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３６０４９１２月１０日 曇 不良 （２３小倉５）第５日 第１競走 ��
��１，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時００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

５７．７
５７．７

重

重

７１１ メイショウジビュス 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４６０± ０ ５８．８ ４．９�

４５ アラビアンマジック 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 ４６０＋ ６ 〃 クビ ２３．０�
２２ サクラアクティブ 牡２青鹿５５ 福永 祐一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 伊藤 敏明 ４７８＋１２ ５８．９クビ ８．４�
６１０� タツショウワ 牡２栗 ５５ M．デムーロ鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock, LLC ４９４＋１０ ５９．１１� ７．３�
（伊）

７１２ エンプレスラブ 牝２黒鹿５４ 宮崎 北斗 IHR 田村 康仁 浦河 村中牧場 ４９４＋ ４ ５９．３１� ３．５�
１１ ゴットゴーゴー 牡２栗 ５５

５３ △国分 優作後藤 進氏 木原 一良 浦河 江渡 繁治 ５１８－ ４ 〃 クビ ３．３�
３４ オサキニシツレイ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生志村 康徳氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４３０± ０ ５９．５１� ２０．３	
４６ スペランツァーレ 牝２栗 ５４ 柴山 雄一魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４＋ ４ ５９．６クビ １２７．３

３３ ストレートアウェイ 牡２鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士島田 久氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ５０６＋ ８ ５９．８１� ７５．０�
５７ アートオブパナシェ 牝２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也村上 憲政氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４５０－ ６ ５９．９� ２４．６�
８１４ トーワオモカゲ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲森 一馬齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ５２０± ０１：００．１１� １１０．０
５８ チョウストライカー 牡２青 ５５

５２ ▲藤懸 貴志丸山 隆雄氏 清水 久詞 新冠 赤石 久夫 ４５２± ０１：００．２クビ １９７．４�
６９ ケ セ ラ セ ラ 牝２芦 ５４ 芹沢 純一畑佐 博氏 牧田 和弥 新冠 細川農場 ４７０－ ８１：００．５２ ２５．１�
８１３ パシステント 牡２栗 ５５ 黛 弘人井上 修一氏 佐藤 全弘 新ひだか 真歌田中牧場 ４５２＋１０１：００．７１� ４４０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，４６８，１００円 複勝： １８，９９２，８００円 枠連： ７，０９０，７００円

馬連： １９，９４４，０００円 馬単： １６，２３０，２００円 ワイド： １０，９６６，９００円

３連複： ３３，６８５，６００円 ３連単： ５１，８３５，４００円 計： １７０，２１３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � ３８０円 � ２５０円 枠 連（４－７） ２，２３０円

馬 連 �� ５，２６０円 馬 単 �� ８，８８０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� ５７０円 �� ２，０５０円

３ 連 複 ��� ８，９５０円 ３ 連 単 ��� ５０，９４０円

票 数

単勝票数 計 １１４６８１ 的中 � １８４５７（３番人気）
複勝票数 計 １８９９２８ 的中 � ３２８８２（３番人気）� １１３７５（６番人気）� ２０１２３（４番人気）
枠連票数 計 ７０９０７ 的中 （４－７） ２３４９（８番人気）
馬連票数 計 １９９４４０ 的中 �� ２８００（２１番人気）
馬単票数 計 １６２３０２ 的中 �� １３５０（３３番人気）
ワイド票数 計 １０９６６９ 的中 �� １８３５（１９番人気）�� ５０９６（５番人気）�� １２６８（２４番人気）
３連複票数 計 ３３６８５６ 的中 ��� ２７７９（２９番人気）
３連単票数 計 ５１８３５４ 的中 ��� ７５１（１５４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．５―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．７―３４．２―４６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウジビュス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Green Desert デビュー ２０１１．９．１０ 阪神１０着

２００９．２．１９生 牝２鹿 母 フォーフリーダムス 母母 Shining Eyes ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔制裁〕 トーワオモカゲ号の騎手森一馬は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（７番・４番への進

路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 カシノアゲート号・ムジャウハラート号・リワードゴードン号
※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。

３６０５０１２月１０日 曇 不良 （２３小倉５）第５日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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

１：４６．０
１：４５．９

不良

重

２３ エーシンスコルピオ 牡２栗 ５５ 上村 洋行�栄進堂 田所 秀孝 浦河 室田 千秋 ４６２－ ２１：４５．６レコード ２３．３�

６１２ ウォーターカリブ 牝２鹿 ５４ M．デムーロ山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 ４７６－ ４１：４５．９２ ２．７�
（伊）

１１ デンコウアクティブ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 ４８２－ ４１：４６．０� ３．２�
８１６ トウショウハマー 牡２栗 ５５ 太宰 啓介トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５５２－１０１：４６．２� ４．３�
７１３ ゴールドマイスター 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６２± ０１：４６．４１� ３２２．２�
４８ マイネルボンド 牡２青鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム ４８２± ０ 〃 アタマ ２１６．６�
６１１ ザ ソ ル ト 牡２栗 ５５

５２ ▲水口 優也村上 稔氏 小原伊佐美 新冠 中本 隆志 ４５２－ ２ 〃 アタマ ２３９．８	
４７ ド ウ デ ス 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 ５０４－ ４１：４６．５� ７．７

３５ コウズシャイン 牡２鹿 ５５ 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 ４９８＋ ４１：４６．７１� １１１．７�
１２ ニシノブンブンマル 牡２鹿 ５５ 村田 一誠西山 茂行氏 宮本 博 新冠 川上牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ １５．１�
３６ クラウンビースト 牡２黒鹿５５ 嘉藤 貴行矢野 悦三氏 松永 康利 日高 山田 政宏 ４３８－ ２１：４７．１２� ３６９．１
２４ ゴーイングキング 牡２黒鹿５５ 松田 大作林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４７０＋ ２１：４７．９５ ５４．３�
８１５ タイヨウシーカー 牡２黒鹿５５ 宮崎 北斗 IHR 和田正一郎 新ひだか 信田牧場 ４４４＋ ４１：４８．４３ ２８９．４�
５１０ リリーアタッカー 牡２栗 ５５ 大野 拓弥土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 ４７６＋ ２１：４８．６１� ２２．５�
５９ カ シ ノ ギ ア 牡２栗 ５５ 酒井 学柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 片山 建治 ４５２＋ ６１：４９．５５ ２５４．１�
７１４ クリノホウザン 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人栗本 博晴氏 谷 潔 様似 中村 勝則 ４５０＋ ２ 〃 クビ １４１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，８９６，６００円 複勝： １７，４６５，１００円 枠連： ６，０８１，５００円

馬連： ２２，０６７，３００円 馬単： １７，２４５，９００円 ワイド： １０，５５０，５００円

３連複： ３０，５４４，４００円 ３連単： ５６，４００，２００円 計： １７２，２５１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３３０円 複 勝 � ３３０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（２－６） １，７４０円

馬 連 �� ２，８２０円 馬 単 �� ７，２７０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ４９０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� １，８９０円 ３ 連 単 ��� ２４，９００円

票 数

単勝票数 計 １１８９６６ 的中 � ４０４０（７番人気）
複勝票数 計 １７４６５１ 的中 � ８９４８（６番人気）� ３８９３０（２番人気）� ４６０４７（１番人気）
枠連票数 計 ６０８１５ 的中 （２－６） ２５９３（７番人気）
馬連票数 計 ２２０６７３ 的中 �� ５７８４（１０番人気）
馬単票数 計 １７２４５９ 的中 �� １７５１（２４番人気）
ワイド票数 計 １０５５０５ 的中 �� ２５９５（１１番人気）�� ４６８７（５番人気）�� １９５２１（１番人気）
３連複票数 計 ３０５４４４ 的中 ��� １１９８３（４番人気）
３連単票数 計 ５６４００２ 的中 ��� １６７２（６９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．８―２９．４―４２．１―５４．９―１：０７．７―１：２０．２―１：３２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．９
１
３
７，１６（３，１２）１０（５，１１）（６，９）１，８（１３，１４）－２，４－１５・（７，１６）（３，１２）（５，１０，１１）（１，６）（８，１３，１４，４）２，９－１５

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

勝馬の
紹 介

エーシンスコルピオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．１６ 京都１３着

２００９．４．７生 牡２栗 母 エイシンワンダフル 母母 エイシンモモ ５戦１勝 賞金 ５，７５０，０００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。

第５回　小倉競馬　第５日



３６０５１１２月１０日 曇 稍重 （２３小倉５）第５日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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 グ ラ ー ネ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ２１：４９．４ ３．０�
（伊）

８１５ ディアデラバンデラ 牡２黒鹿５５ C．オドノヒュー �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７２＋１２１：４９．７２ ７．０�
（愛）

６１２ ス キ ピ オ 牡２栗 ５５ 浜中 俊小村アセットM� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：４９．８クビ １３．５�
５１０ ヴェリタスウオリア 牡２鹿 ５５ 酒井 学松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４７６＋１２１：４９．９� ２３．８�
４８ コスモユウチャン 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ４４４± ０ 〃 ハナ ４０．５�
２４ アシュケナージ 牡２栗 ５５

５３ △国分 優作前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 武田 寛治 ４４８－ ６ 〃 ハナ ２．８	
６１１ トーセンオードリー 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生島川 
哉氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４１：５０．３２� １１１．８�
１１ シゲルササグリ 牡２黒鹿５５ 中舘 英二森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４８６＋ ４１：５０．５１� ７．２�
３６ メイショウヒメユリ 牝２青鹿５４ 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４２８－ ２１：５０．９２� ２８．９
７１４ エムオーキャプテン 牡２黒鹿５５ 福永 祐一大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 ４６４－１０１：５１．１１� ３７．６�
１２ カノヤベッピンサン 牝２黒鹿５４ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４３８－１０１：５１．２� ７５．８�
４７ ポケットピース 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 新冠 タニグチ牧場 ４４４－ ４１：５１．４１ ４３．３�
２３ コスモアケルナル 牡２栗 ５５ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ２１：５１．５� ５０．３�
３５ シゲルブルーベリー 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４４８－ ２１：５１．９２� ９６．９�
７１３ アラビアンジョージ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 浦河 南部 功 ４３６± ０１：５２．２２ １８７．６�
５９ プレミアムウォーズ 牡２栗 ５５

５２ ▲森 一馬中西 宏彰氏 松永 昌博 新冠 タニグチ牧場 ４７０＋１２ 〃 クビ ５４９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７７６，５００円 複勝： ２２，７７６，８００円 枠連： ８，１６２，９００円

馬連： ２３，２４２，９００円 馬単： １８，６２９，１００円 ワイド： １３，３５１，６００円

３連複： ３５，３０６，８００円 ３連単： ５７，５０１，６００円 計： １９３，７４８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ３１０円 枠 連（８－８） １，２６０円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ７６０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ４，６１０円 ３ 連 単 ��� １７，５６０円

票 数

単勝票数 計 １４７７６５ 的中 � ３９１３５（２番人気）
複勝票数 計 ２２７７６８ 的中 � ３８３６８（２番人気）� ２３４９５（４番人気）� １７６３９（５番人気）
枠連票数 計 ８１６２９ 的中 （８－８） ４７８５（５番人気）
馬連票数 計 ２３２４２９ 的中 �� １５７２７（３番人気）
馬単票数 計 １８６２９１ 的中 �� ６３７０（６番人気）
ワイド票数 計 １３３５１６ 的中 �� ６７９４（４番人気）�� ４３２３（８番人気）�� １８６９（１８番人気）
３連複票数 計 ３５３０６８ 的中 ��� ５６５９（１３番人気）
３連単票数 計 ５７５０１６ 的中 ��� ２４１７（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３５．９―４８．５―１：００．８―１：１２．９―１：２５．３―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

グ ラ ー ネ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Singspiel デビュー ２０１１．９．１８ 阪神１２着

２００９．２．２２生 牡２鹿 母 ヴォークリンデ 母母 ホワイトトルネード ３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。
（非抽選馬） ２頭 ギリサントポケサン号・シンボリベローチェ号
※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。

３６０５２１２月１０日 曇 不良 （２３小倉５）第５日 第４競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時３０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 ７，０００，０００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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

２２ エ キ ナ シ ア 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４８２－ ６ ５７．８ １３．０�

１１ コーラルビュー 牝３鹿 ５４ 中舘 英二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 ４６６＋ ２ 〃 アタマ １６．３�

６９ オンワードセジール 牝５栗 ５５
５２ ▲西村 太一�オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４６０－１６ ５８．０１� ９．７�

４５ ネイヴルトウショウ 牝６青 ５５ 黛 弘人トウショウ産業� 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 B４９０± ０ 〃 アタマ １．８�

４６ マウントフジ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �グリーンファーム 宮本 博 浦河 有限会社
吉田ファーム ４２２－１３ ５８．２１� ４２．４�

３４ フ レ イ ヤ 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５２８＋ ４ ５８．４１ ４７．９	
５７ カノヤキャプテン 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 B４６２＋ ２ ５８．７２ １６．１

７１２ パ シ ャ 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ４０６－ ２ ５８．８クビ １２．０�
６１０� ペプチドパラス 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太沼川 一彦氏 新川 恵 浦河 杵臼牧場 ４３２＋ ４ 〃 ハナ ２６９．２�
８１３ ハローエフェクト 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４４０－ ８ 〃 クビ ３２．９
７１１ キクノキアラ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４３６－ ４ ５８．９� ４６．５�
８１４ ケ ツ ァ ー ル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４ ５９．１１� ８．３�
５８ � オウカランマン 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 利章 新ひだか キヨタケ牧場 ４８６＋ ４ ５９．２� １１．９�
３３ ミスグロリアス 牝３青 ５４ 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 青森 明成牧場 B４３２＋ ２ 〃 クビ ５８．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，６９５，３００円 複勝： ２２，３４８，４００円 枠連： ８，１２８，３００円

馬連： ２３，５６７，９００円 馬単： １８，７５３，１００円 ワイド： １３，１６９，４００円

３連複： ３５，０１１，０００円 ３連単： ６１，５９７，５００円 計： １９６，２７０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ４７０円 � ６６０円 � ３７０円 枠 連（１－２） ８，５１０円

馬 連 �� ７，０９０円 馬 単 �� ２０，３９０円

ワ イ ド �� ２，５５０円 �� １，８２０円 �� ３，３８０円

３ 連 複 ��� ２８，９４０円 ３ 連 単 ��� １４３，８６０円

票 数

単勝票数 計 １３６９５３ 的中 � ８３４３（６番人気）
複勝票数 計 ２２３４８４ 的中 � １２５４９（６番人気）� ８４３６（８番人気）� １６７４６（４番人気）
枠連票数 計 ８１２８３ 的中 （１－２） ７０５（２６番人気）
馬連票数 計 ２３５６７９ 的中 �� ２４５６（２６番人気）
馬単票数 計 １８７５３１ 的中 �� ６７９（６０番人気）
ワイド票数 計 １３１６９４ 的中 �� １２７３（２８番人気）�� １８０８（２２番人気）�� ９５２（３２番人気）
３連複票数 計 ３５０１１０ 的中 ��� ８９３（８５番人気）
３連単票数 計 ６１５９７５ 的中 ��� ３１６（４５１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．７―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．８―３４．５―４６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３５．０
３ １，２，８（４，５）（９，７）６（３，１１）１０（１２，１４）－１３ ４ １，２（４，８）（５，９，７）（３，６）１１（１２，１０）１３，１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エ キ ナ シ ア �
�
父 スニッツェル �

�
母父 Take Me Out デビュー ２０１１．１．１５ 中山２着

２００８．２．１５生 牝３鹿 母 ニシノマリア 母母 セ ナ リ オ １１戦２勝 賞金 ２３，１００，０００円



３６０５３１２月１０日 曇 不良 （２３小倉５）第５日 第５競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時００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 ７，０００，０００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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１１ トーセンレラ 牡３青鹿５６ 川須 栄彦島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ
スティファーム ４８０＋ ６１：４３．６ ３０．９�

６１０� エーシンテュポーン 牡４鹿 ５７ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-
ter Farm ４９２－ ５ 〃 ハナ １９．３�

３３ � アポロスカイナイト 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米
Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４５６＋ ４ 〃 クビ ６８．８�
１１ アドマイヤスキップ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ２１：４３．８１� ５．２�
２２ タッチドヘヴンリー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ４９６± ０１：４３．９	 ５．７�
３４ 
 リバースターリング 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ １３．４	
４５ コウユータイセイ 牡３栗 ５６ 村田 一誠加治屋康雄氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 ４８０－ ６１：４４．１１� １０．７

４６ ゴールドアゲイン 牝３黒鹿５４ 江田 照男井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４１０＋ ４１：４４．２クビ １７７．９�
５８ サツマノホシ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人古賀 和夫氏 牧 光二 鹿児島 新保 孝一 ４７６± ０ 〃 ハナ １０１．６�
８１４ ヒノモトイチバン 牡４栗 ５７ M．デムーロ坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 B４６２－ ６ 〃 ハナ ４．９

（伊）

６９ ミレニアルドリーム 牡３芦 ５６ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４７４＋ ８１：４４．４１� １９．６�
８１３�
 ピヴォワーヌ 牝４栗

５５
５３ △国分 優作前田 幸治氏 中竹 和也 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４８０± ０１：４５．２５ ３０．２�
５７ ザクリエイション 牡５黒鹿５７ 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５２２＋１４１：４６．５８ ３．４�
７１２ サトノスパイダー 牡３青鹿５６ 上村 洋行里見 治氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５２８± ０１：４６．９２	 ４６．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，５９０，４００円 複勝： ２２，１２２，４００円 枠連： ７，４１２，０００円

馬連： ２３，０１３，２００円 馬単： １９，０４４，７００円 ワイド： １２，８５４，０００円

３連複： ３５，５４８，８００円 ３連単： ５８，８６０，６００円 計： １９２，４４６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０９０円 複 勝 � ７９０円 � ６３０円 � １，７４０円 枠 連（６－７） ５，１３０円

馬 連 �� １８，４７０円 馬 単 �� ３９，６００円

ワ イ ド �� ４，６８０円 �� １８，７３０円 �� １１，１１０円

３ 連 複 ��� ３１２，３３０円 ３ 連 単 ��� １，７３７，５７０円

票 数

単勝票数 計 １３５９０４ 的中 � ３４６８（１０番人気）
複勝票数 計 ２２１２２４ 的中 � ７５１２（８番人気）� ９６１４（７番人気）� ３１８８（１２番人気）
枠連票数 計 ７４１２０ 的中 （６－７） １０６７（２５番人気）
馬連票数 計 ２３０１３２ 的中 �� ９２０（４８番人気）
馬単票数 計 １９０４４７ 的中 �� ３５５（９７番人気）
ワイド票数 計 １２８５４０ 的中 �� ６８１（４４番人気）�� １６８（７７番人気）�� ２８４（６６番人気）
３連複票数 計 ３５５４８８ 的中 ��� ８４（２７５番人気）
３連単票数 計 ５８８６０６ 的中 ��� ２５（１５６６番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．８―１１．３―１２．３―１２．３―１２．３―１２．４―１２．３―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．７―２９．０―４１．３―５３．６―１：０５．９―１：１８．３―１：３０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

トーセンレラ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．９．１２ 中山８着

２００８．４．８生 牡３青鹿 母 トーセンオマージュ 母母 アサヒブライト １０戦２勝 賞金 １７，４００，０００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。

３６０５４１２月１０日 曇 不良 （２３小倉５）第５日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０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 ７，０００，０００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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４６ ケ イ ト 牝３黒鹿５４ 小牧 太吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４６０－１６１：４３．１ ６．７�

５７ ツィンクルブーケ 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：４３．６３ ３３．８�
６９ � ネオジェイズレーヌ 牝４栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４８６± ０１：４３．８１� ３１．８�

２２ アドマイヤインディ 牝５栗 ５５ 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４６２－ ８１：４３．９� ６．８�
８１３ エアワンピース 牝３栗 ５４ M．デムーロ �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：４４．０� ２．５�

（伊）

７１２� プ ル プ ル 牝５鹿 ５５
５２ ▲森 一馬栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４４８± ０１：４４．３１� １４．２�

８１４ サントワマミー 牝４栗 ５５ 丸田 恭介青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４６６－ ２１：４４．５１� ９．４	
５８ ワイキキブリーズ 牝４栗 ５５ 太宰 啓介折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４９８± ０１：４４．６� １７．０

１１ フレイムヴェイン 牝４栗 ５５ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：４４．８１� ３６．１�
４５ ミラクルベリー 牝３黒鹿５４ 福永 祐一市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４３８－ ２ 〃 ハナ ７．９
６１０ クリンゲルベルガー 牝５芦 ５５ 村田 一誠 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 早来 ノーザンファーム ４４０＋ ２１：４５．２２� ６１．５�
３４ ヴィッテリア 牝７栗 ５５ 伊藤 工真桜井 忠隆氏 境 征勝 門別 藤本ファーム ４０２＋ ８ 〃 クビ １０３．６�
３３ ボウシュウローズ 牝３黒鹿５４ 荻野 琢真吉田都枝江氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋１６１：４５．３� ６５．５�
７１１ ニシノキュアノス 牝４青鹿５５ 吉田 隼人西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ５０４－１０１：４５．７２� １３．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，９６３，２００円 複勝： ２１，９２５，８００円 枠連： ９，４３３，８００円

馬連： ２５，１７０，２００円 馬単： １９，１３５，４００円 ワイド： １４，１７７，４００円

３連複： ３７，３５０，８００円 ３連単： ６１，７８９，９００円 計： ２０２，９４６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２８０円 � ９１０円 � ９５０円 枠 連（４－５） ２，３３０円

馬 連 �� １３，２２０円 馬 単 �� ２３，２３０円

ワ イ ド �� ４，０００円 �� ３，０３０円 �� １１，９９０円

３ 連 複 ��� ９１，２８０円 ３ 連 単 ��� ５４９，４１０円

票 数

単勝票数 計 １３９６３２ 的中 � １６５３８（２番人気）
複勝票数 計 ２１９２５８ 的中 � ２４１１３（３番人気）� ５９０５（９番人気）� ５６００（１０番人気）
枠連票数 計 ９４３３８ 的中 （４－５） ２９９６（９番人気）
馬連票数 計 ２５１７０２ 的中 �� １４０６（４１番人気）
馬単票数 計 １９１３５４ 的中 �� ６０８（７８番人気）
ワイド票数 計 １４１７７４ 的中 �� ８７５（４１番人気）�� １１６１（３６番人気）�� ２８８（７８番人気）
３連複票数 計 ３７３５０８ 的中 ��� ３０２（２１４番人気）
３連単票数 計 ６１７８９９ 的中 ��� ８３（１１８２番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．３―１１．５―１２．６―１２．３―１２．０―１２．１―１２．０―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．０―２９．５―４２．１―５４．４―１：０６．４―１：１８．５―１：３０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

ケ イ ト �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１１．１．２２ 京都４着

２００８．２．２０生 牝３黒鹿 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス ７戦２勝 賞金 １４，８８０，０００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。



３６０５５１２月１０日 曇 不良 （２３小倉５）第５日 第７競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０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 ７，０００，０００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

２：３０．１
２：２８．６

不良

不良

３３ フィルハーマジック 牝３鹿 ５３ 松田 大作�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 ４５２± ０２：３１．１ ４．５�

４４ ゲットハッピー 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 ４６０－ ６２：３１．２� ３．１�
１１ � フォンテーヌブロー 牡３黒鹿５５ 柴山 雄一村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４８８－ ４ 〃 クビ ２８．４�
５５ � アグネスフリーダム 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４２：３１．３クビ ９．６�
２２ シルクドルフィン 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５１０± ０ 〃 アタマ ８．２�
６６ テ ラ ボ ル ト 	４鹿 ５７ 鮫島 良太青山 洋一氏 千田 輝彦 安平 追分ファーム ４８６± ０ 〃 ハナ ３１．３�
７８ タイソンバローズ 牡３栗 ５５ 藤岡 佑介猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４６８－ ４ 〃 同着 ３１．４	
８１１ マ サ シ 牡３青 ５５

５３ △国分 優作岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ４５４－ ２２：３２．１５ １８．２

６７ ツカサゲンキ 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ５０４－ ２２：３２．３１� １８．０�
８１０ ミッキーリヒト 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ６２：３２．６１
 ４．６�
７９ シルクマッドネス 	４黒鹿５７ C．オドノヒュー 有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４６２－ ６２：３２．７� １５．８

（愛）

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，６１５，５００円 複勝： １９，７４９，６００円 枠連： ６，３５５，２００円

馬連： ２０，７７９，５００円 馬単： １６，６６１，３００円 ワイド： １１，３６７，８００円

３連複： ３０，４１７，８００円 ３連単： ５７，２５３，６００円 計： １７４，２００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ５７０円 枠 連（３－４） ６４０円

馬 連 �� ７６０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １，７９０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ６，４８０円 ３ 連 単 ��� ２７，５００円

票 数

単勝票数 計 １１６１５５ 的中 � ２０５５７（２番人気）
複勝票数 計 １９７４９６ 的中 � ４２１７４（１番人気）� ３７９１６（２番人気）� ６２４１（１０番人気）
枠連票数 計 ６３５５２ 的中 （３－４） ７４０８（１番人気）
馬連票数 計 ２０７７９５ 的中 �� ２０１９０（１番人気）
馬単票数 計 １６６６１３ 的中 �� ７６８３（２番人気）
ワイド票数 計 １１３６７８ 的中 �� １２１４５（１番人気）�� １４１７（２５番人気）�� １３６１（２６番人気）
３連複票数 計 ３０４１７８ 的中 ��� ３４６７（２２番人気）
３連単票数 計 ５７２５３６ 的中 ��� １５３７（８５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１２．３―１２．７―１３．２―１３．２―１３．５―１２．８―１２．２―１１．９―１２．１―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�
１２．９―２４．１―３６．４―４９．１―１：０２．３―１：１５．５―１：２９．０―１：４１．８―１：５４．０―２：０５．９―２：１８．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィルハーマジック �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Danzig デビュー ２０１１．４．１６ 阪神４着

２００８．２．１６生 牝３鹿 母 モーメンツオブマジック 母母 Cabiria １１戦１勝 賞金 １４，６３０，０００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。

３６０５６１２月１０日 曇 稍重 （２３小倉５）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・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 ７，０００，０００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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

１１ � ウイニングドラゴン 牡５黒鹿 ５７
５４ ▲水口 優也奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４４６＋ ６１：０９．０ １１．０�

５９ シエラデルタ 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４５６± ０１：０９．２１� １１．１�
２４ � クロンドローリエ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４１２－ ４ 〃 ハナ ７１．０�

４７ ショウナンスマイル 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４５４＋ ６ 〃 クビ １３．９�
４８ ライトグローリー 牡７黒鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志藤田 庸右氏 北出 成人 門別 藤本 直弘 B４８４± ０１：０９．４１� ７．３�
８１８ ベストブルーム 牡４鹿 ５７ 小牧 太横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B４６２－ ４ 〃 クビ １１．１	
２３ � サンライズサルーテ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ４３０－２１１：０９．５クビ １２．５

８１７ マキハタピンナップ 牝４青鹿５５ 鮫島 良太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４５４＋ ２１：０９．７１� １３４．９�
５１０ アイアンラチェット 牡４黒鹿５７ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４９２－ ２ 〃 ハナ ４．０�
６１２ ディアエンデバー 牡５黒鹿５７ 柴原 央明寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ５００－１０ 〃 クビ ８．７
１２ レ ー ガ ン 牡３青鹿５６ 石橋 守重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４８８± ０ 〃 ハナ ９．４�
３６ � レディオスソープ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４５６－１２ 〃 ハナ １８．０�
７１５ ヤマニンアーシー 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥土井 肇氏 池上 昌弘 浦河 廣田 伉助 ４６８＋ ８１：０９．８� ２１７．７�
６１１ ナンヨーオウトー 牡３栗 ５６ 丹内 祐次中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ５０８＋ ２１：１０．０１� ７９．４�
３５ ランダムトーク 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B４６２＋ ６ 〃 アタマ ２６．６�
７１３ ハギノハーセルフ 牝６栗 ５５ 川須 栄彦日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６８＋ ２１：１０．１� ７８．８�
８１６ キョウエイショウリ 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４５２＋ ２１：１０．２� ２１．６�
７１４ レッドハイヒール 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人村島 昭男氏 松山 将樹 新冠 カミイスタット ４９４± ０１：１０．５２ ２４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，００２，０００円 複勝： ２４，４８０，５００円 枠連： １２，１６０，６００円

馬連： ３２，３５１，４００円 馬単： ２０，３４４，６００円 ワイド： １６，７９８，５００円

３連複： ４９，１７８，８００円 ３連単： ７９，５０９，１００円 計： ２４８，８２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ３２０円 � ３４０円 � １，３７０円 枠 連（１－５） ７４０円

馬 連 �� ５，８３０円 馬 単 �� １０，４８０円

ワ イ ド �� ２，２１０円 �� ５，３３０円 �� １０，９９０円

３ 連 複 ��� ９５，７７０円 ３ 連 単 ��� ５１９，２８０円

票 数

単勝票数 計 １４００２０ 的中 � １００４０（５番人気）
複勝票数 計 ２４４８０５ 的中 � ２２０３３（４番人気）� ２０５２３（６番人気）� ４０９２（１４番人気）
枠連票数 計 １２１６０６ 的中 （１－５） １２２５４（２番人気）
馬連票数 計 ３２３５１４ 的中 �� ４１００（２８番人気）
馬単票数 計 ２０３４４６ 的中 �� １４３３（５０番人気）
ワイド票数 計 １６７９８５ 的中 �� １９０５（２７番人気）�� ７７３（６４番人気）�� ３７２（９１番人気）
３連複票数 計 ４９１７８８ 的中 ��� ３７９（２７５番人気）
３連単票数 計 ７９５０９１ 的中 ��� １１３（１５０７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１１．５―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．８―４５．３―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウイニングドラゴン �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 サンデーサイレンス

２００６．３．７生 牡５黒鹿 母 カガミサンデー 母母 カ ガ ミ ジ シ ４３戦１勝 賞金 ２７，８１５，０００円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フリーアズアバード号



３６０５７１２月１０日 曇 重 （２３小倉５）第５日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４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 ７，０００，０００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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３３ ワンダースピンドル 牡３黒鹿５６ 浜中 俊山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ４７８－ ４１：４４．９ １．４�

７８ エイトプリンス 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２６－ ２１：４５．２１� ６．１�
８９ タイセイジーニアス 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ２１．４�
２２ バーチャルトラック 牡３鹿 ５６ 江田 照男岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 ４４６± ０１：４５．３クビ １２．８�
７７ トーセンドンファン 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲横山 和生島川 �哉氏 清水 利章 浦河 バンブー牧場 ４７２＋ ２１：４５．５１� １２．９�
６６ � シャカリキオー 牡４栗 ５７ 柴山 雄一友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 石川 栄一 B５２４± ０１：４５．７１� ２５．６�
４４ シルクリンカーン 牡４栗 ５７ 中舘 英二有限会社シルク小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 ４４８＋ ６ 〃 クビ １６．５	
８１０ シャインストーン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋石川 達絵氏 武田 博 新ひだか 三石川上牧場 ４４６± ０１：４５．８クビ ５４．５

１１ � サカジロタイヨー 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也ロイヤルパーク 武 宏平 日高 下河辺牧場 ４２６－１０１：４６．１２ １３７．４�
５５ � クリノワンチャンス 牝３芦 ５４

５１ ▲森 一馬栗本 博晴氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４２４－ ８１：４７．４８ ７４．５�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １６，２０７，３００円 複勝： ４４，２７２，８００円 枠連： ８，１１３，６００円

馬連： ２６，４８１，８００円 馬単： ２７，４０６，４００円 ワイド： １３，９３６，７００円

３連複： ３６，４２６，６００円 ３連単： １０５，９３９，５００円 計： ２７８，７８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ３８０円 枠 連（３－７） ２００円

馬 連 �� ２９０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ５２０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １，６７０円 ３ 連 単 ��� ３，６８０円

票 数

単勝票数 計 １６２０７３ 的中 � ９７３００（１番人気）
複勝票数 計 ４４２７２８ 的中 � ３００６１５（１番人気）� ５１６５１（２番人気）� ９１６２（７番人気）
枠連票数 計 ８１１３６ 的中 （３－７） ３０７８８（１番人気）
馬連票数 計 ２６４８１８ 的中 �� ６８２８６（１番人気）
馬単票数 計 ２７４０６４ 的中 �� ５３０４７（１番人気）
ワイド票数 計 １３９３６７ 的中 �� ３１９１２（１番人気）�� ５５５１（６番人気）�� ２６８７（１４番人気）
３連複票数 計 ３６４２６６ 的中 ��� １６１６０（６番人気）
３連単票数 計１０５９３９５ 的中 ��� ２１２７２（８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―３０．０―４３．７―５６．７―１：０８．５―１：２０．６―１：３２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．４
１
３
３，７，９，１０－（２，４）５，８－（１，６）
３，６（９，１０）７（２，４）（１，８）－５

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

勝馬の
紹 介

ワンダースピンドル 
�
父 ボストンハーバー 

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２０１１．３．２０ 阪神４着

２００８．４．２４生 牡３黒鹿 母 ワンダーエスセーナ 母母 ワンダーヒロイン ９戦２勝 賞金 ２３，１８０，０００円

３６０５８１２月１０日 曇 稍重 （２３小倉５）第５日 第１０競走 ��１，２００�
や ば け い

耶 馬 渓 特 別
発走１５時００分 （芝・右）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
賞 品

本 賞 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

１２ ジュエルオブナイル 牝４鹿 ５５ M．デムーロ �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４５２－ ４１：０８．５ １．９�
（伊）

８１８ リーサムハーツ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 ４９０－ ４ 〃 クビ ５．３�
４８ チェリービスティー 牝３栗 ５４ 小牧 太備前島敏子氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４３０＋ ２１：０８．７１� １５．５�
７１５ ブルームーンピサ 牝４芦 ５５ 福永 祐一市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４８２－ ２１：０８．８� ２０．６�
２４ トウカイセレブ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４４８－１４１：０８．９� １８１．４�
８１７� サクラオハナ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 原 武久 ４４６＋ ６１：０９．０� ６６．９�
８１６ クロワラモー 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介	ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 B４５８＋１０ 〃 ハナ ２３．７

１１ ローブドヴルール 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎	ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４８２－ ２１：０９．１� ６１．０�
５１０ ハ ピ シ ン 牝３黒鹿５４ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４６０＋ ２ 〃 ハナ １１．７�
３６ � アイスカービング 牝７黒鹿５５ 大野 拓弥下河行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４８６－ ２１：０９．２� ３０．９�
７１４ タツサファイヤ 牝４栗 ５５ 国分 優作鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４９８－１０ 〃 アタマ ７１．１�
２３ ビューティバラード 牝３栗 ５４ 石橋 守林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４２４± ０１：０９．３� １４６．３�
７１３ シルクナデシコ 牝５栗 ５５ 古川 吉洋有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４３８＋１４１：０９．４クビ １７４．８�
４７ オリオンザブラック 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４３４－１０１：０９．５� １２９．３�
５９ ル リ ニ ガ ナ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二	川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 ４５８－ ２１：０９．７１� １１．６�
３５ スマートムービー 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４３４－ ４１：０９．８� １５．６�
６１１ オレンジティアラ 牝４栗 ５５ 黛 弘人 �グリーンファーム 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４１：０９．９� ３４．４�
６１２ リビングプルーフ 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４２８－１２１：１０．５３� ５５．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，７９１，０００円 複勝： ４０，０３３，３００円 枠連： １７，８９２，２００円

馬連： ５８，０３１，２００円 馬単： ３８，０１４，２００円 ワイド： ２５，９６６，９００円

３連複： ７８，５３７，４００円 ３連単： １５１，８３０，５００円 計： ４３４，０９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２８０円 枠 連（１－８） ４５０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ５６０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ２，５１０円 ３ 連 単 ��� ６，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２３７９１０ 的中 � １００５３４（１番人気）
複勝票数 計 ４００３３３ 的中 � １３７４４４（１番人気）� ６４１９４（２番人気）� ２４１４８（４番人気）
枠連票数 計 １７８９２２ 的中 （１－８） ２９３９０（１番人気）
馬連票数 計 ５８０３１２ 的中 �� ８１３５０（１番人気）
馬単票数 計 ３８０１４２ 的中 �� ３３５６０（１番人気）
ワイド票数 計 ２５９６６９ 的中 �� ３０７７４（１番人気）�� １０９０３（４番人気）�� ４２３９（１４番人気）
３連複票数 計 ７８５３７４ 的中 ��� ２３１５４（３番人気）
３連単票数 計１５１８３０５ 的中 ��� １６８４２（４番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．２―１０．７―１１．５―１１．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．０―３２．７―４４．２―５５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュエルオブナイル �
�
父 デュランダル �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００９．８．１ 小倉２着

２００７．１．２５生 牝４鹿 母 レディオブチャド 母母 Sahara Breeze １９戦３勝 賞金 ８１，７４５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 ジュエルオブナイル号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１１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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 アルーリングライフ号・エランドール号・クリノスレンダー号・シシャモチャン号・ジニオマッジョーレ号・

タガノシビル号・トップルビー号・ビラゴーティアラ号・リッカコウユウ号
※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。



３６０５９１２月１０日 曇 稍重 （２３小倉５）第５日 第１１競走 ��
��２，０００�第４７回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，２２．１２．１１以降２３．１２．４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 ６６５，０００円 １９０，０００円 ９５，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

６１２� コスモファントム 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley
Thoroughbreds ５１２＋ ２１：５９．６ ５５．１�

４７ ゲシュタルト 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ５１２－ ２ 〃 クビ ９．９�
７１３ ダノンバラード 牡３黒鹿５６ M．デムーロ�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４８０＋ ２ 〃 ハナ ３．３�

（伊）

２３ エクスペディション 牡４栗 ５５ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４８＋ ２１：５９．８１� ２．３�

３５ マイネルスターリー 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４８８－ ２１：５９．９クビ ６３．９�

４８ � エーシンジーライン 牡６黒鹿５６ 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-
ter Farm ４８６＋ ４ 〃 クビ ２４．７	

３６ トップゾーン 牡５鹿 ５５ 小坂 忠士�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４７４＋ ２ 〃 アタマ ３０．０

２４ ユニバーサルバンク 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６８－ ６２：００．０クビ ７．１�
６１１ オールアズワン 牡３黒鹿５３ 村田 一誠宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８２± ０２：００．１� ８９．７�
７１４ シャドウゲイト 牡９黒鹿５７．５ 川須 栄彦飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０２± ０２：００．２	 ３１．６
５９ ダンスインザモア 牡９黒鹿５４ 勝浦 正樹木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５１８＋ ４２：００．５１	 ７０．８�
８１７ マヤノライジン 牡１０鹿 ５４ C．オドノヒュー 田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８６＋ ２２：００．６	 ７４．４�

（愛）

８１６ キタサンアミーゴ 牡５栗 ５６ 宮崎 北斗�大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４４－ ６２：００．７� ４９．２�
７１５ ド モ ナ ラ ズ 牡６栗 ５２ 国分 優作小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ２７６．６�
１１ サンライズベガ 牡７鹿 ５７ 吉田 隼人松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５０８＋ ４２：００．９１ ７６．９�
８１８ サンライズマックス 牡７黒鹿５７ 小牧 太松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４５４＋ ６ 〃 ハナ ３７．１�
１２ オースミスパーク 牡６鹿 ５６ 酒井 学�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４７４＋ ２２：０１．２２ ３４．１�
５１０ トウショウウェイヴ 牡６黒鹿５４ 中舘 英二トウショウ産業� 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 B４７２－ ２２：０１．７３ １８４．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９０，７５１，０００円 複勝： １４６，３０６，０００円 枠連： ６８，６０４，２００円

馬連： ３２５，１９９，８００円 馬単： １７９，５６０，１００円 ワイド： １２６，７４９，９００円

３連複： ４６８，１３６，６００円 ３連単： ８３７，８８８，４００円 計： ２，２４３，１９６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，５１０円 複 勝 � ９８０円 � ２９０円 � １６０円 枠 連（４－６） ６，９１０円

馬 連 �� １７，２４０円 馬 単 �� ４２，７５０円

ワ イ ド �� ４，４００円 �� ２，４７０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １７，８４０円 ３ 連 単 ��� ２０５，７１０円

票 数

単勝票数 計 ９０７５１０ 的中 � １２９９１（１１番人気）
複勝票数 計１４６３０６０ 的中 � ２９２８９（１１番人気）� １２６２３２（４番人気）� ３３５４４７（２番人気）
枠連票数 計 ６８６０４２ 的中 （４－６） ７３２９（２１番人気）
馬連票数 計３２５１９９８ 的中 �� １３９２７（４５番人気）
馬単票数 計１７９５６０１ 的中 �� ３１００（９１番人気）
ワイド票数 計１２６７４９９ 的中 �� ６８１１（４５番人気）�� １２３１０（２２番人気）�� ５２３１９（５番人気）
３連複票数 計４６８１３６６ 的中 ��� １９３７５（５３番人気）
３連単票数 計８３７８８８４ 的中 ��� ３００６（５０３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．６―１２．４―１１．７―１２．０―１２．４―１１．８―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．５―３５．１―４７．５―５９．２―１：１１．２―１：２３．６―１：３５．４―１：４７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．０
１
３
２，８（６，１４）（１２，１７）（１，１６，１３）３，７，４，５（９，１５）１８，１１－１０・（２，８）１４，６（１２，１３）１７（１，３，１６，７）（４，５）１５，１８，９－１１－１０

２
４

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

勝馬の
紹 介

�コスモファントム �
�
父 Stephen Got Even �

�
母父 Paris House デビュー ２００９．６．２８ 阪神３着

２００７．２．８生 牡４鹿 母 Southern House 母母 My Southern Love １６戦４勝 賞金 １７６，７９７，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※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 アドマイヤコマンド号・オートドラゴン号・スマートステージ号・タガノエルシコ号・チョウカイファイト号・

ホクトスルタン号
※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。

３６０６０１２月１０日 曇 稍重 （２３小倉５）第５日 第１２競走 ��
��１，８００�

ひ め し ま

姫 島 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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

８１６ トーセンジャガー 牡３青 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム ４７６＋ ４１：４８．４ １３．９�

７１４ リルバイリル �３鹿 ５６ 柴山 雄一小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４７２± ０１：４８．６１� １８．９�
５１０ ゴーゲッター 牡４鹿 ５７ 松田 大作松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５４０＋ ６１：４８．７� ３．６�
３５ インプレッシヴデイ 牡４芦 ５７ 福永 祐一藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５１６－ ４ 〃 ハナ ２１．９�
５９ トーセンケイトゥー 牡３栗 ５６ C．オドノヒュー 島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２＋ ６ 〃 クビ １５．４�

（愛）

１２ ノヴァグロリア 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：４８．８� ７．４	
６１２ リリーファイアー 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９８± ０１：４８．９クビ ２９．２

４７ ワイズミューラー 牡４栗 ５７ M．デムーロ �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５０± ０ 〃 クビ １４．０�

（伊）

２３ モ ビ ー ル 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 アタマ ３４．２
８１５ コスモサイキック 牡４青 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 西浦 勝一 新冠 武田 修一 ４７０－ ２１：４９．０クビ ４０．５�
７１３ マ マ キ ジ ャ 牝３芦 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４２２－ ２１：４９．２１	 ８２．２�
３６ ラブイズモネ 牝５栗 ５５ 野元 昭嘉江口雄一郎氏 梅内 忍 静内 坂本 春信 ４３０＋ ２１：４９．４１	 ４４８．３�
６１１ ダノンウィスラー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 ４５２± ０ 〃 クビ ３．３�
４８ トーセンフリージア 牝４鹿 ５５ 横山 和生島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４９６＋ ２１：４９．５クビ ８７．３�
２４ マイネルインゼル 牡６栗 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム ４７６＋ ４１：４９．８２ ４１．４�
１１ マイティースコール 牡３栗 ５６ 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋ ４ 〃 クビ １０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，８９７，８００円 複勝： ４５，４１７，６００円 枠連： ２１，２１８，０００円

馬連： ６８，４９９，１００円 馬単： ４２，５２２，０００円 ワイド： ３２，２７２，２００円

３連複： １０１，０４３，３００円 ３連単： １７７，４３２，０００円 計： ５１７，３０２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ３９０円 � ５００円 � １７０円 枠 連（７－８） ４，４１０円

馬 連 �� １１，８２０円 馬 単 �� ２１，２２０円

ワ イ ド �� ３，７４０円 �� １，０００円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� １４，１００円 ３ 連 単 ��� １１２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２８８９７８ 的中 � １６４４８（５番人気）
複勝票数 計 ４５４１７６ 的中 � ２７３４２（４番人気）� １９９２６（８番人気）� ９７０８４（１番人気）
枠連票数 計 ２１２１８０ 的中 （７－８） ３５５６（２１番人気）
馬連票数 計 ６８４９９１ 的中 �� ４２７７（４３番人気）
馬単票数 計 ４２５２２０ 的中 �� １４７９（７６番人気）
ワイド票数 計 ３２２７２２ 的中 �� ２０６８（４２番人気）�� ８２３８（７番人気）�� ４８９３（１４番人気）
３連複票数 計１０１０４３３ 的中 ��� ５２８９（４０番人気）
３連単票数 計１７７４３２０ 的中 ��� １１６１（３４６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１３．１―１２．４―１２．１―１１．７―１１．６―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．８―４９．２―１：０１．３―１：１３．０―１：２４．６―１：３６．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンジャガー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．９．２０ 札幌１０着

２００８．４．１３生 牡３青 母 トーセンザサン 母母 サンセットムーン １１戦２勝 賞金 ２２，６０４，０００円
〔発走状況〕 インプレッシヴデイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ラブイズモネ号の調教師梅内忍は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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。
（非当選馬） １頭 ユキノサイレンス号
（非抽選馬） ２頭 アンプリペアード号・ルージュ号
※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。



（２３小倉５）第５日 １２月１０日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

２３０，８９０，０００円
１，０９０，０００円
７，９８０，０００円
２，２３０，０００円
２１，８６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，８６２，０００円
４，９６０，０００円
１，７７２，１００円

勝馬投票券売得金
２６４，６５４，７００円
４４５，８９１，１００円
１８０，６５３，０００円
６６８，３４８，３００円
４３３，５４７，０００円
３０２，１６１，８００円
９７１，１８７，９００円
１，７５７，８３８，３００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 ５，０２４，２８２，１００円

総入場人員 ６，７５１名 （有料入場人員 ５，９９２名）


