複勝： １９，０９７，２００円 枠連： １６，２８８，５００円

普通馬連： ５３，８１６，５００円 馬単： ５０，８３３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５１２，９００円

３連複： ７７，１６３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２４８，７５５，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（２－５） ７１０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ３９０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６０４４３ 的中 � ３２８１５（２番人気）
複勝票数 計 １９０９７２ 的中 � ３７４０９（２番人気）� ４３３８３（１番人気）� ２９９４１（３番人気）
枠連票数 計 １６２８８５ 的中 （２－５） １７０３１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３８１６５ 的中 �� ６４４０８（１番人気）
馬単票数 計 ５０８３３０ 的中 �� ２６８４８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５１２９ 的中 �� １８０８２（１番人気）�� ９１６６（３番人気）�� １３２６６（２番人気）
３連複票数 計 ７７１６３１ 的中 ��� ４４７６４（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．７―１３．５―１３．５―１３．０―１２．７―１２．２―１１．３―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．２―４８．７―１：０２．２―１：１５．２―１：２７．９―１：４０．１―１：５１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３４．９
１
３
１０，１４（４，１６）１３，５（１，２，９，１７）（３，７，１２，１５）８－（６，１１）
１０，１４（４，１６）（５，１３）（９，１５）８（１，２，６）（３，７，１７，１２）１１

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

勝馬の
紹 介

�コスモグルミット �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 Mark of Esteem デビュー ２００６．１１．１９ 京都２着

２００４．４．６生 牡２鹿 母 コーディング 母母 Chalon ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※マイネルヴルメリオ号は，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。



３５０１８１２月３日 晴 良 （１８中京４）第２日 第６競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時４５分 （ダート・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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

不良

稍重

２３ � コクシムソウ 牡３栗 ５６ 赤木高太郎小川 洋氏 松元 茂樹 新冠 小田 健一 ４７４＋ ４１：００．２ ２．６�

３５ グランディバローズ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三猪熊 広次氏 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ４６４－ ４１：００．４１� ６．６�
６１２ キラースマイル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲北村 友一橘 大生氏 領家 政蔵 門別 川島 貞二 B４９６＋ ４１：００．５	 １７．１�
１１ エターナルサーガ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明 �ローレルレーシング 田中 章博 静内 畠山牧場 B４４０－ ２１：００．６クビ ６．６�
１２ 
 ローレルハンバーバ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 �ローレルレーシング 矢野 進 静内 橋谷 折 ４７２± ０ 〃 クビ ２４．６�
２４ �� リトルホープ 牝４栗 ５５ 長谷川浩大加藤 守氏 湯窪 幸雄 門別 モリナガファーム ４２８± ０１：００．７� １８．５�
６１１ マンボカーニバル 牝６鹿 ５５ 柴山 雄一	グランド牧場 高松 邦男 米 Grand Farm ４１８± ０１：０１．０１	 ３７．４

３６ タマモヘヴン 牡３鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人タマモ� 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４８２± ０ 〃 アタマ １１０．９�
４７ フォーリングレイス 牡５鹿 ５７ 嘉藤 貴行阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 ムラカミファーム ４５２＋ ４ 〃 アタマ １０７．１�
５１０
 テントゥワン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４４０＋ ２１：０１．３２ ７３．９
８１５ フリーダムガール 牝５栗 ５５

５４ ☆津村 明秀藤田与志男氏 小笠 倫弘 米 Carl Massaro &
Dunnhill Farm ４６２－１４１：０１．８３ １５．８�

７１４
� ブロードチャンネル �３鹿 ５６ O．ペリエ 岡田 牧雄氏 飯田 雄三 三石 萩澤 泰博 ４４４－１４ 〃 クビ ５．７�
（仏）

８１６� スズノブルーグラス 牡４黒鹿５７ 小原 義之新木 鈴子氏 小原伊佐美 米 Linda L.
Ramsey ４９２＋ ４１：０２．１１	 ３３８．７�

４８ シゲルダイノウカイ 牡３鹿 ５６ 本田 優森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 沖田 繁 ４８０＋１０１：０２．６３ １５．４�
７１３ サヨナラゲーム 牡４黒鹿５７ 北村 宏司薗部 博之氏 宗像 義忠 米 A. Lakin

& Sons ４５６＋１２１：０４．０９ ２５．７�
５９ � ヤマノジャスティス 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎山口 克己氏 本郷 一彦 新冠 石郷岡 松

太郎 ４９８＋ ６ （競走中止） ９６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，８１９，７００円 複勝： １３，３３３，８００円 枠連： １６，３６７，３００円

普通馬連： ４６，５８２，８００円 馬単： ４７，５６０，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３，１３８，８００円

３連複： ７０，６５４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２１９，４５７，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � ５４０円 枠 連（２－３） ５８０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １，０４０円 �� ２，５５０円

３ 連 複 ��� ６，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１８１９７ 的中 � ３６７３３（１番人気）
複勝票数 計 １３３３３８ 的中 � ３２７０４（１番人気）� １７９０８（３番人気）� ４６５５（９番人気）
枠連票数 計 １６３６７３ 的中 （２－３） ２０９９３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４６５８２８ 的中 �� ４４９７０（１番人気）
馬単票数 計 ４７５６０４ 的中 �� ２６７７８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３１３８８ 的中 �� ９０４０（２番人気）�� ３０３８（１１番人気）�� １１７７（３４番人気）
３連複票数 計 ７０６５４４ 的中 ��� ８２３３（１９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１２．０―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．０―３５．０―４７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３７．２
３ １５（３，１２）４－７（５，１３）２（１，１４）（６，１１）－（１０，１６）８ ４ １５（３，１２）－４（５，７）（２，１３）（１，６，１４）１１－（１０，１６）－８

勝馬の
紹 介

�コクシムソウ �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 オグリキャップ デビュー ２００５．８．２０ 小倉８着

２００３．４．２８生 牡３栗 母 クルジェアムール 母母 ミスイエロー １２戦２勝 賞金 ２３，９７８，０００円
〔競走中止〕 ヤマノジャスティス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔３走成績による出走制限〕 フォーリングレイス号は，平成１９年１月３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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アグネスカラット号・エスケーワシントン号・カシノエスケイプ号・コアレスパレード号・サンエムワールド号・

シノワールド号・ツルギフェロン号・デライトホーラー号・トレトレジョリ号・バッドフォーチュン号・
マッキータイガー号

※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。



３５０１９１２月３日 曇 良 （１８中京４）第２日 第７競走 １，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１５分 （ダート・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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

８１５� アグネスネクタル 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆鮫島 良太渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１２± ０１：４７．４ １．３�

１２ � エイワンタッチ 牡４黒鹿５７ 佐久間寛志荒木 榮一氏 高市 圭二 門別 藤本 直弘 ５１８＋ ４１：４８．１４ １４．９�
４７ テイエムカチボシ 牡４鹿 ５７ 柴原 央明竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 競優牧場 ４６４＋ ４１：４８．２� ３７．１�
５９ メイショウダンディ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典松本 好雄氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３８－１２１：４８．３クビ ９．５�
６１１�� マイネルメロス 牡３栗 ５６ 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 静内 大典牧場 ４５８＋ ２１：４８．５１� ２２．５�
５１０ メイショウトンボ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４８４± ０ 〃 アタマ ４４．３�
２４ � タヤスワカシオ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信横瀬 俊三氏 星野 忍 門別 庫富ファーム ４５０－１６１：４８．６� ３７．１	
２３ アグネスリュウ 牡４芦 ５７

５６ ☆津村 明秀渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 本巣牧場 ４７８＋ ８１：４８．９２ １８．８

６１２ トワイニングイモン 牡４鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士井門 敏雄氏 南田美知雄 浦河 富田牧場 ４７０＋ ６１：４９．０� ７１．８�
４８ テイエムツバサオー 牡５鹿 ５７ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 静内 千代田牧場 ４８２＋１０ 〃 アタマ １７６．３�
７１４ ライジングハート 牡５鹿 ５７ 北村 浩平赤倉 昌己氏 梅内 忍 静内 カタオカフアーム ４６６－ ４１：４９．２１ ７６．７
８１６ コスモスパーブ 牡４鹿 ５７ 加藤士津八 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 門別 戸川牧場 B４８４－１０１：４９．３� ２２７．４�
３６ � カツヨキャンドゥ 牡５鹿 ５７

５４ ▲北村 友一丹羽 茂文氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４６２＋ ６ 〃 クビ １２．１�
３５

�
�
� フローレストウブ 牝４鹿

５５
５２ ▲佐藤 聖也真部 晴�氏 佐藤 吉勝 新冠 新冠橋本牧場 B４４８± ０１：４９．４クビ １３４．６�

１１ � ラムズイヤー 牝４鹿 ５５
５２ ▲千葉 直人松平 正樹氏 本間 忍 門別 白井牧場 ４３６－ ８１：５１．２大差 １５６．１�

７１３� カシノトーマス 牡４鹿 ５７
５４ ▲黛 弘人柏木 務氏 松山 康久 宮崎 田上 勝雄 ４７８－ ２１：５２．５８ １３４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２１５，９００円 複勝： １１，８５９，６００円 枠連： １５，６７８，７００円

普通馬連： ４４，６０３，２００円 馬単： ５６，６３８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６７９，５００円

３連複： ７１，４２１，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２３０，０９６，８００円

払 戻 金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ６４０円 枠 連（１－８） ６２０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １，１４０円 �� ３，３００円

３ 連 複 ��� ５，８６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６２１５９ 的中 � ９９７２５（１番人気）
複勝票数 計 １１８５９６ 的中 � ５０２８５（１番人気）� ９８３５（３番人気）� ２７９７（１０番人気）
枠連票数 計 １５６７８７ 的中 （１－８） １８８４２（４番人気）
普通馬連票数 計 ４４６０３２ 的中 �� ５５０３０（２番人気）
馬単票数 計 ５６６３８２ 的中 �� ５４８０１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６７９５ 的中 �� １３５８６（２番人気）�� ２７８１（１２番人気）�� ９１３（３１番人気）
３連複票数 計 ７１４２１７ 的中 ��� ９００３（２０番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１１．７―１３．１―１２．２―１２．５―１３．５―１２．９―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．１―４３．２―５５．４―１：０７．９―１：２１．４―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．５
１
３
１，５（２，７）１３（４，６，１６）９－（３，１０，１４）（１２，１５）１１－８
５，７，２（１，１６）（４，６）１５（３，９）１３，１４，１２，１０，１１－８

２
４

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

勝馬の
紹 介

�アグネスネクタル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００６．４．３０ 京都２着

２００３．２．２２生 牡３黒鹿 母 アグネスヒロイン 母母 ダイナサマンサ １２戦２勝 賞金 ２４，２５０，０００円
〔騎手変更〕 トワイニングイモン号の騎手南井大志は，第３回阪神競馬第１日第４競走での落馬負傷のため船曳文士に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノトーマス号は，平成１９年１月３日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ライジングハート号・コスモスパーブ号・ラムズイヤー号・カシノトーマス号は，平成１９年１月３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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 パワーラン号・ヒミノクリミナル号
（非抽選馬） １頭 ミスフェイスフル号



３５０２０１２月３日 曇 良 （１８中京４）第２日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

６１２ ブラックランナー 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４８０＋１２１：４６．７ １２．１�

７１３ モンサラーシュ 牡３栗 ５６ 北村 宏司伊達 秀和氏 清水 利章 門別 サンシャイン
牧場 ４４０＋ ２１：４７．０２ １８．５�

８１６� スギノベラージオ 牡３栗 ５６
５５ ☆鮫島 良太杉山 美惠氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４９０－ ２ 〃 アタマ ３．７�

８１５ アルタントプチ 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 加藤 信之氏 菊川 正達 新冠 セントラルスタツド ４５８＋ ２１：４７．１クビ １７．３�
（仏）

５１０ ホーネットアーミー �４黒鹿５７ 石橋 脩 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２１：４７．３１� １５６．０�
２４ � ロトブルースター 牡３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４６６＋１０１：４８．０４ ７．１�
１２ ダークフラッシュ 牡４鹿 ５７ 池添 謙一吉澤 克己氏 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４７２＋ ８１：４８．１	 ７．７	
２３ � シンメイガルダン 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己織田 芳一氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム B４７４＋ ４ 〃 ハナ ３．２

３５ �
 バックスラッシュ 牡７鹿

５７
５６ ☆津村 明秀薗部 博之氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：４８．２	 ２２８．１�

６１１ キラウエアシチー 牡６栗 ５７ 高山 太郎 �友駿ホースクラブ 内藤 一雄 浦河 上山牧場 ４３２－ ２１：４８．３	 ２０３．７
７１４ タイインテンスリー 牡３栗 ５６ 柴山 雄一�名鯛興業 岩戸 孝樹 新冠 メイタイ牧場 ４７６＋１２ 〃 ハナ １４．８�
５９ デポジットブック 牡４黒鹿５７ 赤木高太郎 �サンデーレーシング 松元 茂樹 追分 追分ファーム ４７２＋１８１：４８．８３ １２．９�
１１ プログレスエバー 牡３鹿 ５６ 内田 浩一朝見 巌氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５７４＋１８ 〃 アタマ １２５．０�
４８ � カツヨカムトゥルー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎丹羽 茂文氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４４４± ０１：４９．８６ ２００．１�
３６ � ショウナンタイトル 牡３黒鹿５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２１：４９．９クビ ４４．２�
４７ �
 トミケンタキシード 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一冨樫 賢二氏 勢司 和浩 浦河 ターフィー牧場 ５１０－ ３１：５１．８大差 １７１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７２８，０００円 複勝： １７，１１３，３００円 枠連： １９，２８０，９００円

普通馬連： ５６，０５５，９００円 馬単： ５４，７９５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７８６，１００円

３連複： ８６，３９１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２６４，１５１，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ３８０円 � ４７０円 � １８０円 枠 連（６－７） ３，１９０円

普通馬連 �� ８，９９０円 馬 単 �� １７，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８４０円 �� ８１０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� １２，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４７２８０ 的中 � ９６２４（５番人気）
複勝票数 計 １７１１３３ 的中 � １０６３４（６番人気）� ８２０９（９番人気）� ３２５３１（２番人気）
枠連票数 計 １９２８０９ 的中 （６－７） ４４６７（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５６０５５９ 的中 �� ４６０４（３０番人気）
馬単票数 計 ５４７９５８ 的中 �� ２２５２（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７８６１ 的中 �� １３２６（３２番人気）�� ４９９４（９番人気）�� ２８０４（１８番人気）
３連複票数 計 ８６３９１５ 的中 ��� ５１９４（４６番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１１．６―１２．６―１２．７―１２．７―１３．７―１２．５―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―２９．７―４２．３―５５．０―１：０７．７―１：２１．４―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．０
１
３

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

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

ブラックランナー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１．７ 中山１着

２００３．４．１１生 牡３黒鹿 母 ビクトリアスズラン 母母 ビクトリートースト ８戦２勝 賞金 ２０，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トミケンタキシード号は，平成１９年１月３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ニホンピロファイブ号・リネンヤクシン号
※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。



３５０２１１２月３日 曇 良 （１８中京４）第２日 第９競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１５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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

３５ � サインゴールド 牝３栗 ５４ 長谷川浩大山田 順通氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４４８± ０１：０８．６ ４．９�

２３ シゲルガンバレ 牡５鹿 ５７ 河北 通森中 蕃氏 小野 幸治 静内 山田牧場 ４７２＋１０１：０９．０２� ８．６�
２４ � オンワードサマンサ 牝６鹿 ５５ 嘉藤 貴行�オンワード牧場 大和田 稔 浦河 オンワード牧場 ４３６＋１２１：０９．４２� ２１８．４�
８１７� テンシノダンス 牝６栗 ５５ C．ルメール 杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ４．２�

（仏）

３６ �� ミフジハナフブキ 牝５栗 ５５ 吉田 豊松本 俊廣氏 西塚 安夫 新冠 竹中 進一 B４４８－ ４１：０９．５� ５０．０�
４７ � カシノマイケル 牡３青鹿 ５６

５３ ▲田中 克典柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４５２± ０１：０９．６	 ２０．７�
５１０� ユ ウ ゼ ー タ 牡５黒鹿５７ 柴原 央明�アイテツ 田中 章博 浦河 鎌田 正嗣 ４５０＋ ８１：０９．７クビ ７２．８	
７１４ エスワイジュピター 牝４栗 ５５ 高橋 亮吉岡 泰治氏 高橋 隆 門別 庄野牧場 ４５２＋１４ 〃 クビ ３８．９

６１２ プロテクトアゲン 牡４栗 ５７ 芹沢 純一浅川 皓司氏 石毛 善彦 三石 山際牧場 ５１８＋１２１：０９．９	 １９０．１�
８１８ マヤノモノポリー 牝３鹿 ５４ 石橋 脩田所 英子氏 坂口 正大 三石 下屋敷牧場 ４６０＋２２１：１０．０	 ８６．０�
４８ プリンセスゴールド 牝４栗 ５５ O．ペリエ 社台レースホース池江 泰郎 白老 白老ファーム ４４２＋１４ 〃 クビ ７．４�

（仏）

１２ コアレスソニック 
３黒鹿 ５６
５３ ▲田村 太雅小林 昌志氏 和田 正道 門別 ビラトリファーム B４４４＋１８１：１０．１クビ ６９．７�

７１５� シルクリアライズ 
６黒鹿５７ 西田雄一郎有限会社シルク池上 昌弘 新冠 早田牧場新
冠支場 ４７４＋３４１：１０．２� ２６１．２�

１１ �� セレンアイリス 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎後藤 繁樹氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド ４５０＋ ４１：１０．４１� １５．２�
８１６� エイシンラビアン 牝３青鹿５４ 柴山 雄一平井 豊光氏 川村 禎彦 静内 大滝 康晴 ４４８＋ ６１：１０．５� ４．５�
７１３ デザートワールド 牡３鹿 ５６ 池添 謙一日進牧場 柴田 政見 浦河 成隆牧場 ４５０± ０１：１０．７１� ２６．９�
５９ � レ オ リ リ ー 牝４黒鹿５５ 柴田 大知�レオ 岩戸 孝樹 浦河 江谷 重雄 ４３８－ ４１：１０．９１� １２．１�
６１１ アースジャンヌ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉松山 増男氏 野元 昭 三石 名古屋 一征 ４７８－ ４１：１１．１１� １０７．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１，１６６，８００円 複勝： １４，８９５，７００円 枠連： １７，９５９，４００円

普通馬連： ５５，５３０，７００円 馬単： ４０，６９６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １３，７７３，１００円

３連複： ５９，７２６，５００円 ３連単： １６４，５８２，５００円 計： ３７８，３３０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２２０円 � ２９０円 � ２，７７０円 枠 連（２－３） １，６００円

普通馬連 �� １，９４０円 馬 単 �� ３，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� １０，１７０円 �� １１，６００円

３ 連 複 ��� １１４，２００円 ３ 連 単 ��� ４９９，８５０円

票 数

単勝票数 計 １１１６６８ 的中 � １８０６７（３番人気）
複勝票数 計 １４８９５７ 的中 � ２１０１３（３番人気）� １４３３６（４番人気）� １１１９（１６番人気）
枠連票数 計 １７９５９４ 的中 （２－３） ８２８５（８番人気）
普通馬連票数 計 ５５５３０７ 的中 �� ２１２３４（７番人気）
馬単票数 計 ４０６９６０ 的中 �� ７７１３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３７７３１ 的中 �� ４５７１（７番人気）�� ３２３（７２番人気）�� ２８３（７９番人気）
３連複票数 計 ５９７２６５ 的中 ��� ３８６（２１８番人気）
３連単票数 計１６４５８２５ 的中 ��� ２４３（９９３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．０―１１．５―１１．４―１２．０

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サインゴールド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００５．１１．１９ 京都５着

２００３．４．２５生 牝３栗 母 リコチェット 母母 フライングガール １３戦２勝 賞金 １９，６２５，０００円
〔３走成績による出走制限〕 プリンセスゴールド号は，平成１９年１月３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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 スズカエルムス号・パパラチア号・ヒナギク号・ブーケティアラ号・メアリーステラ号
※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。



３５０２２１２月３日 曇 良 （１８中京４）第２日 第１０競走 ��
��１，７００�

く つ か け

沓 掛 特 別
発走１４時５０分 （ダート・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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ６７２，０００円 １９２，０００円 ９６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

６１２� コンプレッソ 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Pegasus Blood-
stock USA, Inc. ４７８－ ４１：４６．９ ４．４�

（仏）

６１１� パープルイーグル 牡４栗 ５７ C．ルメール 中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 山春牧場 ５１２＋ ４ 〃 クビ ３．３�
（仏）

３６ 	 キクノハヤテ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己菊池 五郎氏 目野 哲也 三石 三石川上牧場 ４９６＋ ２ 〃 ハナ ５．７�
５９ � エイシンニュートン 牡４芦 ５７ 柴山 雄一平井 豊光氏 中尾 秀正 米 Classic-

Star, LLC ５００± ０１：４７．３２
 ７．２�
７１３ ダカールシチー 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 池添 兼雄 静内 光丘牧場 B４７４－ ４１：４７．４クビ ９．２�
２３ � セイウンビバーチェ 牡４鹿 ５７ 本田 優西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Sez Who Thor-

oughbreds ５０６＋１０１：４７．７１� ９．４�
４８ � リスティアプロトス 牡５栗 ５７ 津村 明秀村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上 悦夫 B４９８＋ ２１：４７．９１� ３８．８	
１２ � エイシンボストン 牡４栗 ５７ 長谷川浩大平井 豊光氏 瀬戸口 勉 米 Audley Farm ４８８－ ６１：４８．０
 １８２．５

５１０ カブキメーク 牡３鹿 ５６ 北村 宏司川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム ４７２－ ４ 〃 ハナ １８．４�
３５ � ショウナンドライヴ 牡５黒鹿５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 静内 神垣 道弘 ４７６＋１０１：４８．４２
 ５１．４�
２４ サカイヤベンケイ 牡４黒鹿５７ 赤木高太郎酒井 博氏 武 宏平 白老 白老ファーム ４４４－ ４ 〃 アタマ ４４．４
８１５� チョウカイファイト 牡３栗 ５６ 菊沢 隆徳�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５１２＋ ４１：４８．５
 ４３．１�
８１６� ワンダークラフティ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三山本 信行氏 湯浅 三郎 米 Takao Zako ５１６＋ ４１：５０．３大差 ４３．０�
４７ � プリンセスデザイア 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太サウスニア� 角居 勝彦 愛 Rockhart

Trading Ltd ４２６－ ４１：５１．１５ ７７．１�
７１４� ハッスルシチー 牡４栗 ５７ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 米 Thomas/

Lakin ４８６± ０１：５１．３１� ８５．１�
１１ �	 トゥリラケープ 牝４鹿 ５５ 小林 久晃山科 統氏 二ノ宮敬宇 米 Curtis C.

Green ４３４＋１４１：５５．２大差 ２０５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１１３，８００円 複勝： ２２，４０２，５００円 枠連： ２５，４３１，７００円

普通馬連： ８６，１４６，７００円 馬単： ６１，８２２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３９８，０００円

３連複： ８６，２５８，８００円 ３連単： ２１１，２３１，６００円 計： ５３０，８０５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（６－６） ７２０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ４９０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ５，３２０円

票 数

単勝票数 計 １６１１３８ 的中 � ２９００１（２番人気）
複勝票数 計 ２２４０２５ 的中 � ３６３０８（２番人気）� ５８２０１（１番人気）� ２９５１９（３番人気）
枠連票数 計 ２５４３１７ 的中 （６－６） ２６２７３（３番人気）
普通馬連票数 計 ８６１４６７ 的中 �� ８８０３７（１番人気）
馬単票数 計 ６１８２２８ 的中 �� ３３８１９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３９８０ 的中 �� ２１０６３（１番人気）�� １０１７０（４番人気）�� １１７５２（３番人気）
３連複票数 計 ８６２５８８ 的中 ��� ４８７４４（１番人気）
３連単票数 計２１１２３１６ 的中 ��� ２９３４７（２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．２―１１．３―１２．７―１２．８―１３．３―１３．５―１２．３―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．３―２９．６―４２．３―５５．１―１：０８．４―１：２１．９―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３８．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�コンプレッソ �
�
父 Golden Missile �

�
母父 Native Prospector デビュー ２００６．２．１９ 京都２着

２００３．３．８生 牡３鹿 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier ６戦２勝 賞金 ２３，０７２，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥリラケープ号は，平成１９年１月３日まで平地競走に出走できない。
※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。



３５０２３１２月３日 曇 良 （１８中京４）第２日 第１１競走 ��２，０００�第４２回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）
発走１５時３０分 （芝・左）

�，３歳以上，１７．１２．３以降１８．１１．２６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

中日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５６０，０００円 １６０，０００円 ８０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．４

良

良

１１ � トーホウアラン 牡３栗 ５５ C．ルメール 東豊物産� 藤原 英昭 三石 前川 正美 ４８４＋ ４１：５７．８ ４．５�
（仏）

４６ � インティライミ 牡４鹿 ５７．５ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４７２－ ６ 〃 ハナ ４．３�
８１４� マヤノライジン 牡５鹿 ５６ 池添 謙一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７０＋ ２１：５７．９� ５．０�
３３ � イーグルドライバー 牡５栗 ５０ 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４８４± ０１：５８．２１� １７０．７�
３４ � トウショウシロッコ 牡３黒鹿５３ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８２＋１８ 〃 ハナ ８．９�
７１２�� ツルマルヨカニセ 牡６栗 ５６ O．ペリエ 鶴田 任男氏 橋口弘次郎 白老 白老ファーム ４９６＋ ２ 〃 クビ １３．３	

（仏）

５７ � ウインジェネラーレ 牡６栗 ５７ 津村 明秀�ウイン 国枝 栄 浦河 中脇 満 ５５６＋１０１：５８．３� ２４．４

６９ � キープクワイエット 牝５鹿 ５０ 川島 信二 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 白老ファーム ４７８－ ２１：５８．５１ ６２．３�
５８ � スターイレブン �６鹿 ５３ 渡辺 薫彦吉野 隆郎氏 松元 茂樹 三石 本桐牧場 ４９０＋ ４１：５８．６� ３８．４�
８１３� ミツワスカイハイ 牡４鹿 ５２ 長谷川浩大�高昌 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６６－ ８１：５８．７クビ ２２．９
７１１� シェイクマイハート 牡６芦 ５３ 石橋 脩 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４７４－ ６ 〃 クビ ３８．８�
４５ � ワイルドファイアー 牡７鹿 ５０ 芹沢 純一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ５００＋ ２１：５８．９１� ８９．６�
２２ � マヤノグレイシー 牡７栗 ５５ 安藤 勝己田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４８８± ０１：５９．１１ ４．０�

（１３頭）
６１０�	 ドラゴンキャプテン 牡５鹿 ５２ 石神 深一�テンジン 矢野 照正 門別 長田ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ６８，５８１，１００円 複勝： ８６，７７０，１００円 枠連： ６７，０６３，７００円

普通馬連： ５２７，８０８，５００円 馬単： ３０７，８８６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９５，６１８，０００円

３連複： ４５６，００６，５００円 ３連単： １，０７９，９７４，２００円 計： ２，６８９，７０８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � １９０円 � １７０円 枠 連（１－４） １，２４０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ５１０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，２５０円 ３ 連 単 ��� １１，４９０円

票 数

単勝票数 計 ６８５８１１ 的中 � １２０３９２（３番人気）
複勝票数 計 ８６７７０１ 的中 � １１４４７４（４番人気）� １１９７１７（３番人気）� １４６０１５（２番人気）
枠連票数 計 ６７０６３７ 的中 （１－４） ３９９５１（６番人気）
普通馬連票数 計５２７８０８５ 的中 �� ２９３６５３（３番人気）
馬単票数 計３０７８８６８ 的中 �� ８４９７５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５６１８０ 的中 �� ４１０４９（７番人気）�� ４７１２４（４番人気）�� ４９１８５（３番人気）
３連複票数 計４５６００６５ 的中 ��� １４９７６２（６番人気）
３連単票数 計１０７９９７４２ 的中 ��� ６９４１１（２７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１０．９―１２．３―１２．１―１２．１―１２．１―１１．９―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２２．９―３３．８―４６．１―５８．２―１：１０．３―１：２２．４―１：３４．３―１：４６．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�トーホウアラン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Nureyev デビュー ２００６．１．８ 京都１着

２００３．４．１６生 牡３栗 母 ヒドゥンダンス 母母 Hidden Light ７戦４勝 賞金 １１３，７２９，０００円
〔出走取消〕 ドラゴンキャプテン号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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。



３５０２４１２月３日 曇 良 （１８中京４）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�

き よ す

清 洲 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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ７２８，０００円 ２０８，０００円 １０４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

５１０ マルブツブリザード 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己大澤 毅氏 加用 正 様似 瀬口 信正 ５１０－ ２１：０８．５ ２．３�

１１ � ゼットフラッシュ 牡３鹿 ５６ 本田 優�フォーレスト 山内 研二 英 Barry Taylor ５０２＋ ４１：０８．７１� １０．９�
４８ 	 キルシュワッサー 牝３栗 ５４ C．ルメール �天羽
治牧場 長浜 博之 門別 天羽 禮治 ４６８＋ ２１：０８．９１� ３．９�

（仏）

８１７	 リッカバクシンオ 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一立花 幸雄氏 鶴留 明雄 浦河 佐々木 貴博 ４５６＋ ４１：０９．０クビ ５．１�
８１８	 コアレスシャーク 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小林 昌志氏 成島 英春 平取 コアレススタッド ４８２＋１６１：０９．１� １９．８�
３５ ミズホユウセイ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦�王蔵牧場 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 ４４４－ ８ 〃 クビ １３０．０�
３６ 	 ケンエンデバー 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太中西 健造氏 鮫島 一歩 新冠 グラッドホースパーク ４５２－ ４１：０９．２� １２．９	
６１１	 マイネルパラシオ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 静内 岡田スタツド ４８４＋ ６１：０９．３� ５０．０�
６１２�� ゴールドガンダム ５鹿 ５７ 津村 明秀 
ゴールドレーシング 大久保龍志 米 Gulf Coast Farms

Bloodstock LP ４８０－ ８１：０９．５１� １９９．９�
２３ � デアンジェリス ６鹿 ５７ 西田雄一郎井上 一郎氏 大江原 哲 愛 Dr K. Schulte ４８０＋１０ 〃 クビ １４０．４
１２ 	 フ ロ ー ネ 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉 
ローレルレーシング 武 邦彦 門別 白井牧場 ４４２－ ６１：０９．６クビ ５１．９�
７１４	 ピサノランゲ 牡４鹿 ５７ 北村 浩平市川 義美氏 田所 秀孝 静内 クドウファーム ４７８＋ ８１：０９．８１� ８３．３�
７１５	� マ シ ー ン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 門別 柏台牧場 ４６８＋１０ 〃 クビ ４６．８�
２４ 	� オリエンタルローズ 牝３鹿 ５４ 田嶋 翔棚網るみ子氏 沢 峰次 門別 木村牧場 B４３８－ ４１：０９．９クビ ４０．１�
５９ 	 ドリームパラソル 牝３鹿 ５４ 北村 友一飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４３４－ ４１：１０．１１� １３１．３�
７１３� エフテーポラリス 牝３栗 ５４ 池田 鉄平深野 茂雄氏 西塚 安夫 新冠 佐々木農場 ４６４＋ ２１：１０．３１� ２３７．６�
４７ ムーランルージュ 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大タマモ
 藤岡 健一 静内 野坂牧場 B４３４＋１２１：１０．４� ５６．８�
８１６� グレースバニヤン 牝３青鹿５４ 赤木高太郎津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ４１：１１．１４ １０８．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，６８４，９００円 複勝： ３５，２８５，２００円 枠連： ３９，８７４，５００円

普通馬連： １６１，１２４，０００円 馬単： １１４，７７５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，５２９，２００円

３連複： １５４，３６３，８００円 ３連単： ３９２，１７６，２００円 計： ９６６，８１３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ２６０円 � １５０円 枠 連（１－５） １，１２０円

普通馬連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ２５０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� ９，５２０円

票 数

単勝票数 計 ３０６８４９ 的中 � １０５９９０（１番人気）
複勝票数 計 ３５２８５２ 的中 � ８４９００（１番人気）� ２６１２６（５番人気）� ６９２６９（２番人気）
枠連票数 計 ３９８７４５ 的中 （１－５） ２６３５３（４番人気）
普通馬連票数 計１６１１２４０ 的中 �� ８２９１７（４番人気）
馬単票数 計１１４７７５３ 的中 �� ３７１９８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８５２９２ 的中 �� １４１７４（４番人気）�� ４５３４５（１番人気）�� １３５７１（６番人気）
３連複票数 計１５４３６３８ 的中 ��� ６６１４０（２番人気）
３連単票数 計３９２１７６２ 的中 ��� ３０４１６（１５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．１―１１．５―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．４―４４．９―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルブツブリザード �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００４．８．２２ 札幌１１着

２００２．５．１２生 牡４鹿 母 シフォンケーキ 母母 イエローハット ２８戦３勝 賞金 ８６，０４６，０００円
〔制裁〕 リッカバクシンオ号の騎手柴山雄一は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コアレスストーム号・フュノンガルウ号
（非抽選馬）１４頭 アトス号・イクエイター号・カシマワールド号・クイックバレリーナ号・クリノハッピーデイ号・コアレスキャスト号・

コスモラヴソング号・コッパーフィールド号・シャウトゥザトップ号・ハッピームード号・フジタカペトラ号・
ブライティアベスト号・フラワーレインボー号・メイショウブンゴ号

※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。



（１８中京４）第２日 １２月３日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２３４，５４０，０００円
１０，２４０，０００円
２，７７０，０００円
２，１２０，０００円
２，８００，０００円
２４，２７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，６２２，０００円
５，０５７，０００円
１，８７８，６００円

勝馬投票券売得金
２２５，７１５，９００円
２６４，８４６，１００円
２６０，２０６，６００円
１，１７５，３３２，１００円
８９８，２０５，５００円
２６８，３３７，６００円
１，２７３，８２５，４００円
１，８４７，９６４，５００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，２１４，４３３，７００円

総入場人員 ２１，９３２名 （有料入場人員 １９，９８２名）




