
３５０６１１２月１９日 晴 稍重 （２２小倉３）第６日 第１競走 ��
��１，７００�サラブレッド系２歳

発走９時５５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．３
１：４５．９

重

重

５１０ マ サ シ 牡２青 ５５ 中舘 英二岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ４５４＋ ６１：４９．５ ２．９�

１１ サンマルヴィエント 牡２栗 ５５
５４ ☆丸山 元気相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４６８± ０１：４９．７１� ７．９�
７１４ ト ビ 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介小田切有一氏 谷 潔 新冠 中地 康弘 ４９８＋ ６１：４９．８� ５．４�
４８ コウエイニコニコ 牡２黒鹿５５ C．ウィリアムズ 伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 ４８２＋ ４１：５０．０１ １１．６�

（豪）

２４ ツィンクルブーケ 牝２芦 ５４ 藤岡 康太吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４５４＋１６１：５０．１� ８．３�
５９ スリープレシャス 牡２青 ５５ 西田雄一郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６２＋ ８１：５０．２� ５．４�
６１１ ノッティングボーイ 牡２鹿 ５５ 黛 弘人齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ４８６＋ ６１：５０．４１ １００．８	
８１５ マ ギ ー メ イ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４０８± ０１：５１．６７ １６２．９

８１６ セ イ エ イ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ５１２＋ ４１：５１．７� ４８．５�
１２ マイネルインバネス 牡２栗 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 浦河 秋場牧場 ４７２＋ ４１：５１．８クビ ６８．８�
２３ クリスタルステージ 牝２芦 ５４ 田中 博康吉永 清美氏 大竹 正博 新ひだか 飛野牧場 ４５０－ ２１：５２．９７ １４１．６
４７ カシノエイカン 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲西村 太一柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６８－ ２１：５３．０� ８５．５�
７１３ セイカエスパー 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介久米 大氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 ４７８－ ２１：５３．４２� １８２．８�
３５ カシノエイト 牡２鹿 ５５ 芹沢 純一柏木 務氏 須貝 彦三 熊本 竹原 孝昭 ４５４＋ ８１：５３．６１� ２３９．０�
３６ ベストクラウン 牡２鹿 ５５

５２ ▲水口 優也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７８－ ６１：５３．７クビ ２５８．０�
６１２ コ ー ド ロ ン 牡２鹿 ５５ 池添 謙一石川 幸司氏 牧浦 充徳 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５２－ ４ 〃 クビ ８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７，３９９，３００円 複勝： １１，９０１，７００円 枠連： ６，３９１，６００円

普通馬連： １８，３５２，１００円 馬単： １４，５８７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ９，１１１，０００円

３連複： ３１，０５３，０００円 ３連単： ４６，６７１，８００円 計： １４５，４６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（１－５） ５４０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ４６０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ２，５１０円 ３ 連 単 ��� １２，３７０円

票 数

単勝票数 計 ７３９９３ 的中 � ２０４０８（１番人気）
複勝票数 計 １１９０１７ 的中 � ２９１９５（１番人気）� １５０７５（３番人気）� １４１１５（４番人気）
枠連票数 計 ６３９１６ 的中 （１－５） ８８０２（１番人気）
普通馬連票数 計 １８３５２１ 的中 �� １１６９１（４番人気）
馬単票数 計 １４５８７３ 的中 �� ５８８１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９１１１０ 的中 �� ５３０３（２番人気）�� ５０３３（３番人気）�� ２３９１（１４番人気）
３連複票数 計 ３１０５３０ 的中 ��� ９１３７（８番人気）
３連単票数 計 ４６６７１８ 的中 ��� ２７８５（２４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．７―３０．７―４３．８―５６．９―１：０９．７―１：２２．８―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．８
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

マ サ シ �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２０１０．７．１７ 小倉５着

２００８．５．１０生 牡２青 母 メジロキャニオン 母母 メジロパンテーラ ８戦１勝 賞金 １０，９５０，０００円
〔発走状況〕 サンマルヴィエント号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。



３５０６２１２月１９日 晴 稍重 （２２小倉３）第６日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時２５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

３４ ワンダーキラメキ 牡４栗 ５７ C．ウィリアムズ 山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B４８６± ０ ５９．０ １．６�
（豪）

５７ メイショウヴァルナ 牡３青鹿 ５６
５３ ▲西村 太一松本 好�氏 本田 優 浦河 赤田牧場 ４４８＋ ６ ５９．１� ２３．４�

８１４ スターリバイバル 牡４栗 ５７ 西田雄一郎�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ５１４＋ ２ ５９．３１� ３２．４�
２２ シャフツレディ 牝５鹿 ５５ 丹内 祐次�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５１２＋ ４ 〃 クビ １８．１�
６１０ ヴィーヴァサルーテ 牡４青 ５７ 藤岡 康太芹澤 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 ５１６－ ８ ５９．４クビ ８．１�
１１ デステニーアロー 牝４黒鹿５５ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１８± ０ ５９．５� ４２．１	
８１３ ポリティカルパワー 牡３青 ５６

５５ ☆丸山 元気加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ５００－ ６ ５９．６� １７．７

７１２ ノトーリアス 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新ひだか 服部 牧場 B４８４＋１２ 〃 ハナ １１．４�
６９ ローズバレー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�飛野牧場 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４６４± ０ ５９．９１� ９３．１�
４５ ホープホーマン 牡３栗 ５６ 長谷川浩大久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 B５０６＋ ６１：００．０� ２４．１
３３ シゲルカサギヤマ 牡４栗 ５７ 池添 謙一森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ５２２－ ４１：００．２１� ９．７�
７１１� ノアスピリタス 牝３鹿 ５４ 黛 弘人佐山 公男氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 ４５０＋１０１：００．４１� ２６１．１�
５８ � ミッキーデピュティ �４栗 ５７ 中舘 英二野田みづき氏 小崎 憲 新ひだか グランド牧場 ５２４＋２８ 〃 アタマ ５４．９�
４６ � シセイアスカ 牝３黒鹿５４ 上村 洋行猪苗代 勇氏 牧 光二 日高 メイプルファーム ４５０± ０１：００．７２ １９２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，３６９，９００円 複勝： １８，９０３，８００円 枠連： ７，７３６，１００円

普通馬連： ２２，１６３，２００円 馬単： ２１，４７５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８４７，９００円

３連複： ３６，７４０，０００円 ３連単： ５８，９２４，５００円 計： １８８，１６１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ３６０円 枠 連（３－５） ６５０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ６９０円 �� ２，４２０円

３ 連 複 ��� ５，２８０円 ３ 連 単 ��� １４，４８０円

票 数

単勝票数 計 １０３６９９ 的中 � ５４２２９（１番人気）
複勝票数 計 １８９０３８ 的中 � ８９７７５（１番人気）� １０２７８（５番人気）� ８２６７（６番人気）
枠連票数 計 ７７３６１ 的中 （３－５） ８９１７（２番人気）
普通馬連票数 計 ２２１６３２ 的中 �� １５２９３（４番人気）
馬単票数 計 ２１４７５７ 的中 �� １１８０４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８４７９ 的中 �� ６６８７（４番人気）�� ４２８０（６番人気）�� １１１７（３０番人気）
３連複票数 計 ３６７４００ 的中 ��� ５１３６（２３番人気）
３連単票数 計 ５８９２４５ 的中 ��� ３００４（４１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．５―１１．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．９―３４．４―４６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーキラメキ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー ２００８．７．６ 函館４着

２００６．４．１４生 牡４栗 母 ワンダーステラ 母母 ワンダーレジスト １７戦３勝 賞金 ３０，１２８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。



３５０６３１２月１９日 晴 良 （２２小倉３）第６日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時５５分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．９
１：４６．６

良

良

８１６ スリーケインズ 牡２芦 ５５ 西田雄一郎永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４５０＋ ２１：５０．２ ３６．４�

７１４ クーファセクメト 牝２鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介大迫久美子氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ４５０± ０１：５０．３� １０．６�

１１ プレミアムリーチ 牡２黒鹿５５ 太宰 啓介吉永 清美氏 藤岡 範士 日高 菊地牧場 ４４２－ ６１：５０．４クビ ３７７．２�
４８ デーヴァローカ 牡２栗 ５５ 上村 洋行吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２１：５０．５� ７．８�
４７ テラノイーグル 牡２黒鹿５５ 池添 謙一寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：５０．６クビ ２１．８�
７１３ ムーンパイロット 牝２青 ５４ C．ウィリアムズ �須野牧場 宮本 博 新ひだか 前田 宗将 ４２０± ０ 〃 ハナ １．６	

（豪）

３６ ゴ ー ズ オ ン 牡２鹿 ５５ 金折 知則前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 小島牧場 ５１０＋ ４ 〃 ハナ ９８．７

６１２ マイネルリシェス 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ４ 〃 クビ ６０．０�
１２ トーアウィンザー 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎高山ランド� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 ５０６± ０１：５０．７クビ ２２．０�
６１１ アイムヒアー 牝２鹿 ５４ 川島 信二 三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４６８－ ２１：５０．９１ ３４．１�
５１０ マイネマグノリア 牝２栗 ５４ 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４５６－ ４１：５１．１１� １４．１�
３５ トムコウクン 牡２鹿 ５５ 藤岡 康太半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 ４７０－１０１：５１．５２� １７．６�
２３ ドリームスパ 牡２鹿 ５５

５４ ☆丸山 元気セゾンレースホース� 中村 均 宮城 遊佐 武俊 ４９２－ ２１：５１．８２ ４８．８�
８１５ ウィズイングレース 牡２黒鹿５５ 中舘 英二内藤 耕造氏 福島 信晴 新ひだか 森 政巳 ４５０－ ２ 〃 クビ ５９．７�
２４ ヴァリエンテ 牡２黒鹿５５ 荻野 琢真畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 出羽牧場 ４６８± ０１：５２．８６ ９６．８�
５９ ウイントゥルーラヴ 牝２鹿 ５４ 古川 吉洋�ウイン 藤原 英昭 新ひだか 矢野牧場 ４３０＋ ６１：５３．０１� １９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，５０２，６００円 複勝： ２０，９３６，６００円 枠連： １０，４３５，２００円

普通馬連： ２２，７９０，７００円 馬単： ２１，５２２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５４６，８００円

３連複： ３６，４３５，７００円 ３連単： ５６，８４１，８００円 計： １９７，０１２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６４０円 複 勝 � ７９０円 � ３７０円 � ７，０７０円 枠 連（７－８） １，５４０円

普通馬連 �� １５，４１０円 馬 単 �� ３６，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６００円 �� ３０，９５０円 �� ２０，４７０円

３ 連 複 ��� ６４０，２３０円 ３ 連 単 ��� ５，２４３，６６０円

票 数

単勝票数 計 １４５０２６ 的中 � ３１４７（１０番人気）
複勝票数 計 ２０９３６６ 的中 � ６８６１（１０番人気）� １６７６１（３番人気）� ７０１（１６番人気）
枠連票数 計 １０４３５２ 的中 （７－８） ５００４（７番人気）
普通馬連票数 計 ２２７９０７ 的中 �� １０９２（３９番人気）
馬単票数 計 ２１５２２８ 的中 �� ４３５（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５４６８ 的中 �� ９３７（３６番人気）�� １０７（１１３番人気）�� １６２（１０４番人気）
３連複票数 計 ３６４３５７ 的中 ��� ４２（５０５番人気）
３連単票数 計 ５６８４１８ 的中 ��� ８（２９３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３５．９―４８．０―１：００．４―１：１２．８―１：２５．１―１：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．４
１
３

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

２
４

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

スリーケインズ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ミ シ ル デビュー ２０１０．７．２５ 新潟９着

２００８．２．１８生 牡２芦 母 スリーケープ 母母 ノースケープ ６戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３５０６４１２月１９日 晴 良 （２２小倉３）第６日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時２５分 （芝・右）

牝，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

１：０７．９
１：０７．８

良

良

５９ アグネスアンジュ 牝２栗 ５４ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８０ ―１：１０．１ ３．０�

６１２ テイエムアモーレ 牝２鹿 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 信成牧場 ４８６ ― 〃 アタマ ５５．０�
７１３ ヤマニンラレーヌ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４３６ ―１：１０．５２� ２３．３�
５１０ ケイエスアーチャン 牝２青 ５４ 武 幸四郎キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４８６ ― 〃 クビ １７．５�
２４ ラ ン フ ァ ン 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太�日進牧場 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 ４５２ ―１：１０．６� ５．２�
８１６ ビューティバラード 牝２栗 ５４ 生野 賢一林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４２６ ―１：１０．７� ５７．０	
１２ システーナブルー 牝２青鹿５４ C．ウィリアムズ �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４４６ ―１：１０．８クビ １０．５

（豪）

７１４ イツモジョウキゲン 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介小田切有一氏 佐々木晶三 浦河 木村牧場 ４４２ ―１：１０．９� ７０．８�
２３ ラ ソ ワ 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４１４ ―１：１１．１１� ６７．６�
８１７ ジュピタードリーム 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４６４ ― 〃 クビ １５２．１
３６ ライトレール 牝２鹿 ５４ 金折 知則吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４６６ ―１：１１．２クビ ９．３�
４７ ビコーディアナ 牝２鹿 ５４ 古川 吉洋�レジェンド 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４３２ ―１：１１．４１� ４．０�
８１８ ファーマソフト 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介中西 功氏 牧浦 充徳 浦河 馬道 繁樹 ４４２ ―１：１１．５� ３８．９�
７１５ ヤングラッシュ 牝２黒鹿５４ 丹内 祐次梶原 重雄氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 ４５８ ― 〃 クビ ３５．４�
４８ カネトシフェアネス 牝２青鹿５４ 長谷川浩大兼松 利男氏 西浦 勝一 新ひだか 猪野毛牧場 ４３６ ―１：１１．８２ １４１．８�
６１１ キョウワパフューム 牝２鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 ４４４ ― 〃 ハナ ２８．３�
１１ サツマガイア 牝２黒鹿５４ 赤木高太郎蛭川 年明氏 鈴木 孝志 浦河 カナイシスタッド ４３６ ―１：１２．２２� １１９．４�
３５ イサミヨウソロー 牝２黒鹿５４ 中舘 英二前田 哲郎氏 領家 政蔵 浦河 絵笛牧場 ４４０ ―１：１２．８３� １５４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，４６７，８００円 複勝： １７，０５４，５００円 枠連： １０，８３９，８００円

普通馬連： ２３，６４１，１００円 馬単： １７，９２６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６１１，１００円

３連複： ３４，３８２，２００円 ３連単： ４８，４７３，０００円 計： １７７，３９５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １７０円 � １，０７０円 � ６２０円 枠 連（５－６） １，９１０円

普通馬連 �� ６，８９０円 馬 単 �� １０，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８６０円 �� １，５９０円 �� ５，４７０円

３ 連 複 ��� ３８，０５０円 ３ 連 単 ��� １５０，９５０円

票 数

単勝票数 計 １２４６７８ 的中 � ３３３０７（１番人気）
複勝票数 計 １７０５４５ 的中 � ３５６１８（１番人気）� ３４０９（１１番人気）� ６１６８（８番人気）
枠連票数 計 １０８３９８ 的中 （５－６） ４１９６（７番人気）
普通馬連票数 計 ２３６４１１ 的中 �� ２５３４（２１番人気）
馬単票数 計 １７９２６１ 的中 �� １２９３（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６１１１ 的中 �� １６８８（１６番人気）�� １９８０（１２番人気）�� ５５６（５９番人気）
３連複票数 計 ３４３８２２ 的中 ��� ６６７（１０９番人気）
３連単票数 計 ４８４７３０ 的中 ��� ２３７（４０３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．２―１１．８―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．８―４５．６―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．３
３ ・（２，５，１２）（９，７）（６，１１，８，１０）１３（４，１４）（３，１６，１７）１８，１５－１ ４ ・（２，５，１２，１０）（９，７）（４，６，８，１３）－（１１，１４）３（１６，１７）－（１５，１８）－１

勝馬の
紹 介

アグネスアンジュ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヘ ネ シ ー 初出走

２００８．４．１９生 牝２栗 母 アグネスバラード 母母 アグネスルミエール １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ラソワ号の騎手野元昭嘉は，検査のため西村太一に変更。
〔その他〕 ヤングラッシュ号は，本会所定の服色を使用。
※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。



３５０６５１２月１９日 晴 稍重 （２２小倉３）第６日 第５競走 ��２，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時５５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３１．１
２：２８．６

重

不良

８１０ トウカイキアーロ 牡３黒鹿 ５５
５４ ☆丸山 元気内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ５００－ ２２：３５．９ １．７�

５５ キーネプチューン 牡４鹿 ５７ 生野 賢一北前孔一郎氏 田所 秀孝 様似 小田 誠一 ４７０＋ ６ 〃 クビ １２．２�
２２ マイネルバンベール 牡３鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 B４８２＋ ４２：３６．０� ５．０�
３３ グランドチャペル 牡３黒鹿５５ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ２２：３６．７４ ６．６�
１１ セイカプレスト 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７４± ０ 〃 クビ ４５．０�
４４ ゼットチャンプ 牡３鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 B４８８＋ ２２：３６．９１ ２５．０	
８９ ウインステルス 牡６栗 ５７ C．ウィリアムズ �ウイン 牧浦 充徳 浦河 カナイシスタッド ５２４＋ ８２：３７．４３ １０．４


（豪）

６６ メイショウロッコー 牡４栗 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ２３．２�
７８ グランプリスマイル 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎北側 雅司氏 飯田 雄三 静内 千代田牧場 ４６６－ ２２：３７．５� １７８．９�
７７ セレビュタント 牝３黒鹿５３ 黛 弘人吉田 和子氏 戸田 博文 浦河 小島牧場 ４２８＋ ２２：３８．５６ １７４．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： １４，３４６，７００円 複勝： ２１，３７８，１００円 枠連： ７，８５３，２００円

普通馬連： ２３，６２６，２００円 馬単： ２４，３２９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１，６８５，８００円

３連複： ３７，０６０，１００円 ３連単： ８２，８６８，９００円 計： ２２３，１４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � １３０円 枠 連（５－８） ７５０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １９０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 ��� ４，３７０円

票 数

単勝票数 計 １４３４６７ 的中 � ６９９０７（１番人気）
複勝票数 計 ２１３７８１ 的中 � ９２４７３（１番人気）� １６４１７（４番人気）� ３７９０３（２番人気）
枠連票数 計 ７８５３２ 的中 （５－８） ７７９７（４番人気）
普通馬連票数 計 ２３６２６２ 的中 �� １９６７９（４番人気）
馬単票数 計 ２４３２９９ 的中 �� １４８０９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１６８５８ 的中 �� ９６４０（４番人気）�� １７９７９（１番人気）�� ４５１５（７番人気）
３連複票数 計 ３７０６０１ 的中 ��� ２７７６３（３番人気）
３連単票数 計 ８２８６８９ 的中 ��� １４００８（８番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．９―１２．９―１３．２―１３．３―１３．２―１４．３―１３．１―１２．８―１２．６―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．２―２５．１―３８．０―５１．２―１：０４．５―１：１７．７―１：３２．０―１：４５．１―１：５７．９―２：１０．５―２：２２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイキアーロ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．１．５ 京都１０着

２００７．４．５生 牡３黒鹿 母 トウカイロータス 母母 トウカイローマン １６戦２勝 賞金 ２１，４９０，０００円
※セレビュタント号は，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。



３５０６６１２月１９日 晴 稍重 （２２小倉３）第６日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４５分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１４ ニシノキュアノス 牝３青鹿 ５４
５３ ☆丸山 元気西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４９２－ ４１：４６．５ ２７．４�

１２ プロスペラスマム 牝３鹿 ５４ 田中 博康本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９４－ ２１：４６．６� ２５．６�
４７ ユキノクイーン 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎井上 基之氏 清水 美波 静内 服部 牧場 ４７０＋ ２１：４６．９２ ３．４�
５９ アマゾネスバイオ 牝５鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５４０＋ ２１：４７．９６ １９．８�
７１３ プリティカポレイ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４６２＋１０１：４８．０� ２．４�
６１２� テイエムセッペトベ 牝５鹿 ５５ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４５６± ０１：４８．２１� ２１．４�
２３ マイネルナロッサ 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム ４５２－ ４ 〃 クビ １８０．８	
３５ マヤノカピオラニ 牝４栗 ５５

５２ ▲西村 太一田所 英子氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４５６± ０１：４８．３� ４４．４

３６ ウ イ ン ク 牝５鹿 ５５ 武 幸四郎百万 武夫氏 中野 栄治 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４７６＋ ２１：４８．４クビ １１．１�
２４ ビーチパーティー 牝３芦 ５４ C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４５０－ ６１：４８．５� １４．８�

（豪）

５１０ カオカオプリン 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４４８＋ ４１：４８．７１ ６２．１
８１５ ネオスペチアーレ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎小林 仁幸氏 野中 賢二 鹿児島 柏木 務 B４３６－ ６ 〃 クビ ６９．８�
８１６ ワンダースル 牝４青鹿５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４５２＋ ４１：４８．９１� １２４．２�
１１ クリノメダリスト 牝４栗 ５５ 川島 信二栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４６± ０ 〃 アタマ ９４．６�
６１１ カシマパステル 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４２６－２２１：４９．８５ ４２０．４�
４８ フェイズシフト 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６０＋ ８１：５８．６大差 ７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１２３，８００円 複勝： ２２，０３３，３００円 枠連： １１，５０７，９００円

普通馬連： ２９，３８７，６００円 馬単： ２２，７３６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７８９，９００円

３連複： ４６，９０８，３００円 ３連単： ７６，５０８，３００円 計： ２３７，９９５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７４０円 複 勝 � ７６０円 � ６１０円 � １８０円 枠 連（１－７） ２，７３０円

普通馬連 �� ３０，３８０円 馬 単 �� ５４，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，９８０円 �� １，８３０円 �� ２，１００円

３ 連 複 ��� ３８，７３０円 ３ 連 単 ��� ３７８，９５０円

票 数

単勝票数 計 １３１２３８ 的中 � ３７８５（９番人気）
複勝票数 計 ２２０３３３ 的中 � ６４６７（９番人気）� ８１９０（８番人気）� ４２７８０（２番人気）
枠連票数 計 １１５０７９ 的中 （１－７） ３１１６（１１番人気）
普通馬連票数 計 ２９３８７６ 的中 �� ７１４（５７番人気）
馬単票数 計 ２２７３６０ 的中 �� ３０９（１０４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７８９９ 的中 �� ４２４（６９番人気）�� ２１５２（１８番人気）�� １８６４（２２番人気）
３連複票数 計 ４６９０８３ 的中 ��� ８９４（１０９番人気）
３連単票数 計 ７６５０８３ 的中 ��� １４９（８２８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．５―３０．２―４２．９―５５．５―１：０８．１―１：２０．６―１：３３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．４
１
３
２（７，１５）－１４，１２，１（３，５）４（８，１６）１３（６，９）１０－１１
２，７，１５，１４（１，１２）（３，５）（４，１３，１６）（６，９）８（１１，１０）

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

勝馬の
紹 介

ニシノキュアノス �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１０．１０ 東京２着

２００７．２．２０生 牝３青鹿 母 ニシノカメリア 母母 ブランドカメリア １１戦２勝 賞金 １７，８５０，０００円
〔その他〕 フェイズシフト号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 セレビュタント号
※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。



３５０６７１２月１９日 晴 稍重 （２２小倉３）第６日 第７競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１１� ヴィルマール 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Paulyn Invest-
ments Pty Ltd ４９０＋ ２ ５８．４ ３．７�

５７ � オ ー セ ロ ワ �４栗 ５７ 古川 吉洋吉田 和美氏 安田 隆行 米 Mike G.
Rutherford ５００± ０ ５９．０３	 １．５�

６１０
 キタサンオリオン �４鹿 ５７ 中舘 英二�大野商事 古賀 史生 平取 高橋 啓 ５０８－ ４ ５９．２１� ３３．６�
５８ 
 セトノジャーニー 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 ５０４＋ ８ ５９．６２	 ７２．０�
４６ デ プ ラ ー タ 牡３栗 ５６ 黛 弘人栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４６０－ ６ 〃 クビ １５．６�
３３ �
 アースグラヴィティ 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗 �キャロットファーム 松永 康利 豪

T W Archer
Trust, Peters
Equine Trust

４９４－１０ ５９．７	 １９．８�
８１４ プリティマリ 牝４鹿 ５５ C．ウィリアムズ 冨沢 敦子氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 ４６６± ０ 〃 アタマ ６０．５	

（豪）

４５ ブルーシーズン 牡６栗 ５７ 鮫島 良太 
ブルーマネジメント嶋田 功 新冠 川上 悦夫 ４８０－ ２ 〃 ハナ １１５．５�
１１ ケイツーノース 牝３栗 ５４ 丸田 恭介楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ４８２± ０ ５９．８クビ ３１．２�
２２ トランブルー 牡３栗 ５６

５５ ☆丸山 元気岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド B４８２＋ ６１：００．０１	 ２３．１
７１２
 ラ ブ ル ビ ー 牝３栗 ５４ 長谷川浩大オールラブクラブ 南田美知雄 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４３６± ０１：００．８５ １８０．７�
６９ 
 カ シ ノ ニ ケ 牝４黒鹿５５ 加藤士津八柏木 務氏 二本柳俊一 伊達 黄金牧場 ４６４＋ ２１：０１．３３ ４０５．３�
３４ モリトアヤメ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行石橋 忠之氏 後藤 由之 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３８－ ２１：０１．４クビ １６４．０�
８１３ イマージュシエール 牡３鹿 ５６ 田中 博康 
グリーンファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１２－１０１：０１．７２ ５１．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，１９２，５００円 複勝： ３５，７７０，４００円 枠連： ９，８６０，８００円

普通馬連： ２５，７６８，４００円 馬単： ２７，１３９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２，５５５，７００円

３連複： ３９，７２９，０００円 ３連単： ８２，５７１，４００円 計： ２４７，５８８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ５６０円 枠 連（５－７） １８０円

普通馬連 �� ２１０円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １，５９０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 ��� ９，８１０円

票 数

単勝票数 計 １４１９２５ 的中 � ３０８０７（２番人気）
複勝票数 計 ３５７７０４ 的中 � ３９８８６（２番人気）� ２４７４１５（１番人気）� ４６３９（８番人気）
枠連票数 計 ９８６０８ 的中 （５－７） ４０７０４（１番人気）
普通馬連票数 計 ２５７６８４ 的中 �� ９０７８２（１番人気）
馬単票数 計 ２７１３９８ 的中 �� ３５４７５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２５５５７ 的中 �� ２９１２１（１番人気）�� １４７２（１８番人気）�� ４５３３（７番人気）
３連複票数 計 ３９７２９０ 的中 ��� １５３１６（５番人気）
３連単票数 計 ８２５７１４ 的中 ��� ６２１８（２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．４―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．９―３４．３―４５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヴィルマール �
�
父 Charge Forward �

�
母父 Lord Waverley デビュー ２００９．２．７ 東京１着

２００６．１０．１生 牡４鹿 母 Soap Opera 母母 Khaielly Princess １０戦２勝 賞金 １７，８５０，０００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 ジェラルドエビス号・スーサンヒーロー号
※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。



３５０６８１２月１９日 晴 良 （２２小倉３）第６日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４５分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２４ スマートムービー 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４２６＋ ６１：０８．８ ２３．２�

１１ オペラセリア 牝５鹿 ５５
５２ ▲西村 太一 �キャロットファーム 大根田裕之 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２１：０９．０１� ３４．３�

１２ チャールストン 牝５黒鹿５５ 鮫島 良太谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ １１．０�
５１０ スナークチェリー 牝３栗 ５４ 荻野 琢真杉本仙次郎氏 野中 賢二 日高 賀張中川牧場 ４３６－１２１：０９．１� １７９．７�
８１８� オンフルール 牝４鹿 ５５ C．ウィリアムズ 前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２－ ６１：０９．２クビ ４８．１�

（豪）

６１１ ニホンピロエリナ 牝３芦 ５４ 藤田 伸二小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４３６－ ４ 〃 ハナ ４．８�
７１３ ヴィクトリーマーチ 牝３栗 ５４ 中舘 英二吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４４２－ ４ 〃 クビ ２．４	
７１５ アンフィルージュ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４８６＋２０１：０９．３� ６．１�
４８ ノアウイニング 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎杉元 四男氏 福島 信晴 浦河 藤春 修二 ４５６－ ４ 〃 ハナ ６．５�
８１６ ホッカイレシフェ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�北海牧場 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８＋ ８１：０９．４クビ ９１．６
５９ ピンクジャスミン 牝３鹿 ５４ 上村 洋行名古屋友豊
 作田 誠二 日高 白井牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ２２１．６�
３６ � ヘイハチプリンセス 牝４鹿 ５５ 加藤士津八伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 �原 敏明 ４３０＋ ４１：０９．５クビ ６９．６�
６１２� コーヒーゼリー 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗小野 博郷氏 坂本 勝美 三石 稲葉牧場 ４５４＋ ４１：０９．６� １８３．９�
４７ シーズバレンタイン 牝３鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４１：０９．９１� ２０．６�
２３ コウヨウマリーン 牝５青鹿５５ 西田雄一郎寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 B４５８－ ７ 〃 クビ １０１．４�
７１４ オーナーズアイ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介本間 義和氏 鈴木 孝志 浦河 オーナー牧場 ４２６＋２２ 〃 ハナ ７５．９�
３５ � トーセンボルテージ 牝３青 ５４

５１ ▲水口 優也島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ
スティファーム ４３４＋１４１：１０．５３� ３０３．６�

８１７ スティールシャーク 牝５鹿 ５５ 池添 謙一 
東京ホースレーシング 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４７４± ０ 〃 ハナ ９１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，０２５，８００円 複勝： ２３，０９５，５００円 枠連： １４，０６３，８００円

普通馬連： ３１，１５５，６００円 馬単： ２４，６２９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８７６，９００円

３連複： ５１，３９５，７００円 ３連単： ８５，８９６，１００円 計： ２６２，１３９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３２０円 複 勝 � ７２０円 � ８００円 � ３１０円 枠 連（１－２） ４，４９０円

普通馬連 �� ３１，２５０円 馬 単 �� ５４，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，７１０円 �� ２，６３０円 �� ２，３１０円

３ 連 複 ��� ４６，３７０円 ３ 連 単 ��� ３５８，１５０円

票 数

単勝票数 計 １６０２５８ 的中 � ５４５１（７番人気）
複勝票数 計 ２３０９５５ 的中 � ８０７４（７番人気）� ７１０９（８番人気）� ２２２０９（４番人気）
枠連票数 計 １４０６３８ 的中 （１－２） ２３１４（１５番人気）
普通馬連票数 計 ３１１５５６ 的中 �� ７３６（６５番人気）
馬単票数 計 ２４６２９９ 的中 �� ３３２（１０８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８７６９ 的中 �� ５００（６２番人気）�� １４９７（２７番人気）�� １７０８（２４番人気）
３連複票数 計 ５１３９５７ 的中 ��� ８１８（１２２番人気）
３連単票数 計 ８５８９６１ 的中 ��� １７７（８２８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．４―１０．７―１１．２―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．２―３２．９―４４．１―５５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートムービー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．１１．１５ 京都４着

２００７．４．２生 牝３黒鹿 母 ラグジャリー 母母 Alleged Devotion １１戦２勝 賞金 １６，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エイシンフェアリー号
（非抽選馬） １頭 フィールザファン号
※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。



３５０６９１２月１９日 晴 稍重 （２２小倉３）第６日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４７ カンファーネオ 牡３鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４６８－ １１：４６．８ ３３．８�

６１２ ル ナ キ ッ ズ 牡４栗 ５７ 荻野 琢真畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６０＋ ２１：４７．１２ ２．６�
５９ マ カ リ オ ス 牡３黒鹿５６ 生野 賢一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９６＋ ８ 〃 ハナ ３．４�
１２ メイショウドレイク 牡５黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１６± ０１：４７．２� ３６．９�
２４ ウ マ ザ イ ル 牡４黒鹿５７ 中舘 英二山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３８＋ ２１：４７．５１� ７．２�
８１６ ラムタムタガー 牡４黒鹿５７ 藤岡 康太 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：４７．６クビ ５８．７�
５１０ マジックアロー 牡４鹿 ５７ 芹沢 純一�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４６４＋ ４ 〃 クビ ６．３	
７１４ クリスタルドア 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ５００＋ ６１：４７．８１� ４９．１

２３ シルクペガサス 牡５栗 ５７ 田中 博康有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４５４＋ ２１：４８．０１� ８６．７�
３５ メジロカルヴィン 牡３青鹿５６ 黛 弘人�メジロ牧場 平井 雄二 洞爺湖 メジロ牧場 ４８８－ ４ 〃 ハナ １１７．６�
６１１ マーブルデイビー 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４７４－ ４１：４８．１� ４３．５
８１５ ダテノスイミー 牡３栗 ５６ 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４４８＋ ２１：４８．６３ ３０．７�
４８ � ピカピカジョオー 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一西村新一郎氏 中野 栄治 鹿児島 釘田 義美 ４０８－ ６ 〃 ハナ １０８．３�
３６ シュヴァイツァー 牡４青鹿５７ 西田雄一郎伊達 敏明氏 保田 一隆 日高 サンシャイン

牧場 ５４６＋ ８１：４８．８１� ６４．３�
７１３ ボーンコレクター 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 金舛 幸夫 ４６６＋ ８１：４９．２２� ４１７．０�
１１ ドクトルジバゴ 牡３鹿 ５６

５５ ☆丸山 元気馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４７８＋ ６１：４９．４� １１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１３８，６００円 複勝： ２０，６０４，８００円 枠連： １３，９７２，９００円

普通馬連： ３５，１３７，４００円 馬単： ３０，５２７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３５３，５００円

３連複： ５３，９７０，６００円 ３連単： １００，４８７，６００円 計： ２８７，１９２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３８０円 複 勝 � ４８０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（４－６） ２，６００円

普通馬連 �� ３，４００円 馬 単 �� ９，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� １，５２０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ４，０５０円 ３ 連 単 ��� ４６，０１０円

票 数

単勝票数 計 １６１３８６ 的中 � ３７６５（７番人気）
複勝票数 計 ２０６０４８ 的中 � ７５７１（８番人気）� ５７７４０（１番人気）� ３１３８６（２番人気）
枠連票数 計 １３９７２９ 的中 （４－６） ３９８１（１０番人気）
普通馬連票数 計 ３５１３７４ 的中 �� ７６４０（１０番人気）
馬単票数 計 ３０５２７０ 的中 �� ２２５７（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３５３５ 的中 �� ３７７９（９番人気）�� ２３２５（１９番人気）�� ２１５２５（１番人気）
３連複票数 計 ５３９７０６ 的中 ��� ９８５３（８番人気）
３連単票数 計１００４８７６ 的中 ��� １６１２（１１７番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．４―１２．２―１２．９―１２．６―１２．２―１２．６―１２．７―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．６―４３．５―５６．１―１：０８．３―１：２０．９―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．５
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カンファーネオ �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．１２．５ 阪神１３着

２００７．４．２６生 牡３鹿 母 ロッチマリーン 母母 ロ ツ チ ア イ ８戦１勝 賞金 ８，２００，０００円
［他本会外：２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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ニシキホマレ号



３５０７０１２月１９日 晴 良 （２２小倉３）第６日 第１０競走 ��
��２，６００�名古屋日刊スポーツ杯

発走１４時５５分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．１２．１９以降２２．１２．１２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

名古屋日刊スポーツ新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，２００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４２０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３８．２
２：３７．４

良

良

４４ ブルースターキング 牡４黒鹿５７ C．ウィリアムズ �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７２－ ２２：３９．２ ３．１�
（豪）

７１０� クジュウクシマ 牡３鹿 ５３ 丸田 恭介石橋 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４６６± ０２：３９．４１� １２．１�
６８ パッシングマーク 牡７鹿 ５４ 池添 謙一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９６± ０２：３９．５� ４１．１�
８１３ フミノヤマビコ 牡３鹿 ５３ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４７８－ ４２：３９．８１� １４．６�
５６ ワイズミューラー 牡３栗 ５４ 武 幸四郎 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４４８－ ６ 〃 クビ ４．９�
２２ トレジャーハント 牡４栗 ５５ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１４＋ ４２：４０．０１	 １３．７	
６９ ナリタシャトル 牡５黒鹿５６ 秋山真一郎�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５０６－ ８ 〃 クビ １５．３

１１ ニシノプライスレス 牡４鹿 ５４ 川島 信二西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４４８＋ ４２：４０．７４ ４７．３�
４５ � サクラキングオー 牡４栗 ５６ 上村 洋行�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 ５０６＋１４２：４１．０１� ７．１�
３３ ジャングルハヤテ 牡３黒鹿５４ 西田雄一郎伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 新ひだか グランド牧場 ４７４＋ ６２：４１．８５ １２．６
５７ タニオブゴールド 牡７黒鹿５４ 丸山 元気谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４７６＋ ２２：４２．５４ ３２．７�
７１１ テンシノマズル 牡４鹿 ５６ 中舘 英二杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４６０± ０２：４２．６クビ ７．４�
８１２ ミスタールイス 牡３青 ５３ 赤木高太郎田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 原 忠夫 ４５８± ０２：４５．４大差 １０６．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，２３０，０００円 複勝： ２７，２１６，７００円 枠連： １４，３００，８００円

普通馬連： ５２，０９５，２００円 馬単： ３５，１１８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８９８，４００円

３連複： ７６，１４５，６００円 ３連単： １３６，７７５，１００円 計： ３８１，７８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ３６０円 � ９００円 枠 連（４－７） ４９０円

普通馬連 �� ３，０４０円 馬 単 �� ５，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１９０円 �� ２，６４０円 �� ５，７７０円

３ 連 複 ��� ３７，８２０円 ３ 連 単 ��� １６３，８７０円

票 数

単勝票数 計 １９２３００ 的中 � ４９８７４（１番人気）
複勝票数 計 ２７２１６７ 的中 � ６２５７１（１番人気）� １８０２３（８番人気）� ６１１０（１２番人気）
枠連票数 計 １４３００８ 的中 （４－７） ２１５９４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２０９５２ 的中 �� １２６６９（１４番人気）
馬単票数 計 ３５１１８６ 的中 �� ４４８２（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８９８４ 的中 �� ４４７６（１３番人気）�� １９３６（４０番人気）�� ８７２（６１番人気）
３連複票数 計 ７６１４５６ 的中 ��� １４８６（１２９番人気）
３連単票数 計１３６７７５１ 的中 ��� ６１６（５７１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．８―１２．０―１２．７―１２．４―１３．２―１２．３―１２．０―１２．２―１２．３―１２．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．５―２３．５―３５．３―４７．３―１：００．０―１：１２．４―１：２５．６―１：３７．９―１：４９．９―２：０２．１―２：１４．４―２：２６．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルースターキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１２．１４ 阪神７着

２００６．５．１５生 牡４黒鹿 母 アイアンビューティ 母母 ダイイチルビー ３０戦４勝 賞金 ６８，７３７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスタールイス号は，平成２３年１月１９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。



３５０７１１２月１９日 晴 良 （２２小倉３）第６日 第１１競走
第４８回農林水産省賞典

��
��２，０００�愛 知 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
牝，３歳以上，２１．１２．１９以降２２．１２．１２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 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２３ セラフィックロンプ 牝６青鹿５５ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ５０２＋ ６１：５９．５ １３．９�

３５ ブロードストリート 牝４鹿 ５６ 藤田 伸二下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４８－ ６ 〃 ハナ ４．１�
７１３ ヒカルアマランサス 牝４栗 ５６ 池添 謙一�橋 京子氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６４－１２１：５９．７１� ５．６�
４８ イタリアンレッド 牝４鹿 ５３ 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ４７８－ ４ 〃 ハナ ７．４�
６１２ コスモネモシン 牝３青鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４５６＋ ６１：５９．８クビ １５．３	
１１ トゥニーポート 牝３黒鹿５２ 芹沢 純一�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ ２０．６

３６ スイートマトルーフ 牝４青鹿５１ 田中 博康和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４８２－ ４２：００．１１� ４１．５�
５９ バイタルスタイル 牝３栗 ４９ 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６２＋ ２２：００．４１� ３９．３�
２４ レ ジ ネ ッ タ 牝５鹿 ５６ 中舘 英二 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４４＋ ４２：００．５� ３７．６
６１１ タガノエリザベート 牝３黒鹿５２ 丸山 元気八木 昌司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ４２：００．６クビ ３６．８�
８１６ ブライティアパルス 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ２５．５�
８１８ ブラボーデイジー 牝５芦 ５６ 生野 賢一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５３６＋ ３２：００．９１� ２８．８�
５１０ シングライクバード 牝５鹿 ５３ 鮫島 良太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４７２－１４ 〃 クビ ３０．１�
４７ サンレイジャスパー 牝８鹿 ５１ 上村 洋行永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８２－ ８２：０１．３２� ８２．６�
７１４ ラナンキュラス 牝３青 ５４ 川島 信二前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８＋ ２２：０１．５１� １０１．６�
７１５ レディアルバローザ 牝３鹿 ５３ 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４７０± ０２：０１．８１� ８．８�
１２ ムードインディゴ 牝５栗 ５４ C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ６２：１６．９大差 ２６．７�
（豪）

８１７ テイエムオーロラ 牝４青鹿５６ 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４６０－ ２ （競走中止） ７．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ７６，０４８，９００円 複勝： １１６，８１２，１００円 枠連： ７５，５６０，２００円

普通馬連： ４０５，４９４，０００円 馬単： １８７，３４２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２６，９１４，７００円

３連複： ６０４，５８０，４００円 ３連単： ９５４，３２３，４００円 計： ２，５４７，０７６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ３３０円 � １７０円 � ２３０円 枠 連（２－３） １，８８０円

普通馬連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ６，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� １，２９０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ４，２８０円 ３ 連 単 ��� ２９，１３０円

票 数

単勝票数 計 ７６０４８９ 的中 � ４３３５１（６番人気）
複勝票数 計１１６８１２１ 的中 � ７９６８８（６番人気）� ２１７６８４（１番人気）� １３２８２７（３番人気）
枠連票数 計 ７５５６０２ 的中 （２－３） ２９７１１（９番人気）
普通馬連票数 計４０５４９４０ 的中 �� １１２０６８（８番人気）
馬単票数 計１８７３４２９ 的中 �� ２２８３３（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２６９１４７ 的中 �� ２９２６７（７番人気）�� ２３５９０（１５番人気）�� ５５６０１（１番人気）
３連複票数 計６０４５８０４ 的中 ��� １０４２９９（４番人気）
３連単票数 計９５４３２３４ 的中 ��� ２４１８１（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．２―３４．９―４７．７―５９．８―１：１１．８―１：２３．８―１：３５．５―１：４７．３

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

セラフィックロンプ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ロイヤルスキー デビュー ２００７．２．２４ 中山７着

２００４．４．１２生 牝６青鹿 母 エ ル ソ ル 母母 アズマローマン ３２戦５勝 賞金 １７２，２４２，０００円
〔競走中止〕 テイエムオーロラ号は，競走中に疾病〔右第１指関節開放性脱臼〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アスカトップレディ号
※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。



３５０７２１２月１９日 晴 良 （２２小倉３）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�

く じ ゅ う

九 重 特 別
発走１６時１０分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，２００，０００円 ４，１００，０００円 ２，６００，０００円 １，５００，０００円 １，０２０，０００円
付 加 賞 ５３９，０００円 １５４，０００円 ７７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６１１ シンボリマルセイユ 牡３芦 ５６ 赤木高太郎シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４９４± ０１：０８．９ ６．３�

１１ コスモドロス 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４５０－２０ 〃 クビ １０．０�
２３ タニノスバル 牝４芦 ５５ 上村 洋行谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４４４－ ８１：０９．２１� ３．７�
１２ タフネスデジタル 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか サンコウ牧場 ４５４－ ４１：０９．３� ７．６�
７１３ アイファーハイカラ 牡３黒鹿５６ 国分 恭介中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４６２± ０１：０９．４	 １０．８�
７１４ アイアンラチェット 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：０９．５� ３０．２�
８１８ メイショウボルト 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 日田牧場 ４５６－ ２ 〃 アタマ ９９．７	
５１０
 カラフルパレット 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗井上 久光氏 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ８１：０９．６	 ７．８

２４ ハッシャバイ 牝４栗 ５５ 丸田 恭介グリーンスウォード 和田 正道 新冠 堤 牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ４６．１�
５９ 
 スズカロングラン 牡６栗 ５７ 太宰 啓介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 静内 岡野牧場 ４４２＋１２１：０９．７クビ ２２４．５�
８１７ オリオンザポラリス 牡３黒鹿５６ 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４５６± ０ 〃 アタマ ５．２
３５ 
 コパノフルミタマ 牡３栗 ５６ 水口 優也小林 祥晃氏 田中 剛 新ひだか 乾 皆雄 ４６２－ ４ 〃 ハナ ２３６．７�
４７ ラブチャーミー 牝４鹿 ５５ C．ウィリアムズ 増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田 三千雄 ４５０＋ ４１：１０．０１� １３．４�

（豪）

８１６� アラメダキング �７栗 ５７ 黛 弘人櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米
Grade I Blood-
stock, Inc. &
Halcyon Farm

４６４－１２１：１０．１� ２４１．０�
７１５ スマートドラゴン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド ４８２－ ２ 〃 ハナ ７７．９�
６１２
 デキシースウィング 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎吉田 好雄氏 田中 剛 新冠 村上 雅規 ４６２－ ３１：１１．１６ １６４．９�
４８ 
 フラッシュバット 牝５栗 ５５ 田中 博康桜井 欣吾氏 本間 忍 門別 浦新 徳司 ４６０－１８１：１２．２７ ５９．６�

（１７頭）
３６ ス ズ カ ケ 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大青木 基秀氏 岩戸 孝樹 新冠 山岡牧場 ５２４＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２７，１１７，２００円 複勝： ３７，９１６，７００円 枠連： ２５，０２５，６００円

普通馬連： ８５，４９１，１００円 馬単： ５３，３１８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７５０，３００円

３連複： １２８，８９５，７００円 ３連単： ２４７，１３８，８００円 計： ６３７，６５４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １９０円 � ３３０円 � １５０円 枠 連（１－６） １，４２０円

普通馬連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ４，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� ４２０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ３，９００円 ３ 連 単 ��� ２５，５９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２７１１７２（返還計 １２１３） 的中 � ３４２６５（３番人気）
複勝票数 差引計 ３７９１６７（返還計 ３３１３） 的中 � ５１９６０（２番人気）� ２４１４６（７番人気）� ８３３８２（１番人気）
枠連票数 差引計 ２５０２５６（返還計 １６３） 的中 （１－６） １３０６７（６番人気）
普通馬連票数 差引計 ８５４９１１（返還計 １３４０１） 的中 �� ２２４５５（１４番人気）
馬単票数 差引計 ５３３１８７（返還計 ８０３８） 的中 �� ７９８５（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３２７５０３（返還計 ７０１５） 的中 �� ６９８５（１５番人気）�� ２０７８６（１番人気）�� １２０９７（７番人気）
３連複票数 差引計１２８８９５７（返還計 ３９８８８） 的中 ��� ２４４１９（１０番人気）
３連単票数 差引計２４７１３８８（返還計 ６７６６４） 的中 ��� ７１２８（６８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．２―１１．８―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．８―４５．６―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリマルセイユ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Green Desert デビュー ２００９．１２．２０ 中山４着

２００７．３．３１生 牡３芦 母 スイートフルーレ 母母 Kenbu １１戦２勝 賞金 ２１，６３９，０００円
〔競走除外〕 スズカケ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フラッシュバット号は，平成２３年１月１９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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アンジェリークダダ号・ウイニングドラゴン号・クレムリンシチー号・ケイエスケイト号・コルドバ号・

テイエムマイヒメ号
※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。



（２２小倉３）第６日 １２月１９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３２，０００，０００円
８，５２０，０００円
４，９４０，０００円
２，１３０，０００円
２３，１６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，１１９，５００円
５，１４２，０００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
２４０，９６３，１００円
３７３，６２４，２００円
２０７，５４７，９００円
７７５，１０２，６００円
４８０，６５４，７００円
２９９，９４２，０００円
１，１７７，２９６，３００円
１，９７７，４８０，７００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 ５，５３２，６１１，５００円

総入場人員 １２，６７６名 （有料入場人員 １１，４０４名）




