
３６０９３１２月１８日 曇 良 （２３小倉５）第８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 ７，０００，０００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

５１０� サクラエンブレム 牡４青 ５７ 福永 祐一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ５０４－ ６１：４６．１ ２０．４�

５９ ドリームマジシャン 牡４青鹿 ５７
５６ ☆松山 弘平セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９２＋１０１：４６．２� ２．４�

２３ シベリアンファクト 牡４栗 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８２＋ ４１：４６．６２� １２．４�
３５ レオネプチューン 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム B４７２＋ ４１：４６．７� ４．６�
８１６ エーシンテンモク 牡４鹿 ５７ 中舘 英二�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ５０２＋２０１：４６．８� １６．４�
６１１ エリモミヤビ 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４７６＋ ２ 〃 クビ １５０．８�
４７ ナンヨースラッガー 牡４芦 ５７ 上村 洋行中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０８－ ２１：４６．９クビ ３０．６	
２４ スターサイクル 牡５鹿 ５７ 酒井 学星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４８２＋ ２１：４７．０� ５４．８

１２ エムオークラウン 牡４栗 ５７ 吉田 隼人大浅 貢氏 高柳 瑞樹 日高 門別牧場 B４５４＋１４１：４７．１クビ ８５．５�
１１ スリーアルテミス 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４６０＋ ４１：４７．２� ４．４�
７１４ ライトレール 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４６０－ ２１：４７．４１� １３．７
７１３ ブリージーデイズ 牡４栗 ５７ 丸田 恭介 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９６－ ４ 〃 ハナ ２８．８�
４８ アートオブダンサー 牝５鹿 ５５ 和田 竜二岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５０± ０１：４７．６１� １０５．５�
６１２ メイショウコウセイ 牡５鹿 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８８－ ８１：４９．２１０ １０６．６�
３６ シンワコクオウ 牡３青鹿５６ 伊藤 工真若尾 昭一氏 田村 康仁 むかわ 安田 幸子 ４５２＋ ２１：５０．２６ ９４．２�
８１５ セイルアゲン 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 ４４８＋ ２１：５１．８１０ １８７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６９５，７００円 複勝： ２６，１１０，５００円 枠連： １４，２４８，５００円

馬連： ３９，１９３，９００円 馬単： ２８，３８５，５００円 ワイド： １８，９０１，１００円

３連複： ５７，６６４，５００円 ３連単： １０２，５２１，９００円 計： ３０３，７２１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０４０円 複 勝 � ５００円 � １５０円 � ２６０円 枠 連（５－５） ２，９６０円

馬 連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ７，４１０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� ３，１２０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ６，０１０円 ３ 連 単 ��� ５０，０８０円

票 数

単勝票数 計 １６６９５７ 的中 � ６４７２（７番人気）
複勝票数 計 ２６１１０５ 的中 � １０５３４（７番人気）� ６３７１１（１番人気）� ２４３９０（４番人気）
枠連票数 計 １４２４８５ 的中 （５－５） ３５５９（１３番人気）
馬連票数 計 ３９１９３９ 的中 �� １１９９１（９番人気）
馬単票数 計 ２８３８５５ 的中 �� ２８３０（２５番人気）
ワイド票数 計 １８９０１１ 的中 �� ４７７８（９番人気）�� １３７８（３１番人気）�� １２２４５（４番人気）
３連複票数 計 ５７６６４５ 的中 ��� ７０８４（１７番人気）
３連単票数 計１０２５２１９ 的中 ��� １５１１（１４０番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．８―１３．３―１２．９―１２．３―１２．７―１２．５―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．８―４３．１―５６．０―１：０８．３―１：２１．０―１：３３．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サクラエンブレム �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ブライアンズタイム

２００７．５．４生 牡４青 母 サクラプレステージ 母母 サクラクレアー １６戦１勝 賞金 １６，１１０，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイルアゲン号は，平成２４年１月１８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ナンヨーオウトー号

３６０９４１２月１８日 曇 良 （２３小倉５）第８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，２２．１２．１８以降２３．１２．１１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 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００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

２：３８．１
２：３７．４

良

良

１１ ヒットザターゲット 牡３栗 ５５ 和田 竜二前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６－ ２２：３９．８ ８．８�

３４ エーシンミラージュ 牡３鹿 ５３ 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５２８＋ ４ 〃 クビ ５．０�
３３ � ローレルクラシック 牡４栗 ５５ 中舘 英二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４９２＋ ４２：４０．０１� ３．３�
４６ タガノキャプテン 牡４栗 ５４ 村田 一誠八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８８－ ２２：４０．１� ２１．２�
２２ キンセイポラリス 牡５鹿 ５４ 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 門別 天羽牧場 ４０２－ ４２：４０．２� １４．８�
７１２ マッキーバッハ 牡６鹿 ５４ 酒井 学薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 ４７０－１２２：４０．３� ７．４�
６９ � トウショウデザイア 牡５鹿 ５４ 黛 弘人トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７０＋１０２：４０．５１	 １０１．８	
７１１ リキアイクロフネ 牡４鹿 ５３ 大野 拓弥高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６２－ ２２：４０．９２� ９０．１

８１４ レオキュート 牝４黒鹿５１ 丸田 恭介�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４４２± ０ 〃 アタマ ５１．６�
６１０� サクラキングオー 牡５栗 ５５ 福永 祐一�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 B４９８± ０２：４１．０クビ ５．５�
５７ ナムラアーガス 牡５黒鹿５４ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４９４± ０ 〃 クビ ７３．３
５８ キングオブフェイス 牡３栗 ５２ 川須 栄彦西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０６± ０２：４１．６３� ３０．２�
４５ ウォーターデューク 牡３鹿 ５３ 武 幸四郎山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 ４６０＋１２２：４２．４５ ３６．８�
８１３ シンボリニース 牡４鹿 ５４ 吉田 隼人シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 ５３６＋１２ 〃 ハナ １０．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，８６６，８００円 複勝： ３０，０８４，２００円 枠連： １６，２３６，３００円

馬連： ５０，５２０，４００円 馬単： ３３，４６５，３００円 ワイド： ２１，００８，４００円

３連複： ６９，０７９，２００円 ３連単： １２６，６７７，１００円 計： ３６６，９３７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２４０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（１－３） ８８０円

馬 連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ４，８６０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ５９０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� １６，９７０円

票 数

単勝票数 計 １９８６６８ 的中 � １７８３９（５番人気）
複勝票数 計 ３００８４２ 的中 � ２８６７２（５番人気）� ４６５１７（２番人気）� ６２６２３（１番人気）
枠連票数 計 １６２３６３ 的中 （１－３） １３６９１（３番人気）
馬連票数 計 ５０５２０４ 的中 �� １６９０３（１０番人気）
馬単票数 計 ３３４６５３ 的中 �� ５０８２（２０番人気）
ワイド票数 計 ２１００８４ 的中 �� ５９４２（９番人気）�� ８６２０（４番人気）�� １７０２０（１番人気）
３連複票数 計 ６９０７９２ 的中 ��� ２３８６５（２番人気）
３連単票数 計１２６６７７１ 的中 ��� ５５１１（３３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．２―１２．１―１２．９―１２．８―１３．４―１２．９―１２．０―１１．７―１１．９―１１．７―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�
１２．６―２３．８―３６．０―４８．１―１：０１．０―１：１３．８―１：２７．２―１：４０．１―１：５２．１―２：０３．８―２：１５．７―２：２７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４７．７―３F３６．０
１
�
９，１３（１，１０）１１（６，８）（３，１４）（４，１２）（２，５）７
９（１，１３，１１）８（１０，３，１２）６（４，１４，２，５）７

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

勝馬の
紹 介

ヒットザターゲット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２０１０．８．２２ 小倉４着

２００８．３．６生 牡３栗 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー １４戦３勝 賞金 ４４，９３３，０００円


