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３５０１３１２月２日 曇 良 （２４中京３）第２日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走９時５５分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：２５．０
１：２３．１

不良

重

６１２� シゲルアンドロメダ 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦森中 蕃氏 坂口 正則 米 Jeremy
Peskoff ４７４± ０１：２７．４ ８．５�

５９ アルマライズ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４８０＋ ２１：２７．６１� ５．３�
１２ ヒキャクノアシ 牡２鹿 ５５ 丸山 元気小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４６０± ０１：２８．１３ ６８．６�
３５ クニサキゼブライカ 牡２黒鹿５５ 西田雄一郎國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ５００－ ８１：２８．２� １８．８�
２３ � エイシンガリレイ 牡２鹿 ５５ 北村 友一平井 豊光氏 沖 芳夫 愛 Smithfield

Inc ５２０－ ４１：２８．４１� ２０．６�
８１５ キタサンヤマビコ 	２鹿 ５５ 芹沢 純一�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ ４２６－ ４ 〃 クビ １８．３�
７１３� ミリアグラシア 牝２栗 ５４ 松山 弘平杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones ４８４± ０１：２８．５クビ １．８	
１１ スイングタキオン 牡２栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 ４７０＋ ６１：２８．８２ ９．４

７１４� シゲルスコピウス 牡２鹿 ５５ 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 Corey Miller &

Christine Miller ５１２＋ ８１：２８．９クビ ２１．１�
６１１ アルファエンゼル 牡２鹿 ５５ 丸田 恭介�貴悦 和田正一郎 新ひだか 田上 稔 ４９４＋ ４１：２９．５３
 １２２．０
８１６ ライトジャガー 牡２鹿 ５５ 的場 勇人井上 修一氏 佐藤 全弘 浦河 昭和牧場 B４０２－ ６１：２９．６
 ２６０．９�
４７ チ ャ ッ ピ ー 牝２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 ４８２± ０１：２９．９２ １０６．７�
３６ シンゼンプロフィア 牡２栗 ５５ 中舘 英二原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 小葉松 幸雄 ４７４＋ ４１：３０．１１� １９３．４�
５１０ リッチエモーション 牝２栗 ５４ 松田 大作橋川 欣司氏 本間 忍 日高 日西牧場 ４５６－ ８１：３０．２クビ ３３．７�
４８ パープルシャイン 牡２栗 ５５

５２ ▲水口 優也中野 銀十氏 境 直行 日高 石原牧場 ４５０＋ ８１：３１．１５ ２１４．６�
２４ ヴィーンゴールブ 牝２青鹿５４ 宮崎 北斗高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 藤沢牧場 B５００－ ４１：３１．２クビ １１２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，９６３，３００円 複勝： ２２，７０８，７００円 枠連： ６，０８７，０００円

馬連： １９，９９９，０００円 馬単： １７，３４５，４００円 ワイド： １１，１２７，２００円

３連複： ３２，８１７，６００円 ３連単： ５５，１６９，２００円 計： １７５，２１７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ３１０円 � ２４０円 � １，１１０円 枠 連（５－６） １，３８０円

馬 連 �� １，８１０円 馬 単 �� ４，２００円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ２，５００円 �� ３，８６０円

３ 連 複 ��� ２３，６１０円 ３ 連 単 ��� １０２，３００円

票 数

単勝票数 計 ９９６３３ 的中 � ９３１６（３番人気）
複勝票数 計 ２２７０８７ 的中 � １９７４７（３番人気）� ２８９７０（２番人気）� ４５２３（１０番人気）
枠連票数 計 ６０８７０ 的中 （５－６） ３２７２（６番人気）
馬連票数 計 １９９９９０ 的中 �� ８１６７（６番人気）
馬単票数 計 １７３４５４ 的中 �� ３０５５（１３番人気）
ワイド票数 計 １１１２７２ 的中 �� ５９５３（４番人気）�� １０５２（２５番人気）�� ６７４（３６番人気）
３連複票数 計 ３２８１７６ 的中 ��� １０２６（５９番人気）
３連単票数 計 ５５１６９２ 的中 ��� ３９８（２４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．６―４８．２―１：０１．２―１：１４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シゲルアンドロメダ �
�
父 Birdstone �

�
母父 General Meeting デビュー ２０１２．１０．７ 京都７着

２０１０．３．１５生 牝２鹿 母 Our Family Jewel 母母 Bountiful V ５戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
〔発走状況〕 ミリアグラシア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アキノライセンス号・シゲルリョウケンザ号・バルザック号

３５０１４１２月２日 曇 良 （２４中京３）第２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時２５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１０．１
１：０８．７

重

重

７１３ ワンダースピンドル 牡４黒鹿５７ 川須 栄彦山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ４８８＋ ６１：１２．０ ３．６�

２３ ヒカルソラフネ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４８４－１４１：１２．１� ４．４�
３５ バーバラスアゲン 牡３栗 ５６ 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４５４＋ ２１：１２．７３� ５．７�
５１０� ゴールドディガー 牡４栗 ５７

５４ ▲水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム ４６８－ ２１：１２．８� ８．０�
５９ タマモデザイア 牡３鹿 ５６ 川島 信二タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８４＋ ８１：１３．０１� １８．７�
８１５ フィンデルムンド 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４１：１３．１� ５．５	
４７ キクノフェーデ 牡５鹿 ５７ 中舘 英二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５３０＋１０１：１３．４１� ２４．２

３６ ヤマニンネレイス 牝３栗 ５４ 松山 弘平土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４６２－ ６１：１３．５� ３８．８�
４８ アルティザン 	３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ４８０＋ ８１：１３．７１� ３７．２�
２４ ワンダーエレメント 牝４鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 ４７４－１１１：１３．８� ２６．０
１２ ペニーウエイト 牝３栗 ５４ 丸田 恭介石瀬 浩三氏 小野 次郎 新冠 オリエント牧場 ４８８± ０１：１４．０１� ４０．５�
７１４ メイショウマサシゲ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 西橋 豊治 新冠 新冠橋本牧場 ４９２＋１２ 〃 アタマ １６７．４�
１１ � ワイルドジョイ 牡５鹿 ５７

５４ ▲長岡 禎仁竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム ４５６＋１０１：１４．１クビ １３９．２�
８１６� メイショウレーザー 牝４鹿 ５５ 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 浦河 林 孝輝 ４４６＋ ２１：１４．２� ２９６．０�
６１１� キャントセイワーズ 牝３黒鹿５４ 高倉 稜飯田 正剛氏 清水 英克 新ひだか 千代田牧場 B５３０＋１２１：１４．７３ ２２３．１�
６１２ カシノアポロン 牡３鹿 ５６

５３ ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 熊本 村山 光弘 ４８６＋ ６１：１４．８� ２９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１０５，５００円 複勝： １９，６４７，４００円 枠連： ８，２１０，０００円

馬連： ２５，４４３，８００円 馬単： １７，９２３，８００円 ワイド： １３，８０７，１００円

３連複： ４０，３１１，５００円 ３連単： ５９，２９２，６００円 計： １９７，７４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ２００円 枠 連（２－７） ７００円

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ４２０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 ��� １０，１５０円

票 数

単勝票数 計 １３１０５５ 的中 � ２９３０３（１番人気）
複勝票数 計 １９６４７４ 的中 � ３９６６７（１番人気）� ２８７９０（３番人気）� ２３１５９（４番人気）
枠連票数 計 ８２１００ 的中 （２－７） ８６７５（１番人気）
馬連票数 計 ２５４４３８ 的中 �� ２１００４（２番人気）
馬単票数 計 １７９２３８ 的中 �� ７６４１（２番人気）
ワイド票数 計 １３８０７１ 的中 �� ９８２３（１番人気）�� ８２２０（２番人気）�� ４５６６（８番人気）
３連複票数 計 ４０３１１５ 的中 ��� １５４７８（３番人気）
３連単票数 計 ５９２９２６ 的中 ��� ４３１２（１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．４―１２．１―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．６―４６．７―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３７．４
３ ・（３，１１）－４，１，１２（５，７）（１０，１３）８，１４（９，１５）（６，１６）＝２ ４ ３，１１－（１，４）（５，１２）（１０，７）１３－８，１４（９，１５）－（６，１６）＝２

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４黒鹿 母 ワンダーエスセーナ 母母 ワンダーヒロイン １６戦３勝 賞金 ３１，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ガールズストーリー号・ヒカルランナー号
（非抽選馬）１５頭 エアカーネリアン号・カネトシミント号・カンタベリーママ号・コロカムイ号・コーリンヴァレロ号・

スズカヘリオス号・スノウプリンス号・テイエムコウノトリ号・テイエムチャンス号・ディープランマ号・
トキノワイルド号・トルピドトウショウ号・フレイヤ号・マッキンリー号・レーガン号

第３回 中京競馬 第２日



３５０１５１２月２日 曇 良 （２４中京３）第２日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時５５分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．４
１：４７．８

良

重

４７ スノーレガーロ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太島川 利子氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：５４．２ ４．７�

５９ エーシンルクソール 牝３栗 ５４
５１ ▲中井 裕二�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４５４－ ２１：５４．５１� １６．３�

４８ アプレレクール 牝４青鹿５５ 丸田 恭介 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ４１：５４．８２ １５．９�
８１５ ニシノキュアノス 牝５青鹿５５ 丹内 祐次西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B５０４－ ２１：５５．０１� １８．３�
８１６ ラルシュドール 牝３鹿 ５４ 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２２± ０ 〃 クビ ３．１�
１１ シーズガレット 牝４栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４６０± ０１：５５．１� ３３．２	
５１０ メモリーシャルマン 牝３鹿 ５４ 国分 優作橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 ５００－１０ 〃 クビ ３．２

３５ ブルーメリディアン 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人 �ブルーマネジメント加藤 征弘 新ひだか 佐竹 学 ４４６－ ２１：５５．２� ３０．２�
１２ オチャノコサイサイ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 ４６０± ０１：５５．６２� １１５．２�
２４ ア ソ ル ー タ 牝４栗 ５５ 中舘 英二 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５２－ ４１：５６．０２� ２８．８
７１４ サントワマミー 牝５栗 ５５

５２ ▲原田 和真青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４６２－ ３１：５６．３１� ２１９．７�
６１２ スカルラット 牝３栃栗 ５４

５１ ▲平野 優�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム ４８０－１０ 〃 クビ １５．７�
３６ デステニーアロー 牝６黒鹿５５ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１４－ ２１：５６．６２ ４３０．３�
６１１ デルマアプサラス 牝４鹿 ５５ 黛 弘人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４６４± ０１：５６．７� ３１８．８�
７１３ センティラシオン 牝４芦 ５５

５３ △西村 太一中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７８－ ８ 〃 クビ ３６６．８�
２３ プリンセスエリー 牝５黒鹿５５ 北村 友一�ターフ・スポート吉村 圭司 浦河 谷川牧場 B５１６＋ ６ （競走中止） １９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７７８，０００円 複勝： ２５，７２０，４００円 枠連： １０，００９，４００円

馬連： ２８，３９５，９００円 馬単： １９，１０５，５００円 ワイド： １５，７７１，５００円

３連複： ４３，２０７，６００円 ３連単： ６５，０１０，０００円 計： ２２２，９９８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２００円 � ４２０円 � ３９０円 枠 連（４－５） ５００円

馬 連 �� ３，８９０円 馬 単 �� ６，６８０円

ワ イ ド �� １，４３０円 �� １，１４０円 �� ２，２９０円

３ 連 複 ��� １２，３００円 ３ 連 単 ��� ５９，９８０円

票 数

単勝票数 計 １５７７８０ 的中 � ２６５５８（３番人気）
複勝票数 計 ２５７２０４ 的中 � ４１９７１（３番人気）� １４７６０（５番人気）� １５８２６（４番人気）
枠連票数 計 １０００９４ 的中 （４－５） １４８８６（２番人気）
馬連票数 計 ２８３９５９ 的中 �� ５３９１（１６番人気）
馬単票数 計 １９１０５５ 的中 �� ２１１２（２５番人気）
ワイド票数 計 １５７７１５ 的中 �� ２７２６（１８番人気）�� ３４６９（１３番人気）�� １６６６（２８番人気）
３連複票数 計 ４３２０７６ 的中 ��� ２５９３（３７番人気）
３連単票数 計 ６５０１００ 的中 ��� ８００（１７６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１３．５―１３．５―１３．０―１３．０―１２．９―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３７．８―５１．３―１：０４．３―１：１７．３―１：３０．２―１：４２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スノーレガーロ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Capote デビュー ２０１１．１１．１９ 京都１１着

２００９．４．１生 牝３鹿 母 ドリータルボ 母母 Lochlin ６戦２勝 賞金 １６，０００，０００円
〔競走中止〕 プリンセスエリー号は，競走中に疾病〔右第１指関節開放性脱臼〕を発症したため２コーナーで競走中止。
〔制裁〕 メモリーシャルマン号の騎手国分優作は，２コーナーで内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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ゴールドエンジュ号

３５０１６１２月２日 曇 良 （２４中京３）第２日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時２５分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３６．１
１：３３．１

良

良

６１２ ラッキーストリーク 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 ４６４＋ ４１：３７．３ ６．６�

２４ ヤ マ ノ レ オ �２栗 ５５
５３ △西村 太一山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ ３３．１�

７１４ モユルオモイ 牡２栗 ５５
５２ ▲藤懸 貴志 �キャロットファーム 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ４７４＋１４ 〃 クビ ６９．７�

２３ ヒ シ パ ー ル 牝２青鹿 ５４
５１ ▲菱田 裕二阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４０４＋ ４１：３７．４� ６．３�

５１０ ウォーターチューン 牝２鹿 ５４ 松山 弘平山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４４２－ ４１：３７．６１ ３．４�
６１１ マ リ ン レ イ 牝２黒鹿５４ 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 浦河 金成吉田牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ ３９．８�
８１５ ザッツトライアンフ 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦桑畑 	信氏 橋口弘次郎 新冠 松浦牧場 ４０２－ ８１：３７．７クビ ３４．３

５９ フライトミューズ 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介蛭川 年明氏 坂口 正則 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４３２－１０ 〃 クビ ４２．７�
４７ カシノラッキー 牡２青鹿 ５５

５２ ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 日高 下河辺牧場 ４８０＋１０１：３７．８� ８９．０�
３５ ベストドロップ 牡２栗 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４４０＋ ６１：３７．９クビ １５．０
４８ アノヒミタユメ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４２８－１２ 〃 ハナ ２７．０�
７１３ ヤマニンアンビー 牡２栗 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４４２± ０ 〃 クビ １６４．７�
８１６ ミストフェリーズ 牡２栗 ５５ 丸山 元気 �キャロットファーム 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－ ４１：３８．０クビ ２．７�
１２ ケイツーリマーク 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦楠本 勝美氏 沖 芳夫 新冠 的場牧場 ４３２－ ６ 〃 クビ ９０．３�
３６ メ ネ フ ネ 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優藤沼 利夫氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム ４５２－ ８１：３８．３１� ７０．１�
１１ マイネルイロンデル 牡２黒鹿５５ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 オリエント牧場 ４８４＋ ４１：３８．８３ ６８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，９３２，４００円 複勝： １９，２４１，０００円 枠連： ８，４０１，２００円

馬連： ２４，３１５，６００円 馬単： １９，５０３，５００円 ワイド： １４，１９０，５００円

３連複： ３５，６４９，７００円 ３連単： ６０，４６１，５００円 計： １９４，６９５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２５０円 � ７００円 � １，１２０円 枠 連（２－６） １，９８０円

馬 連 �� １２，６８０円 馬 単 �� ２２，５３０円

ワ イ ド �� ２，８３０円 �� ４，８００円 �� １３，０００円

３ 連 複 ��� ２３４，９１０円 ３ 連 単 ��� ８５８，０９０円

票 数

単勝票数 計 １２９３２４ 的中 � １５６３９（４番人気）
複勝票数 計 １９２４１０ 的中 � ２４９９９（３番人気）� ６６８６（７番人気）� ３９９７（１１番人気）
枠連票数 計 ８４０１２ 的中 （２－６） ３１３３（８番人気）
馬連票数 計 ２４３１５６ 的中 �� １４１６（３６番人気）
馬単票数 計 １９５０３５ 的中 �� ６３９（５９番人気）
ワイド票数 計 １４１９０５ 的中 �� １２４８（２９番人気）�� ７２７（４２番人気）�� ２６６（７６番人気）
３連複票数 計 ３５６４９７ 的中 ��� １１２（３１４番人気）
３連単票数 計 ６０４６１５ 的中 ��� ５２（１３１８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．９―１２．４―１２．７―１２．０―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．６―４８．０―１：００．７―１：１２．７―１：２４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．６

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

勝馬の
紹 介

ラッキーストリーク �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２０１２．１１．１１ 東京７着

２０１０．３．２９生 牡２鹿 母 ニットウディオンヌ 母母 ニットウモナーク ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ヒシパール号の騎手菱田裕二は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（１５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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 クリノローツェ号・ドラグレスク号・マンハッタンケイ号
（非抽選馬） ２頭 ケイツーモリガン号・サマニトップレディ号



３５０１７１２月２日 曇 良 （２４中京３）第２日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１１時５５分 （芝・左）

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

中央レコード

なし
１：５９．９良

４７ オースミミズホ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ４３６－ ６２：０４．１ 基準タイム ５．５�

３５ オクターブユニゾン 牝２鹿 ５４ 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４７０－ ６２：０４．２� ３．１�
８１６ ジャングルパサー 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志有限会社シルク山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ５０６－１４２：０４．４１� ４．４�
８１５ ミラクルセレーネ 牝２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 坂本牧場 ４４６－１０２：０４．６１� ９．８�
７１３ ウインデスティニー 牡２栗 ５５

５２ ▲中井 裕二�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４２８± ０２：０４．７� ２４．２�
６１１ フ ロ レ ン ト 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ

ファーム ４５６＋ ２ 〃 クビ １８．２	
５１０ セルリアンアクウー 牡２青鹿５５ 上村 洋行�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 ４７４－ ６２：０４．８� １８２．０

１１ マイネルカミカゼ 牡２黒鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 畔高牧場 ４４６＋ ４２：０５．０１� １３．６�
７１４ ニシノアイボウ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ ２８．３�
５９ クロカミノオトメ 牝２青 ５４ 国分 優作 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ２２：０５．１クビ ４３．２
１２ ストリボーグ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム ４５０＋ ８２：０５．５２� １８．３�
６１２ ダノングラッド 牡２鹿 ５５ 松山 弘平�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４３４＋ ４ 〃 クビ １５．４�
２３ フリーマインド 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 碧雲牧場 ４１６－ ４２：０５．６� １７．２�
３６ ファインドラゴン 牡２鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４３４－ ６２：０６．３４ ２４０．５�
４８ ブラックユニバンス 牡２黒鹿５５ 荻野 琢真亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２２：０６．８３ ２７９．８�
２４ ヤマニンデュック 牡２鹿 ５５ 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ８２：０８．５大差 １５４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，１２９，８００円 複勝： ２２，０１９，７００円 枠連： １１，２０９，４００円

馬連： ２７，１１５，９００円 馬単： １９，６３９，０００円 ワイド： １５，８５０，０００円

３連複： ４１，３２７，０００円 ３連単： ６３，３１５，２００円 計： ２１４，６０６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（３－４） ８００円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ６２０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ７，３５０円

票 数

単勝票数 計 １４１２９８ 的中 � ２０４４１（３番人気）
複勝票数 計 ２２０１９７ 的中 � ２９５７６（３番人気）� ４８６４１（１番人気）� ３４４８５（２番人気）
枠連票数 計 １１２０９４ 的中 （３－４） １０３７９（２番人気）
馬連票数 計 ２７１１５９ 的中 �� ２７７５３（１番人気）
馬単票数 計 １９６３９０ 的中 �� ８６８３（３番人気）
ワイド票数 計 １５８５００ 的中 �� １０４４３（１番人気）�� ５９６７（５番人気）�� １０３６６（２番人気）
３連複票数 計 ４１３２７０ 的中 ��� ２３４１９（１番人気）
３連単票数 計 ６３３１５２ 的中 ��� ６３６１（４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１３．５―１３．５―１３．０―１１．８―１１．９―１１．９―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．５―３８．０―５１．５―１：０４．５―１：１６．３―１：２８．２―１：４０．１―１：５１．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミミズホ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２０１２．１０．２０ 京都６着

２０１０．３．１４生 牝２鹿 母 オースミハルカ 母母 ホッコーオウカ ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円

３５０１８１２月２日 曇 良 （２４中京３）第２日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．５
１：２１．５

良

不良

５１０ スズカジョンブル 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４５０－ ２１：２４．８ ２．６�

４７ サンクフルネス 牡３青 ５６ 国分 優作小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 ４５２＋ ４１：２４．９� １４．０�
２４ ゴールデンオブジェ 牡４栗 ５７

５４ ▲中井 裕二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４７２± ０１：２５．０� ２７．９�
７１４ ミヤビリファイン 牡３青鹿５６ 松田 大作村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 ４９２± ０ 〃 クビ ９．５�
６１２ マサノボラーレビア 牡３鹿 ５６ 丸山 元気中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 ５１６－ ４ 〃 ハナ ４．４�
４８ アイアンラチェット 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ４１：２５．１クビ ２０．２�
６１１ リズミックビート 牡５栗 ５７ 鮫島 良太名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５１８＋ ２１：２５．２� ９．４	
８１６ アローベアタキオン 牡６栗 ５７ 上村 洋行宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ５１０± ０ 〃 クビ １３８．９

１１ エーティーショパン 牡６栗 ５７ 高田 潤荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４７６＋ ４１：２５．３� ９０．２�
１２ スマートマーズ 牡３栗 ５６ 松山 弘平大川 徹氏 大久保龍志 浦河 大島牧場 ４６０－ ４１：２５．４� ５６．７�
２３ ドリームボンバー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 B４７６－ ４１：２５．５� ６４．６
３５ � クラッシュアゲン 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４８８－ ８１：２５．７１� ７．１�
７１３� バトルアステア 牡５黒鹿５７ 西田雄一郎宮川 秋信氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム ５３０＋ ４１：２６．４４ １７７．７�
３６ � ピースオブキング 牡５黒鹿５７ 的場 勇人前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 出口牧場 B４８２－１０１：２６．７２ ２０８．０�
８１５ メイショウマレンゴ �６青鹿 ５７

５４ ▲横山 和生松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４９０＋ ６１：２６．８クビ ５３．５�
５９ カレンシュガーレイ 牡３鹿 ５６ 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 B４５６－ ４１：２７．４３� １９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１５０，７００円 複勝： ２７，２１０，２００円 枠連： １０，３６８，７００円

馬連： ３０，０５２，７００円 馬単： ２１，５９５，２００円 ワイド： １７，５３０，８００円

３連複： ４９，３５４，９００円 ３連単： ８１，８４１，７００円 計： ２５３，１０４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � ５８０円 枠 連（４－５） ９２０円

馬 連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ９３０円 �� ３，２２０円

３ 連 複 ��� ８，６２０円 ３ 連 単 ��� ２７，６５０円

票 数

単勝票数 計 １５１５０７ 的中 � ４７１４０（１番人気）
複勝票数 計 ２７２１０２ 的中 � ７３４１５（１番人気）� ２２４８１（５番人気）� ９１８４（８番人気）
枠連票数 計 １０３６８７ 的中 （４－５） ８３６０（３番人気）
馬連票数 計 ３００５２７ 的中 �� ２１２００（４番人気）
馬単票数 計 ２１５９５２ 的中 �� ９０５６（５番人気）
ワイド票数 計 １７５３０８ 的中 �� ９３５６（４番人気）�� ４６３０（９番人気）�� １２５３（３３番人気）
３連複票数 計 ４９３５４９ 的中 ��� ４２２９（２３番人気）
３連単票数 計 ８１８４１７ 的中 ��� ２１８５（７１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．７―１２．３―１２．４―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３５．０―４７．３―５９．７―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカジョンブル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１１．１２ 京都４着

２００９．３．７生 牡３鹿 母 サワヤカスズカ 母母 ダンシングスズカ １４戦２勝 賞金 ２７，４５０，０００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） ３頭 キーメール号・シゲルハンベイ号・マルカリョウマ号



３５０１９１２月２日 曇 良 （２４中京３）第２日 第７競走 ��
��１，９００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：５８．２
１：５３．７

重

不良

１１ スリータイタン 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 ４６６－ ８１：５９．８ ３．１�

２３ � シンクヴェトリル 牡３鹿 ５６ 松山 弘平�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd
Browning ５５０－１４２：００．４３� ４７．８�

２２ トウショウギフト 牡３鹿 ５６ 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５２０－ ２ 〃 クビ １０．５�
５８ ファンタズミック 牡４鹿 ５７ 丸山 元気大塚亮一� 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５１４＋２６２：００．６１	 ２９．７�
３４ ステップアヘッド 牡３鹿 ５６

５４ △西村 太一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ５１８－ ８ 〃 クビ ３１．３�
７１２� アポロスカイナイト 牡４鹿 ５７ 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

B４６２± ０２：０１．１３ ３６．８�
５９ メイショウサリマン 牡４栗 ５７ 川須 栄彦松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４８０＋１０２：０１．３１	 ７．５	
８１５ ワンダーバライル 牡５芦 ５７

５４ ▲水口 優也山本 信行氏 小原伊佐美 浦河 小柳牧場 ４９６－ ４ 〃 クビ ９５．９

８１４ パリーナチャン 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４５０± ０２：０１．４クビ ２０５．０�
７１３� マスターエクレール 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm ４９８＋ ６２：０１．６１	 ３２．７
６１０ エーシンハッブル 牡３青 ５６ 北村 友一�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４９２± ０ 〃 アタマ １０．６�
３５ 
 レインボーデイズ 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗�ターフ・スポート新開 幸一 日高 ナカノファーム ４２６± ０２：０２．０２� １３３．９�
４７ グレートヴァリュー 牡４黒鹿５７ 松田 大作小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 B４５６＋ ２２：０２．１� １３．４�
６１１ タツグレート 牡３栗 ５６ 丸田 恭介鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５４＋ ４ 〃 クビ ２．８�
４６ ク ナ ン ガ ン 牝５黒鹿５５ 鈴来 直人坂田 行夫氏 高市 圭二 日高 いとう牧場 ４９６＋ ８２：０２．４１� １５３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，８９３，５００円 複勝： ２０，５７９，５００円 枠連： ９，９７９，５００円

馬連： ２７，２３６，２００円 馬単： ２０，２９５，９００円 ワイド： １５，２０８，８００円

３連複： ３９，２８１，６００円 ３連単： ６６，０３５，１００円 計： ２１４，５１０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ６６０円 � ３３０円 枠 連（１－２） １，２１０円

馬 連 �� ６，３９０円 馬 単 �� １０，５３０円

ワ イ ド �� ２，３１０円 �� ８３０円 �� ４，８６０円

３ 連 複 ��� １３，６５０円 ３ 連 単 ��� ７１，６７０円

票 数

単勝票数 計 １５８９３５ 的中 � ４１６３３（２番人気）
複勝票数 計 ２０５７９５ 的中 � ４４２８２（１番人気）� ６４６０（９番人気）� １５１２１（６番人気）
枠連票数 計 ９９７９５ 的中 （１－２） ６０８７（５番人気）
馬連票数 計 ２７２３６２ 的中 �� ３１５０（２２番人気）
馬単票数 計 ２０２９５９ 的中 �� １４２３（３６番人気）
ワイド票数 計 １５２０８８ 的中 �� １６００（２８番人気）�� ４７５７（６番人気）�� ７４６（４８番人気）
３連複票数 計 ３９２８１６ 的中 ��� ２１２４（４１番人気）
３連単票数 計 ６６０３５１ 的中 ��� ６８０（２０６番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．０―１１．０―１３．８―１３．７―１２．８―１３．０―１２．９―１２．１―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．３―１８．３―２９．３―４３．１―５６．８―１：０９．６―１：２２．６―１：３５．５―１：４７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．２
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スリータイタン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．６．２３ 阪神１１着

２００９．２．１５生 牡３黒鹿 母 タイムトゥラン 母母 アイオーユー ７戦２勝 賞金 １６，０００，０００円
※出走取消馬 サンライズドバイ号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コイスキャーレ号・シンデンアラタ号
（非抽選馬） ５頭 ガルビスティー号・シルバーレイショウ号・スプリングオー号・ビービーアックス号・ヤマニンクラバット号

３５０２０１２月２日 曇 良 （２４中京３）第２日 第８競走 １，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４５分 （芝・左）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

８１６� タ ー フ ェ ル 牡４栗 ５７ 荻野 琢真伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン
牧場 B５０８－ ４１：２１．７ ２．８�

７１５ シェルエメール 牝４黒鹿５５ 黛 弘人前田 葉子氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２－ ２ 〃 ハナ ２０．３�
４７ リアリーラヴユー 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６１：２１．９１� ５．５�
２３ アルトゥバン 牡４栗 ５７

５４ ▲菅原 隆一�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４９２＋ ６ 〃 アタマ ８．０�
６１１ トシザグレイト 牡３鹿 ５６

５３ ▲原田 和真上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４６２＋１２ 〃 クビ １３．６�
７１３ フレイムオブピース 牡３黒鹿５６ 田中 健 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：２２．２１� １６．３�
７１４ キ ー パ ッ プ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志辰己 岩夫氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０－１２１：２２．４１� ７９．３	

４８ マリントウショウ 牝３青鹿 ５４
５１ ▲菱田 裕二トウショウ産業
 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６８＋ ６１：２２．５� １７．７�

２４ サーストンサブリナ 牝４鹿 ５５
５２ ▲横山 和生齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４６２＋ ２ 〃 アタマ ３１．３�

１１ バ コ パ 牡３栗 ５６
５３ ▲中井 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８２＋ ２１：２２．６クビ １５．９

１２ ピアノボレロ 牝５鹿 ５５
５２ ▲長岡 禎仁谷掛 龍夫氏 嶋田 潤 新ひだか 片山牧場 ４２８＋ ２ 〃 クビ １６５．２�

５１０ ジョウショーキング 牡３青鹿５６ 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４７６＋ ４１：２２．７� １６．１�
３６ サクラライジング 牡４鹿 ５７

５５ △西村 太一
さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４６４＋ ４１：２２．８� ２２．５�
８１７ タガノルミナーレ 牝３黒鹿５４ 大下 智八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７８± ０１：２３．０１� １８．８�
５９ マ シ ラ 牝５鹿 ５５

５２ ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４－ ４１：２３．３１� ７２．９�

６１２� ワンダーストーリリ 牝５黒鹿５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４１４± ０１：２３．７２� ２２６．９�
８１８ ケイティーズジェム 牝４鹿 ５５

５２ ▲平野 優 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ４１：２４．４４ １８．６�
３５ � アップルアヤ 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂上野 直樹氏 小野 次郎 新冠 山岡ファーム B４０４＋ ２１：２４．８２� ２０８．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，４１０，７００円 複勝： ２６，２７９，６００円 枠連： １２，８６３，１００円

馬連： ３２，３５２，２００円 馬単： ２３，０５４，８００円 ワイド： １９，０２１，１００円

３連複： ５１，５９４，３００円 ３連単： ８２，８７２，４００円 計： ２６４，４４８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ４４０円 � ２３０円 枠 連（７－８） ７９０円

馬 連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ３，８２０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ４７０円 �� ２，３５０円

３ 連 複 ��� ６，２６０円 ３ 連 単 ��� ３４，０６０円

票 数

単勝票数 計 １６４１０７ 的中 � ４７４５１（１番人気）
複勝票数 計 ２６２７９６ 的中 � ６５１７０（１番人気）� １２０３８（１０番人気）� ２８６２４（２番人気）
枠連票数 計 １２８６３１ 的中 （７－８） １２１０７（４番人気）
馬連票数 計 ３２３５２２ 的中 �� １０４８０（７番人気）
馬単票数 計 ２３０５４８ 的中 �� ４４６４（１０番人気）
ワイド票数 計 １９０２１１ 的中 �� ５８４６（６番人気）�� １０８４０（２番人気）�� １８５８（２６番人気）
３連複票数 計 ５１５９４３ 的中 ��� ６０８８（１３番人気）
３連単票数 計 ８２８７２４ 的中 ��� １７９６（６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３４．７―４６．５―５８．４―１：０９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．２
３ ５，１４（１，６，９）（３，８）１２（２，７）１８（４，１５，１０）１７（１６，１１）１３ ４ ５，１４，１（６，９）（３，８）７（２，１２）１５（１０，１８）４（１６，１１，１７）１３

勝馬の
紹 介

�タ ー フ ェ ル �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００８．４．２生 牡４栗 母 イ ゾ ル デ 母母 パッサカリア ２２戦１勝 賞金 ２４，８６３，０００円
初出走 JRA

〔その他〕 ケイティーズジェム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ケイティーズジェム号は，平成２５年１月２日まで出走できない。
※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） ３頭 ゴーゲッター号・サニーエリザベス号・バージンロード号



３５０２１１２月２日 小雨 良 （２４中京３）第２日 第９競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．４
１：４７．８

良

重

５９ メイショウコロンボ 牡３青 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 ４８４＋ ４１：５３．０ ６．２�

７１４ アサクサポイント �４青鹿５７ 川須 栄彦田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４ 〃 クビ ８．９�
２４ デュアルサクセス 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４４０－ ６１：５３．８５ １６．９�
３６ ルスナイスナイパー 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５０－ ４１：５３．９クビ ２５．５�
１２ ミッキーミステリー 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二野田みづき氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４８６＋ ２１：５４．０� １３．２�
５１０ デオヴォレンテ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９２＋ ２ 〃 クビ ３．１�

１１ ペガサスキングビー 牡５栃栗５７ 高倉 稜松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４８６＋ ２１：５４．２１ ７６．７	
２３ クオリティタイム �６鹿 ５７ 鮫島 良太名古屋友豊
 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４３６± ０１：５４．５１� ４０．５�
４７ ディアアプローズ 牝４鹿 ５５ 川島 信二
ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２＋１０ 〃 クビ ５．０�
８１６ マイネルガネーシャ 牡４栗 ５７ 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 ５１０± ０１：５４．８１� ３１．５
３５ アポロストーム 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５０８＋ ２１：５５．４３� ６７．６�
８１５� プロジェクトブルー 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎 
ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 ５１０± ０１：５５．６１	 ２８８．６�
７１３ シ ュ ラ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか へいはた牧場 ４７６± ０１：５５．７� ５．５�
６１２� トップバゴチャン 牝５青鹿５５ 松田 大作�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４９４－ ４１：５５．９１� １５９．０�
６１１ ドリームリーグ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一セゾンレースホース
 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 ５１０＋ ６１：５６．１１� ８９．５�
４８ � ジンライムシュガー 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生飯田総一郎氏 本間 忍 日高 千葉飯田牧場 ４３６－ ６１：５６．４１� ２１９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，６７０，４００円 複勝： ２６，５８５，５００円 枠連： １３，１８１，０００円

馬連： ３３，４２４，５００円 馬単： ２４，０６０，７００円 ワイド： １６，７１４，４００円

３連複： ５０，６７７，１００円 ３連単： ８９，９８９，１００円 計： ２７０，３０２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２６０円 � ３６０円 � ４６０円 枠 連（５－７） ４３０円

馬 連 �� ３，２９０円 馬 単 �� ６，０００円

ワ イ ド �� １，３８０円 �� １，６１０円 �� ２，１００円

３ 連 複 ��� １６，７５０円 ３ 連 単 ��� ８５，７００円

票 数

単勝票数 計 １５６７０４ 的中 � ２０２３９（４番人気）
複勝票数 計 ２６５８５５ 的中 � ２９３９３（４番人気）� １９４４４（５番人気）� １４２５５（７番人気）
枠連票数 計 １３１８１０ 的中 （５－７） ２２６８６（１番人気）
馬連票数 計 ３３４２４５ 的中 �� ７５０７（１３番人気）
馬単票数 計 ２４０６０７ 的中 �� ２９６０（２４番人気）
ワイド票数 計 １６７１４４ 的中 �� ３０２６（１６番人気）�� ２５７０（１９番人気）�� １９４６（２４番人気）
３連複票数 計 ５０６７７１ 的中 ��� ２２３３（５２番人気）
３連単票数 計 ８９９８９１ 的中 ��� ７７５（２７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３７．１―５０．７―１：０４．１―１：１６．３―１：２８．５―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウコロンボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２０１２．１．１４ 小倉２着

２００９．３．１９生 牡３青 母 メイショウハーブ 母母 ル ハ ビ ー ６戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
〔制裁〕 ペガサスキングビー号の騎手高倉稜は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（７番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フジチャン号
（非抽選馬） １頭 サンマルヴィエント号

３５０２２１２月２日 曇 良 （２４中京３）第２日 第１０競走 ��１，４００�
は ま な こ

浜 名 湖 特 別
発走１４時５０分 （芝・左）

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 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

４７ サニーヘイロー 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４６４± ０１：２０．８ ２１．３�

８１７ ヤマニンプチガトー 牝３栗 ５４ 鮫島 良太土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４７２＋ ６１：２１．１１� ２４．０�
５１０ フラワーロック 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ２４．０�
３５ ゴールデンムーン 牝３栗 ５４ 川須 栄彦�G１レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 ４６６＋ ６１：２１．３１� ２．５�
６１１ オークヴィル 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ５１２＋１２１：２１．４� ３４．６�
８１８ グレナディーン 牝５黒鹿５５ 中舘 英二 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９０＋１６１：２１．５� ２５．２	
３６ ガッダムアスカ 牝３芦 ５４ 丸山 元気神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４５６－ ２１：２１．６� ５．２

８１６ ニシノテキーラ 牝４鹿 ５５ 杉原 誠人西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ２５．６�
１２ オメガセニョリーナ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６２－１０１：２１．７� ７．３�
７１５ メイショウバレーヌ 牝８栗 ５５ 川島 信二松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４８２＋ ２ 〃 アタマ １２４．７
７１４	 デ ン フ ァ レ 牝５栗 ５５ 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 ４９０＋ ２ 〃 アタマ １５．１�
２３ フ ィ リ ラ 牝３栗 ５４ 高倉 稜 H.H．シェイク・ハムダン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４＋ ６ 〃 クビ ２３．２�
５９ ニコールバローズ 牝３黒鹿５４ 北村 友一猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 ４４４＋ ６１：２１．９１� １０．９�
１１ 	 シチリアーナ 牝７黒鹿５５ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６２－ ２１：２２．０クビ １７３．２�
７１３ メロークーミス 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム ４６０± ０１：２２．１� １３０．６�
６１２ スイートジュエリー 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B５０２＋１２１：２２．３１ ２４．９�
２４ ス イ リ ン カ 牝６鹿 ５５ 上村 洋行�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４２０－ ４ 〃 クビ １７１．６�
４８ ブルーピアス 牝３栗 ５４ 中井 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 ４４０± ０１：２２．４� ４７．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，７９１，１００円 複勝： ３４，５８１，７００円 枠連： １７，４３７，８００円

馬連： ５５，８９６，６００円 馬単： ３３，４８５，８００円 ワイド： ２５，６８５，４００円

３連複： ７７，６９７，４００円 ３連単： １３５，５２７，７００円 計： ４０４，１０３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１３０円 複 勝 � ５４０円 � ７２０円 � ７２０円 枠 連（４－８） ４，２６０円

馬 連 �� １３，８００円 馬 単 �� ３１，４５０円

ワ イ ド �� ３，８６０円 �� ６，８７０円 �� ７，５９０円

３ 連 複 ��� １０２，０３０円 ３ 連 単 ��� ５６５，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２３７９１１ 的中 � ８８４０（６番人気）
複勝票数 計 ３４５８１７ 的中 � １７３７６（６番人気）� １２５９１（９番人気）� １２５０３（１０番人気）
枠連票数 計 １７４３７８ 的中 （４－８） ３０２２（１８番人気）
馬連票数 計 ５５８９６６ 的中 �� ２９９１（４６番人気）
馬単票数 計 ３３４８５８ 的中 �� ７８６（１０３番人気）
ワイド票数 計 ２５６８５４ 的中 �� １６４９（４５番人気）�� ９１８（７２番人気）�� ８３０（７７番人気）
３連複票数 計 ７７６９７４ 的中 ��� ５６２（２７４番人気）
３連単票数 計１３５５２７７ 的中 ��� １７７（１４７７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．５―１１．７―１１．４―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．７―３４．２―４５．９―５７．３―１：０８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニーヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．７．１８ 新潟３着

２００８．３．１０生 牝４栗 母 サニークラッシック 母母 サニースイフト ２４戦３勝 賞金 ３７，８６０，０００円
※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。
（非当選馬） ４頭 サンマルクイーン号・ナムラアピア号・フェイズシフト号・ラインアンジュ号



３５０２３１２月２日 曇 良 （２４中京３）第２日 第１１競走 ��
��１，２００�

はままつ

浜松ステークス
発走１５時３０分 （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５６�４歳以
上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １５，６００，０００円 ６，２００，０００円 ３，９００，０００円 ２，３００，０００円 １，５６０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０６．５

重

良

１２ ニシノビークイック 牡３栗 ５６ 丹内 祐次西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 ４７８＋１２１：０９．６ ７．５�

８１６ ボストンエンペラー 牡４黒鹿５７ 高倉 稜ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ４．５�
８１５� オーシャンカレント 牡６鹿 ５７ 川須 栄彦吉田 和美氏 今野 貞一 早来 ノーザンファーム ４９８－ ６１：０９．７クビ １０．３�
３６ ダイメイザクラ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 ４４４－ ２ 〃 ハナ １５．２�
４７ トーホウシンバル 牝５青鹿５５ 柴山 雄一東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４４４＋ ２１：０９．９１� ６４．７�
５１０ アグネスウイッシュ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ５０６－ ６ 〃 アタマ ４．０�
２４ ダノンフェアリー 牡４鹿 ５７ 上村 洋行�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム ５１０＋１０ 〃 アタマ ９．５	
７１４ エイシンキンチェム 牝３鹿 ５４ 北村 友一平井 豊光氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 ４８８－ ６１：１０．１１	 ４２．８

６１２ イセノスバル 牡６青 ５７ 芹沢 純一大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２２－ ４１：１０．２クビ １２１．４�
２３ ストロングポイント 牡６芦 ５７ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６６－ ４１：１０．３
 １１６．９�
８１７ マッキーコバルト 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４５８＋ ８ 〃 クビ ９０．０
１１ メモリアルイヤー 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４９０± ０ 〃 ハナ １２．１�
４８ � リトルゲルダ 牝３芦 ５４ 松山 弘平栗山 良子氏 鮫島 一歩 米 Dapple

Bloodstock ４９８＋ ６１：１０．４� ９．６�
３５ アヤナルベルス 牝５鹿 ５５ 小林 徹弥鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ５０２－ ２ 〃 ハナ ９９．４�
６１１� オールブランニュー 牝６黒鹿５５ 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４７０± ０ 〃 アタマ １２．５�
５９ バルスピュール 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４６４＋ ２１：１０．６１	 ２６．６�
７１３ レイクエルフ 牡７黒鹿５７ 丸山 元気�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４４６－１０１：１１．０２� １７４．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３３，８４３，４００円 複勝： ４９，１４４，８００円 枠連： ３４，８８６，４００円

馬連： １４２，５００，６００円 馬単： ７５，２８６，７００円 ワイド： ４７，３７１，５００円

３連複： １９９，５３０，１００円 ３連単： ３３９，５５２，８００円 計： ９２２，１１６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２６０円 � １９０円 � ２４０円 枠 連（１－８） ６６０円

馬 連 �� １，７１０円 馬 単 �� ３，２６０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� １，４２０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ５，２００円 ３ 連 単 ��� ２４，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３３８４３４ 的中 � ３５８４２（３番人気）
複勝票数 計 ４９１４４８ 的中 � ４８１４６（４番人気）� ７５０９９（２番人気）� ５２９３０（３番人気）
枠連票数 計 ３４８８６４ 的中 （１－８） ３９１４９（１番人気）
馬連票数 計１４２５００６ 的中 �� ６１７２２（２番人気）
馬単票数 計 ７５２８６７ 的中 �� １７０７１（４番人気）
ワイド票数 計 ４７３７１５ 的中 �� １５１８１（６番人気）�� ７９４９（２１番人気）�� １７７５７（２番人気）
３連複票数 計１９９５３０１ 的中 ��� ２８３３１（１２番人気）
３連単票数 計３３９５５２８ 的中 ��� １０２５９（３９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．０―１１．８―１０．７―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．７―４７．５―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３３．９
３ １，５，６（４，１５）（７，１６）（２，１２，１７）３（８，１４）（１３，９，１０，１１） ４ １，５，６（４，１５）７（２，１６）（３，１２，１７）（１３，８，１４，１０）９，１１

勝馬の
紹 介

ニシノビークイック �
�
父 デュランダル �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１１．７．１６ 新潟２着

２００９．４．２生 牡３栗 母 ニシノビギン 母母 ニシノファイナル １６戦４勝 賞金 ７４，７１２，０００円
〔その他〕 ダノンフェアリー号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ダノンフェアリー号は，平成２５年２月２日まで出走できない。

３５０２４１２月２日 曇 良 （２４中京３）第２日 第１２競走 ��２，０００�
み か た が は ら

三 方 ヶ 原 特 別
発走１６時１０分 （芝・左）

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

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ５６０，０００円 １６０，０００円 ８０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．４
１：５６．１

良

良

２３ クリビツテンギョ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４７６－ ４２：０１．５ ５．９�

５１０ サンライズトゥルー 牡３鹿 ５６ 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 ４５８－ ８２：０１．６� ４．２�
３５ シャドウバンガード 牡３黒鹿５６ 中舘 英二飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ４４６－ ２ 〃 アタマ ３．７�
６１２ クールエレガンス 牡５青鹿５７ 吉田 隼人臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５１０＋１８ 〃 クビ ４．９�
７１３ マツリダジャパン �５青 ５７ 宮崎 北斗�橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４６６＋ ２２：０１．８１� １４．９�
４７ ガ ン セ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 ４９２－ ６２：０２．２２� １２．１�
８１６ コスモオアシス 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４１８± ０２：０２．３クビ ２７．４	
１２ マルタカシクレノン 牡４青鹿５７ 西田雄一郎國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ５０２＋１０ 〃 クビ ３６．８

８１７ フェアブレシア 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ５３６＋１６ 〃 ハナ １６．５�
３６ ラミアプリマベーラ 牝３栗 ５４ 藤懸 貴志岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４２６－ ４２：０２．４クビ １０３．０�
７１５ モ ー レ ツ 牡５栗 ５７ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B５１８＋ ４ 〃 クビ ５７．７
１１ トキノサコン 牡４栗 ５７ 川島 信二田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４８８－ ４２：０２．５クビ ３５．１�
５９ カシマパフューム 牝６栗 ５５ 丸山 元気松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４３４± ０ 〃 クビ ２０５．８�
７１４� イクシカナイダロウ 牡３青鹿５６ 杉原 誠人小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 乾 皆雄 ４９４＋ ２２：０２．６クビ ７６．９�
２４ アメイジングアスク 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 下河辺牧場 ４３０－ ２２：０３．０２� ８４．８�
６１１ セブンライターズ 牡５黒鹿５７ 丸田 恭介熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４７０＋１４２：０３．４２� １８２．１�
８１８� トウショウレイザー 牡４鹿 ５７ 黛 弘人トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６６＋ ４２：０３．５� １６６．０�
４８ カネトシファイター 牡４栗 ５７ 的場 勇人兼松 利男氏 高橋 義博 日高 新井 弘幸 ４７６＋ ４２：０４．９９ ２２３．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，５１６，８００円 複勝： ４４，３６７，２００円 枠連： ２４，９３０，３００円

馬連： ９６，６２６，３００円 馬単： ５１，４０６，０００円 ワイド： ３７，９２１，８００円

３連複： １２２，２９７，６００円 ３連単： ２１８，７９８，３００円 計： ６２７，８６４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（２－５） １，２５０円

馬 連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，５５０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ３９０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 ��� ８，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３１５１６８ 的中 � ４２３８８（４番人気）
複勝票数 計 ４４３６７２ 的中 � ５９６７８（３番人気）� ７３３７４（２番人気）� １００４９５（１番人気）
枠連票数 計 ２４９３０３ 的中 （２－５） １４８３１（５番人気）
馬連票数 計 ９６６２６３ 的中 �� ５６９０７（３番人気）
馬単票数 計 ５１４０６０ 的中 �� １４９１２（９番人気）
ワイド票数 計 ３７９２１８ 的中 �� ２８４４９（２番人気）�� ２２４８２（４番人気）�� ４０９４９（１番人気）
３連複票数 計１２２２９７６ 的中 ��� ７８５９９（１番人気）
３連単票数 計２１８７９８３ 的中 ��� １９３４７（１２番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．１―１２．１―１２．２―１２．７―１２．６―１２．４―１１．８―１１．９―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．１―３６．２―４８．４―１：０１．１―１：１３．７―１：２６．１―１：３７．９―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

クリビツテンギョ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１２．１．２１ 京都１５着

２００９．３．１１生 牡３栗 母 テンシノダンス 母母 ユーワレイホー １１戦２勝 賞金 ２０，０４０，０００円
※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。
（非当選馬） １頭 エメラルブライト号
（非抽選馬） ３頭 ビコークラウン号・ホッコーアタック号・ラブイズブーシェ号

４レース目



（２４中京３）第２日 １２月２日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９８頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１７５，３６０，０００円
３，９５０，０００円
１，９５０，０００円
１６，１６０，０００円
６７，１４３，５００円
５，１４８，０００円
１，９００，８００円

勝馬投票券売得金
２１８，１８５，６００円
３３８，０８５，７００円
１６７，５６３，８００円
５４３，３５９，３００円
３４２，７０２，３００円
２５０，２００，１００円
７８３，７４６，４００円
１，３１７，８６５，６００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ３，９６１，７０８，８００円

総入場人員 １７，１２５名 （有料入場人員 １５，４９７名）


