
３４０７３１２月２３日 晴 良 （１８阪神３）第７日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５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

１：５２．５
１：５２．５

不良

不良

８１２�� ト ム ト ッ プ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎半田 勉氏 西橋 豊治 三石 乾 皆雄 ４５６＋ ８１：５６．５ ５．９�

４４ �� ヒシヴェンチャー 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎阿部雅一郎氏 佐山 優 門別 戸川牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ １２．２�
３３ �� スマートトリック 牡２黒鹿

５５
５２ ▲上野 翔大川 徹氏 宮 徹 浦河 バンダム牧場 ４９０± ０１：５６．８１� ６３．８�

４５ � ナイスドトウ 牡２鹿 ５５ 本田 優菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 金成吉田牧場 ４５２± ０１：５７．６５ １６４．２�
５６ �� ゴーストライター 牡２黒鹿５５ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 三石 中村 和夫 ５４０＋ ２１：５７．８１� １４．９�
６９ � スナークハーバー 牡２青鹿５５ 幸 英明杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４７０－ ２１：５８．１１� １０９．３�
７１１�� アドマイヤデューク 牡２鹿 ５５ 武 豊近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４２８－ ２ 〃 クビ ３．１�
６８ � マーブルジーン 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介下村 直氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４７０＋１０１：５８．７３� ８．１	
８１３� テイエムテムジン 牡２栗 ５５ 岩田 康誠竹園 正繼氏 新川 恵 静内 佐竹 学 ４７４＋ ２１：５９．３３� ３．９

５７ �� マイネルデネブ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 三石 乾 皆雄 ４９８－ ２１：５９．５１� ２６．１�
１１ �� マイネルピッキオ 牡２鹿 ５５ M．モンテリーゾ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 須貝 彦三 新冠 新冠橋本牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ １１９．６

（伊）

２２ � アイファーチヨオー 牡２芦 ５５ C．ルメール 中島 稔氏 梅田 康雄 静内 静内山田牧場 ４８６－ ２１：５９．８２ ６．５�
（仏）

７１０�� サンタキング 牡２鹿
５５
５２ ▲船曳 文士佐々木孝之氏 梅田 康雄 静内 友田牧場 ５３０＋１６２：００．９７ １７０．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，１２６，７００円 複勝： １６，４４９，８００円 枠連： １８，６６２，１００円

普通馬連： ５７，５７４，４００円 馬単： ５５，９９４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６３３，５００円

３連複： ８０，４２３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２５７，８６５，０００円

払 戻 金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２６０円 � ４４０円 � １，２６０円 枠 連（４－８） ２，４５０円

普通馬連 �� ４，５４０円 馬 単 �� ９，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６９０円 �� ２，３９０円 �� ６，７８０円

３ 連 複 ��� ４８，８６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２１２６７ 的中 � １６３２０（３番人気）
複勝票数 計 １６４４９８ 的中 � １９５８８（４番人気）� ９７３７（７番人気）� ２９９１（９番人気）
枠連票数 計 １８６６２１ 的中 （４－８） ５６４２（１０番人気）
普通馬連票数 計 ５７５７４４ 的中 �� ９３６０（２１番人気）
馬単票数 計 ５５９９４６ 的中 �� ４４２２（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６３３５ 的中 �� ２４６５（２２番人気）�� １７１７（２７番人気）�� ５９３（３９番人気）
３連複票数 計 ８０４２３９ 的中 ��� １２１５（８８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１３．３―１２．６―１３．１―１３．１―１３．３―１３．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３７．５―５０．１―１：０３．２―１：１６．３―１：２９．６―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．３―３F４０．２
１
３
２（６，８，１３）３（１，７）１１，４，１２，１０（５，９）・（２，６，８）３，１３（１，７，１１）４，１２（５，９）－１０

２
４

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

勝馬の
紹 介

�
�
ト ム ト ッ プ �

�
父 ナリタトップロード �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００６．９．１０ 中京８着

２００４．２．２０生 牡２栗 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔騎手変更〕 トムトップ号の騎手藤田伸二は，騎乗停止のため秋山真一郎に変更。
※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。



３４０７４１２月２３日 晴 良 （１８阪神３）第７日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時３５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

１：１１．５
１：１０．９

重

不良

８１５� アクロスザスター 牡２栗 ５５ 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 米 Karla
Wolfson ５０６－ ２１：１４．６ ２．２�

８１６ ブラックマジック 牡２鹿 ５５ 畑端 省吾��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ２０５．１�
３５ � マルターズストーム 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己藤田与志男氏 藤原 英昭 米

Dreamfields Inc,
Mark Simendinger
& Kerry Cauthen

４５０± ０１：１４．７� ５．１�
１１ � セクシーザムライ 牝２栗 ５４ C．ルメール�コオロ 萱野 浩二 米 Payson

Stud Inc ４５６－ ８１：１４．９� ６．９�
（仏）

４８ � カシノダンク 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介柏木 務氏 福永 甲 三石 畑端牧場 ４８６＋ ６１：１５．１１	 ３７．２�
２３ ジツリキドンドン 牡２芦 ５５ 秋山真一郎河合實貴男氏 野村 彰彦 浦河 上山牧場 ５２４－ ４１：１５．５２	 ４．７�
７１４
 コアレスリーヴァ 牡２鹿 ５５ 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４６８＋ ４ 〃 アタマ ８．８	
５１０� パッパターチ 牡２栗 ５５ 幸 英明伊藤 信之氏 増本 豊 米 Tadashi

Kitamura ４５０－ ４１：１５．６	 ５０．２

６１２ ポールシャトル 牡２栗 ５５ 本田 優宮原 廣伸氏 昆 貢 静内 グランド牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ２７．４�
２４ 
 テイエムサプライズ 牡２栗 ５５ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 福島 勝 新冠 競優牧場 ４７４－ ４１：１５．７クビ ２９５．２�
７１３� マ ホ ロ バ 牡２栗 ５５ 小林慎一郎加藤 守氏 矢作 芳人 英 Newsells

Park Stud B４６４＋ ２ 〃 アタマ ２６１．３
４７ � マイネルカトラー 牡２栃栗５５ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 平取 高橋 幸男 ４６４± ０１：１５．８	 ２９５．２�
１２ オーナードリーム 牡２鹿 ５５ 岩崎 祐己佐々木実子氏 湯浅 三郎 浦河 オーナー牧場 ４９４－ ２１：１６．０１� ２０１．９�
５９ 
 ケージーシルキー 牝２鹿 ５４ 池添 謙一川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 ４８２－１０１：１６．１クビ ２７８．１�
３６ 
 ウィッシュパール 牝２芦 ５４ 柴原 央明�下河辺牧場 田中 章博 門別 下河辺牧場 ４３６－１８１：１６．９５ ５６．６�
６１１
 ハードラビット 牡２鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士津田 一男氏 西橋 豊治 静内 片岡牧場 ４３６＋ ２１：１７．１１	 ７７６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４４５，３００円 複勝： ２２，２１９，９００円 枠連： ２３，５４２，８００円

普通馬連： ７０，６６４，９００円 馬単： ７４，７８５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４７２，５００円

３連複： １０２，６９３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３３１，８２４，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ２，１６０円 � １９０円 枠 連（８－８） １４，４７０円

普通馬連 �� １７，４９０円 馬 単 �� ２１，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３３０円 �� ３１０円 �� ６，１００円

３ 連 複 ��� ２４，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６４４５３ 的中 � ６０９３０（１番人気）
複勝票数 計 ２２２１９９ 的中 � ６４８９１（１番人気）� １６４３（１０番人気）� ３１６６８（３番人気）
枠連票数 計 ２３５４２８ 的中 （８－８） １２０１（２４番人気）
普通馬連票数 計 ７０６６４９ 的中 �� ２９８３（３０番人気）
馬単票数 計 ７４７８５４ 的中 �� ２５３７（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４７２５ 的中 �� １４５３（２９番人気）�� ２０４４５（２番人気）�� ７８５（３５番人気）
３連複票数 計１０２６９３９ 的中 ��� ３１４５（５０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．７―１２．１―１３．２―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．４―４７．５―１：００．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３９．２
３ ・（１，１３，１４）１５（８，６）（３，１２）４（２，１１，１６）１０－５，９－７ ４ ・（１，１３）－１４，１５（８，６，１２）（４，１６）３（２，５）（１０，１１）－９－７

勝馬の
紹 介

�アクロスザスター �
�
父 Tiger Ridge �

�
母父 Affirmed デビュー ２００６．１２．２ 阪神２着

２００４．４．２生 牡２栗 母 Precious Acres 母母 Festivity ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔騎手変更〕 マルターズストーム号の騎手藤田伸二は，騎乗停止のため安藤勝己に変更。
※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） ５頭 キャットムーン号・パワフルメーカー号・ファイトシーン号・ラキシスマキ号・リング号
※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。



３４０７５１２月２３日 晴 良 （１８阪神３）第７日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時０５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

１：２４．５
１：２３．１

良

重

８１５ トーセンアーチャー 牡２鹿 ５５ 四位 洋文島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７８－ ６１：２５．８ ５．２�

４８ � ライフストリーム 牡２栗 ５５ 武 豊林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４８４－１２１：２６．０１� ３．１�
３５ � ゴールデンシャイン 牡２鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４６４± ０１：２６．６３� ３．３�
５９ � アローイレブン 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介吉野 隆郎氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４８８＋２０１：２６．９１� １１３．４�
８１６� マンテンポイント 牡２鹿 ５５ 菊地 昇吾小島 將之氏 鹿戸 明 門別 ファーミングヤナキタ ４３０± ０１：２７．０� ９４．９�
４７ ト ッ ト ン メ 牡２青 ５５ 岩田 康誠難波 経雄氏 西園 正都 浦河 信成牧場 ４９２＋ ４１：２７．１� ６．４	
５１０ マイネルマニセス 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋１４１：２７．５２� ５１．１

１２ � チアズジョイ 牡２鹿 ５５ 小牧 太北村キヨ子氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４９２± ０１：２７．７１� ２０．６�
２３ ハギノエントラータ 牡２黒鹿５５ C．ルメール 日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４４２± ０ 〃 ハナ １０５．０�

（仏）

３６ � セフティーハート 牡２栗 ５５ O．ペリエ 池田 實氏 崎山 博樹 浦河 向別牧場 ４５４＋ ２１：２７．８クビ ５２．４
（仏）

７１４ チャリティショウ 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介加藤 徹氏 福島 勝 門別 本田 武雄 ４８０＋ ８１：２７．９� １４５．６�
６１２ イ セ ノ オ ー 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎大橋 堯格氏 大橋 勇樹 浦河 関口 正毅 ４６８－ ４１：２８．０� １０１．８�
２４ ケイアイグールマン 牡２鹿 ５５ 幸 英明亀田 守弘氏 松元 省一 静内 大滝 康晴 ４８８＋ ４１：２８．６３� １５．１�
６１１� ス リ ジ ェ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４３０－ ２１：２９．９８ １４３．３�
７１３� カイトウランマ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲上野 翔北所 直人氏 野村 彰彦 静内 友田牧場 ４５０＋ ２１：３０．３２� ３５３．１�
１１ マキシマムフォース 牡２鹿 ５５ M．モンテリーゾ �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 ４６８＋ ６１：３０．５１� １３．１�
（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３２４，１００円 複勝： ２５，６７４，９００円 枠連： ２９，６４６，９００円

普通馬連： ７３，３７７，７００円 馬単： ７２，５５９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８１４，３００円

３連複： １１０，３１９，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３５２，７１７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（４－８） ６３０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ３４０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８３２４１ 的中 � ２８２１４（３番人気）
複勝票数 計 ２５６７４９ 的中 � ３４５４２（４番人気）� ４９９３９（２番人気）� ６８２６１（１番人気）
枠連票数 計 ２９６４６９ 的中 （４－８） ３４７８５（２番人気）
普通馬連票数 計 ７３３７７７ 的中 �� ５０９７８（４番人気）
馬単票数 計 ７２５５９９ 的中 �� ２１７８８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８１４３ 的中 �� １２６３０（５番人気）�� １６２７２（２番人気）�� ２６３２９（１番人気）
３連複票数 計１１０３１９９ 的中 ��� ７８７２８（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．８―１２．２―１２．５―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３５．０―４７．２―５９．７―１：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３８．６
３ ２，８，９（１，４，６，１０）１５（５，７，１３）（１２，１４）１６－（３，１１） ４ ２（８，９）（１０，１５）６（４，７）５（１，１２，１４）１６（３，１３）１１

勝馬の
紹 介

トーセンアーチャー �
�
父 Barathea �

�
母父 Zafonic デビュー ２００６．１１．１２ 東京３着

２００４．４．６生 牡２鹿 母 インターラプション 母母 Intermission ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔騎手変更〕 チアズジョイ号の騎手藤田伸二は，騎乗停止のため小牧太に変更。
〔制裁〕 マンテンポイント号の騎手菊地昇吾は，最後の直線コースで外側に斜行し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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ミスターアタゴ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４０７６１２月２３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８阪神３）第７日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� 基準タイム３：２１．８良・良

３３ スリーオペレーター 牡３芦 ５８ 菊地 昇吾永井商事� 橋本 寿正 浦河 信岡牧場 ４８０＋ ４３：１７．４ 基準タイム ３．６�

８１４�� リバースプライト 牡３鹿 ５８ 北沢 伸也泉 俊二氏 沖 芳夫 厚真 大川牧場 ５１６－ ４３：１７．６１� １７．０�
３４ � ポジションワン 牡６栗 ６０ 黒岩 悠前田 幸治氏 太宰 義人 米

Needham/Betz,
Hess, Elia &
Werner

５０６＋ ６３：１９．１９ ３１．８�
８１３� カノヤバトルスター 牡３芦 ５８ 植野 貴也神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ５０２± ０３：２０．１６ ２．４�
２２ カネトシパワフル 牡３鹿 ５８ 小林慎一郎兼松 利男氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 ４８８＋ ２３：２１．６９ １３．３�
６９ ターボフラッシュ 牡５鹿 ６０ 柴田 未崎釘田 静義氏 谷 潔 鹿児島 釘田フアーム ４８８＋ ２３：２１．７	 ３２．９�
４５ デイトレーダー 牡３鹿 ５８ 鈴木 慶太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 青森 諏訪牧場 ４６４－ ８３：２２．１２	 ９７．４	
４６ �
 ジャイアンツエール 牡４青鹿６０ 白浜 雄造栗坂 崇氏 友道 康夫 愛 Round

Hill Stud ５６２＋ ６ 〃 ハナ １１．１

５８ エリモマキシム �７鹿 ６０ 仲田 雅興山本 菊一氏 坂口 正則 えりも えりも農場 ４７８＋ ６３：２２．４１� ５．３�
７１２� ジ ョ ッ シ ュ 牡７芦 ６０ 宗像 徹広田 健司氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４５２－ ６３：２２．５� ３４．５�
７１１ マイネルレジオ 牡６鹿 ６０ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 三石 酒井 利英 ５１６＋１２３：２３．８８ ４０．９
５７ エプソムフォルテ 牡３黒鹿５８ 菊池 憲太 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 岩城 博俊 門別 浜本牧場 ４５６－ ４３：２５．３９ ２１２．０�
１１ ジンデンバリュー 牡３鹿 ５８ 沢 昭典黒岩統治郎氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４５０－ ４３：２７．４大差 ２３５．９�
６１０� シュアリーゴールド 牡５栗 ６０ 岩崎 祐己 �キャロットファーム 安田 隆行 米 Phillips Racing

Partnership ４８６＋ ８ （競走中止） ４４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，０２０，５００円 複勝： １３，１９６，３００円 枠連： ２１，０２８，２００円

普通馬連： ５８，３２７，９００円 馬単： ６５，７９２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７９７，５００円

３連複： １０１，０２１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２８９，１８４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ４３０円 � ６２０円 枠 連（３－８） ３１０円

普通馬連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� １，５１０円 �� ２，８２０円

３ 連 複 ��� １６，５００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３０２０５ 的中 � ２８５８９（２番人気）
複勝票数 計 １３１９６３ 的中 � ３２４０２（２番人気）� ６７６２（６番人気）� ４４２９（８番人気）
枠連票数 計 ２１０２８２ 的中 （３－８） ５１２３４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５８３２７９ 的中 �� １６６８３（９番人気）
馬単票数 計 ６５７９２４ 的中 �� １３１０８（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７９７５ 的中 �� ５１０１（８番人気）�� ２７２１（１６番人気）�� １４２６（２８番人気）
３連複票数 計１０１０２１２ 的中 ��� ４５２０（４６番人気）

上り １マイル １：４７．６ ４F ５４．０－３F ４１．１
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�
４＝１０－１２，３＝１４－１３－６，２，９＝１１，８＝１，５－７
４＝３，１４－１３，１２，１０＝６＝（９，２）－８－１１－５＝７－１

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

勝馬の
紹 介

スリーオペレーター �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ミ シ ル デビュー ２００５．１１．１２ 京都１５着

２００３．３．２６生 牡３芦 母 スリーケープ 母母 ノースケープ 障害：３戦１勝 賞金 １４，０００，０００円
〔競走中止〕 シュアリーゴールド号は，９号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アウトオブサイト号・アザンクール号・ウインリゲル号・クリスタルハート号・タマモゴーアップ号・

ダンスカーニバル号・テイエムヒビキ号・バルビエレ号・ヘキレキ号・ワイズタイクーン号



３４０７７１２月２３日 晴 良 （１８阪神３）第７日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時２５分 （芝・右・外）

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

１：３３．１
１：３３．１

良

良

６１１� タガノグラマラス 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４４８－ ８１：３５．８ １．９�

２３ �� ファンドリウェーブ 牡２栗 ５５ 柴原 央明水戸 富雄氏 田中 章博 静内 高橋フアーム ４４０－ ４１：３６．１２ ２８８．９�
１２ ソルヴィエント 牡２栗 ５５ O．ペリエ �キャロットファーム 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ４ 〃 ハナ ３．７�

（仏）

４７ � オートドラゴン 牡２栗 ５５ 武 幸四郎大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ４９２＋ ２１：３６．２クビ ６５．１�
１１ テイエムフッカツ 牡２鹿 ５５ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 静内 石川 栄一 ４６８± ０１：３６．４１� １００．１�
４８ 	 エーシンエヴァン 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己平井 宏承氏 宮本 博 米 Winches-

ter Farm ４９０－ ８１：３６．５
 １０．８�
３６ �� ビュティフルローズ 牝２栗 ５４ 秋山真一郎谷水 雄三氏 岡田 稲男 新冠 村上牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ ２２３．４	
３５ � ボーテセレスト 牝２鹿 ５４ M．モンテリーゾ
錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ３９０－ ４ 〃 アタマ ４７．０�

（伊）

２４ � ステラパラダイス 牡２栗 ５５ 幸 英明後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 ４７０－ ４１：３７．０３ １０．１�
７１４�� マイネルプルート 牡２黒鹿５５ C．ルメール 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４４６－１０１：３７．２１ １２．２
（仏）

８１７� トウカイウェーブ 牝２黒鹿５４ 生野 賢一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４４２－ ８１：３７．４１� ８１．３�
７１３ フットワーク 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介永田 清男氏 服部 利之 浦河 鎌田 正嗣 ５０６＋１４ 〃 アタマ ５５．１�
５９ インプレスゴールド 牝２栗 ５４ 長谷川浩大下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４３６± ０１：３７．６１ ２３４．２�
５１０� クリップフェアリー 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介齊藤 雅志氏 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 ４２４－ ２１：３７．９２ １１９．６�
６１２ ユウキタイティ 牡２栗 ５５

５２ ▲船曳 文士ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ４７８－ ６１：３８．０クビ ４３３．３�
７１５� グランプリジョニー 牡２鹿 ５５ 四位 洋文
グランプリ 森 秀行 門別 目黒牧場 ４６４＋ ８１：３８．２１� ２４．２�
８１８� オースミオーカン 牡２鹿 ５５ 石橋 守
オースミ 安藤 正敏 浦河 鮫川 啓一 ４５８－ ６１：３８．６２� ３７．２�
８１６� ミスターリスリン 牡２栗 ５５ 池添 謙一榊原 浩一氏 浅見 秀一 浦河 濱田牧場 ４５６＋１２１：３９．０２� ６１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，７５９，９００円 複勝： ２５，３２９，２００円 枠連： ３０，３７１，０００円

普通馬連： ８６，３０５，２００円 馬単： ９４，９３５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５２８，６００円

３連複： １１９，８９３，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４０５，１２３，３００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ４，０８０円 � １６０円 枠 連（２－６） ８２０円

普通馬連 �� ２５，５４０円 馬 単 �� ２７，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，０３０円 �� ２１０円 �� １０，０９０円

３ 連 複 ��� ３３，６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２７５９９ 的中 � ９６００３（１番人気）
複勝票数 計 ２５３２９２ 的中 � ９４５７４（１番人気）� ８２９（１７番人気）� ４０２２６（２番人気）
枠連票数 計 ３０３７１０ 的中 （２－６） ２７５６４（３番人気）
普通馬連票数 計 ８６３０５２ 的中 �� ２４９４（４４番人気）
馬単票数 計 ９４９３５６ 的中 �� ２５２８（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５２８６ 的中 �� ６６６（５６番人気）�� ３８９１５（１番人気）�� ５２９（６１番人気）
３連複票数 計１１９８９３８ 的中 ��� ２６２９（８０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．１―１２．４―１２．５―１２．０―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３５．４―４７．８―１：００．３―１：１２．３―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．５
３ ・（６，１１）（２，１０）９（３，１２）４（１，５，１４）１７（７，１５）（８，１８，１６）１３ ４ ・（６，１１）（２，１０）（３，１２）（９，１４）（１，５，４）（７，１７）（８，１６）（１３，１５，１８）

勝馬の
紹 介

�タガノグラマラス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００６．１２．９ 阪神２着

２００４．２．１８生 牝２鹿 母 タガノターキン 母母 カフェドフランス ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔騎手変更〕 エーシンエヴァン号の騎手藤田伸二は，騎乗停止のため安藤勝己に変更。
〔制裁〕 ボーテセレスト号の騎手M．モンテリーゾは，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。

テイエムフッカツ号の騎手小牧太は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カネコメハーシル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４０７８１２月２３日 晴 良 （１８阪神３）第７日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時５５分 （ダート・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

１：２４．５
１：２３．１

良

重

７１２� フェスティヴマロン 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４４６ ―１：２６．５ ５．５�

６１０� ルアシェイア 牝２黒鹿５４ 幸 英明 �ノースヒルズマネ
ジメント 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１０ ―１：２６．８２ ２７．４�

３５ � コパノオーシャンズ 牝２黒鹿５４ C．ルメール 小林 祥晃氏 河内 洋 門別 ヤナガワ牧場 ４１８ ―１：２７．４３� ３．９�
（仏）

８１５ マルヨカレッジ 牝２栗 ５４ 武 豊野村 春行氏 領家 政蔵 えりも 上島牧場 ４６４ ―１：２８．０３� ４．１�
５８ コットンボール 牝２芦 ５４ 池添 謙一ジョイ・レースホース� 大根田裕之 浦河 桑田牧場 ４７６ ―１：２８．１� １３．０�
１１ ニシノマニッシュ 牝２黒鹿５４ 四位 洋文西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４７２ ―１：２８．２� １３．３	
３４ � メイショウルシータ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４６８ ―１：２９．８１０ １６．８

４６ ニホンピロアロア 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠小林百太郎氏 小島 茂之 浦河 大西ファーム ４５２ ―１：３０．４３� ４４．１�
８１４ マイネルキナ 牝２栗 ５４ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモビューファーム ４５４ ― 〃 ハナ ６０．１�
６１１ フォクシーレッグス 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己�嶋 哲氏 藤原 英昭 新冠 タニグチ牧場 ４５４ ―１：３０．５� ５．４
２３ カネトシグラマー 牝２黒鹿５４ 南井 大志兼松 利男氏 五十嵐忠男 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４０４ ―１：３０．７１� １１４．６�
２２ � クィーンチェリー 牝２栗 ５４ 高橋 亮チエリー商事� 高橋 隆 門別 戸川牧場 ４７２ ―１：３０．８クビ １２．５�
７１３� オースミトップワン 牝２栗 ５４ 本田 優�オースミ 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８ ―１：３１．８６ ８９．９�
５９ � ミラクルジーン 牝２鹿 ５４ 小牧 太齊藤四方司氏 大橋 勇樹 門別 下河辺牧場 ４３２ ―１：３２．０１� ２１４．０�

（１４頭）
４７ シゲルキートス 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介森中 蕃氏 小原伊佐美 千歳 社台ファーム ４２２ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １４，４７３，６００円 複勝： １８，５１９，０００円 枠連： ２１，４３５，８００円

普通馬連： ６６，４５０，２００円 馬単： ６５，１５３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４６１，２００円

３連複： ９０，８４４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２９４，３３７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２１０円 � ７８０円 � １７０円 枠 連（６－７） １，０００円

普通馬連 �� ７，５２０円 馬 単 �� １５，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２３０円 �� ４２０円 �� １，９５０円

３ 連 複 ��� １０，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １４４７３６（返還計 ６５０） 的中 � ２０８１７（４番人気）
複勝票数 差引計 １８５１９０（返還計 ７７６） 的中 � ２４４５０（４番人気）� ４６８０（１０番人気）� ３５８１０（１番人気）
枠連票数 差引計 ２１４３５８（返還計 １６５） 的中 （６－７） １５８４１（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ６６４５０２（返還計 ７０６７） 的中 �� ６５２５（３０番人気）
馬単票数 差引計 ６５１５３０（返還計 ８０２５） 的中 �� ３１１６（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １７４６１２（返還計 ２６３４） 的中 �� １８１７（２８番人気）�� １１６０４（２番人気）�� ２０９２（２４番人気）
３連複票数 差引計 ９０８４４９（返還計 １５８５７） 的中 ��� ６１５７（４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．９―３５．６―４７．７―１：００．２―１：１３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３８．８
３ ・（５，１２）１５－（１１，１３，１０）（１，２，４）－８，６（３，９，１４） ４ ・（５，１２）１５，１０＝（１１，１，２，４）－８，１３，６－（３，１４）－９

勝馬の
紹 介

�フェスティヴマロン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００４．３．１７生 牝２鹿 母 ア ロ ー ム 母母 ストロークト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 フォクシーレッグス号の騎手藤田伸二は，騎乗停止のため安藤勝己に変更。
〔競走除外〕 シゲルキートス号は，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２分遅延。
※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。



３４０７９１２月２３日 晴 良 （１８阪神３）第７日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１３時２５分 （芝・右）

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

２：００．８
１：５９．９

良

良

４５ ケープポルト 牡２芦 ５５ O．ペリエ �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５３８ ―２：０１．５ ４．８�
（仏）

５７ � アグネスタラリア 牝２栗 ５４ 四位 洋文渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１４ ―２：０１．８２ ４．６�
７１１�� ハギノアスラン 牡２鹿 ５５ 武 豊日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４７４ ―２：０１．９� ６．８�
５６ �� オメガバリュー 牡２青鹿５５ 秋山真一郎原 	子氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４９６ ―２：０２．６４ １４．４�
７１０�� エイシンイチバン 牡２栗 ５５ C．ルメール 平井 豊光氏 岡田 稲男 浦河 鎌田 正嗣 ４９６ ―２：０２．８１ ３５．７�

（仏）

６８ �� トップオブハワイキ 牡２黒鹿５５ 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 三石 田中 春美 ４５６ ―２：０３．０１ ２８．１�
３３ アールヌーヴォー 牝２栗 ５４ 安藤 勝己飯田 正氏 松田 博資 静内 千代田牧場 ４３６ ―２：０３．４２
 ２．７	
４４ ゼンノアコンカグア 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎大迫久美子氏 谷 潔 様似 中脇 一幸 ４５４ ―２：０３．５クビ ９５．０

８１２�� クリノラブダンス 牝２黒鹿５４ 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４７０ ―２：０３．７１� １０．７�
６９ � ス ラ ー ジ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ５２０ ―２：０３．８
 ６２．７�
１１ � ジョーリゴラス 牡２栗 ５５ 本田 優上田けい子氏 大橋 勇樹 静内 田中 裕之 ４５０ ― 〃 クビ ４０．４
２２ � ヒシインペリアル 牡２鹿 ５５ 石橋 守阿部雅一郎氏 河内 洋 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ４８４ ―２：０４．８６ ３１．５�
８１３ フィールドルーチェ 牡２青鹿５５ 幸 英明地田 勝三氏 西園 正都 三石 中田 英樹 ４７６ ―２：０４．９� １２９．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，２１４，４００円 複勝： ２３，０６２，３００円 枠連： ２４，１９３，２００円

普通馬連： ８８，８９１，７００円 馬単： ８１，２８４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２８２，２００円

３連複： １０７，０５９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３６５，９８７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � ２３０円 枠 連（４－５） ８５０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ７３０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２１４４ 的中 � ３３６８４（３番人気）
複勝票数 計 ２３０６２３ 的中 � ４０９２０（２番人気）� ３２９０８（３番人気）� ２４２１２（４番人気）
枠連票数 計 ２４１９３２ 的中 （４－５） ２１０８０（４番人気）
普通馬連票数 計 ８８８９１７ 的中 �� ５０８４０（５番人気）
馬単票数 計 ８１２８４７ 的中 �� ２４９１２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２８２２ 的中 �� １１０５０（５番人気）�� ７０７３（８番人気）�� ８４０９（６番人気）
３連複票数 計１０７０５９２ 的中 ��� ２８８１０（７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１２．５―１３．０―１２．６―１２．４―１１．９―１１．７―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．８―３６．３―４９．３―１：０１．９―１：１４．３―１：２６．２―１：３７．９―１：４９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケープポルト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Bering 初出走

２００４．２．３生 牡２芦 母 ケープリズバーン 母母 グリーンポーラ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ジョーリゴラス号の騎手藤田伸二は，騎乗停止のため本田優に変更。
※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。



３４０８０１２月２３日 晴 良 （１８阪神３）第７日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５５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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２４ � エイティフロー 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 前田 篤久氏 池江 泰寿 新冠 中本牧場 ５０８－ ８１：５４．１ ４．５�
（仏）

３６ テーオーキング �５鹿 ５７ 武 豊小笹 公也氏 鹿戸 幸治 新冠 中本 隆太郎 ４６４＋ ６１：５４．５２	 １．８�
７１３
 プレシャスピクセル 牡３鹿 ５６ 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 米 Grousemo

nt Farm ４７０－ ２１：５５．２４ ３５．３�
１２ � ナムラシーザー �５栗 ５７ 池添 謙一奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 中島牧場 ５０６－ ４１：５５．３� ３１．２�
６１２ メイショウチョイス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５４８－ ２１：５５．６１� １５．５�
８１６ マイティーサンダー 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲上野 翔小川 勲氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ５３２± ０ 〃 ハナ １５．７�
４８ � ホワイトドラゴン 牡６鹿 ５７ 荻野 要�駒秀 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４５２± ０１：５６．０２	 ２１９．３	
５１０� イシヤクガルチ 牡６鹿 ５７ 本田 優瀬渡 良三氏 田所 秀孝 浦河 岡本牧場 ４９８＋ ８ 〃 ハナ ３４．９

３５ � ノボワールド 牡３黒鹿５６ 宗像 徹�LS.M 西塚 安夫 静内 キヨミネ牧場 B４３４－１０１：５６．１クビ ３９８．９�
６１１ ミスターシーザ 牡３芦 ５６ 長谷川浩大廣嶋 景子氏 中尾 秀正 門別 春木 昭雄 ４４０－ ６１：５６．４１� ２３８．９�
８１５� アドマイヤグローリ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４８６＋１６１：５６．５クビ ３２．５
４７ チェリーロビン 牡３栗 ５６ 高橋 亮チエリー商事� 高橋 隆 門別 戸川牧場 ４６６＋１２ 〃 クビ ４４．９�
５９ ダカールシチー 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 池添 兼雄 静内 光丘牧場 B４７６＋ ２１：５６．６クビ ２０．８�
１１ � シゲルサキモノガイ �３栗 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 小原伊佐美 鵡川 六角牧場 B５０４－ ４１：５７．０２	 ３０２．９�
７１４� シゲルカイコシ 牡３鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士森中 蕃氏 大根田裕之 青森 野々宮牧場 ４６８－ ３１：５８．２７ １１０．８�
２３ シャドウストリーム 牝３栗 ５４ 四位 洋文飯塚 知一氏 森 秀行 門別 下河辺牧場 ４４６± ０１：５９．１５ ８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８２５，１００円 複勝： ３４，９０２，１００円 枠連： ３４，１０７，３００円

普通馬連： １２６，２７９，９００円 馬単： １２１，３４６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０４６，８００円

３連複： １６７，２２７，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５４３，７３５，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ５９０円 枠 連（２－３） ２５０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２，２１０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６８２５１ 的中 � ４７９６１（２番人気）
複勝票数 計 ３４９０２１ 的中 � ７１２９４（２番人気）� １３２２０４（１番人気）� ７７９４（１０番人気）
枠連票数 計 ３４１０７３ 的中 （２－３） １０３９３５（１番人気）
普通馬連票数 計１２６２７９９ 的中 �� ２７９８９２（１番人気）
馬単票数 計１２１３４６８ 的中 �� ９４６４６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０４６８ 的中 �� ６５４４６（１番人気）�� ２９５０（２４番人気）�� ６４４７（１２番人気）
３連複票数 計１６７２２７６ 的中 ��� ３６５１７（９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１３．６―１２．７―１３．１―１２．７―１２．７―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．０―３７．６―５０．３―１：０３．４―１：１６．１―１：２８．８―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．０
１
３
３，６（１，７）（４，１６）（１２，１４）１３，９，１０－１１－８－５－１５－２・（３，６）７（１，４，１６）（１３，１２）（９，１４）（１０，１１）－（８，５）２，１５

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

勝馬の
紹 介

�エイティフロー �
�
父 ダイナガリバー �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００３．１０．４ 阪神８着

２００１．３．２７生 牡５鹿 母 ハドリセンプー 母母 キヤロンランバー ２１戦３勝 賞金 ３４，５１４，０００円
〔騎手変更〕 テーオーキング号の騎手藤田伸二は，騎乗停止のため武豊に変更。
※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。
（非当選馬） ５頭 ジョーキャプテン号・シルクロックスター号・ダイシンハーバー号・パワーラン号・メイショウゴジラ号
（非抽選馬） １頭 パレスワールド号
※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。



３４０８１１２月２３日 晴 良 （１８阪神３）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

ほ く せ つ

北 摂 特 別
発走１４時３０分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１７．１２．２４以降１８．１２．１７まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � 基準タイム

中央レコード

２：０４．９
２：０１．６

稍重

不良

２４ ヴァンデグローブ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５１２－ ２２：０６．６ １．８�

３６ � タカオセンチュリー 牡３栗 ５４ C．ルメール 櫻井 登氏 矢作 芳人 新冠 川上 悦夫 ５１４＋ ２ 〃 クビ ６．１�
（仏）

３５ エプソムボス 牡５栗 ５５ 幸 英明 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 堀井 雅広 静内 田原橋本牧場 ５１４－ ４２：０７．０２� １１８．２�

７１４ ゼンノコーラル 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４８２＋ ２２：０７．１クビ ５．９�
６１１ ウインカーディナル 牡４黒鹿５６ 藤岡 佑介�ウイン 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４７８－ ２２：０７．３１� ２４．４�
７１３ マイネルテセウス 牡３鹿 ５４ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ６２：０７．５１ １８１．８	
２３ �� ナムラスピード 牡３栗 ５４ 小牧 太奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５０４－ ４ 〃 クビ ９４．４

８１６ ピ オ ー ネ 牡６鹿 ５７ 四位 洋文名古屋友豊� 作田 誠二 新冠 早田牧場新

冠支場 ５４６＋１０２：０７．６	 １５．４�
５９ イ エ ス 牡６黒鹿５６ 武 幸四郎小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ５４０＋ ２２：０７．７クビ １５．１�
６１２� メディアミックス 牡５栗 ５５ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ

ジメント 太宰 義人 静内 井高牧場 ４６２－ ６ 〃 クビ ６６．６
８１５ ワンダースピード 牡４黒鹿５５ O．ペリエ 山本 信行氏 湯浅 三郎 三石 フクダファーム ４７８＋ ４２：０７．９１
 １２．１�

（仏）

４８ ルポルタージュ �８鹿 ５５ 荻野 要 �ノースヒルズマネ
ジメント 山本 正司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ４２：０８．３２� １０９．１�

４７
�
�
� ミッキーシャーマン 牡５栗 ５４ 池添 謙一三木 久史氏 中尾 秀正 三石 元茂牧場 ５２２± ０２：０９．４７ ６２．１�

１１  トラベルシチー 牡３鹿 ５３ 石橋 守 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 豪 Wynyarra
Stud Pty Ltd ５０２＋ ４２：０９．５クビ ２７．６�

１２ � ゼンノジュウシン 牡３栗 ５４ M．モンテリーゾ 大迫久美子氏 大久保龍志 平取 坂東牧場 ４７４－ ２２：０９．６� １４５．９�
（伊）

（１５頭）
５１０ ダイナミックエース 牡６黒鹿５５ 本田 優小川 勲氏 目野 哲也 静内 キヨタケ牧場 ５００－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３９，２００，５００円 複勝： ６０，０３８，５００円 枠連： ４８，３２４，８００円

普通馬連： ２０７，９９１，２００円 馬単： １４５，５８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，２５６，９００円

３連複： １７５，０７３，８００円 ３連単： ４４２，００３，３００円 計： １，１６７，４６９，７００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １，４００円 枠 連（２－３） ５７０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３，１２０円 �� ５，７７０円

３ 連 複 ��� １５，８３０円 ３ 連 単 ��� ４６，０１０円

票 数

単勝票数 差引計 ３９２００５（返還計 ２８２３） 的中 � １７６１７９（１番人気）
複勝票数 差引計 ６００３８５（返還計 ７１３６） 的中 � ２００２９９（１番人気）� ８６６４９（３番人気）� ６４９０（１１番人気）
枠連票数 差引計 ４８３２４８（返還計 ６１０） 的中 （２－３） ６３３５５（３番人気）
普通馬連票数 差引計２０７９９１２（返還計 ４５７３０） 的中 �� ２６０９３６（２番人気）
馬単票数 差引計１４５５８０７（返還計 ２８９７８） 的中 �� １３０９８３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ４９２５６９（返還計 １４８４０） 的中 �� ４５２４９（２番人気）�� ３５７７（２９番人気）�� １９０９（４２番人気）
３連複票数 差引計１７５０７３８（返還計 ７９６８９） 的中 ��� ８１６６（４５番人気）
３連単票数 差引計４４２００３３（返還計１９４２９１） 的中 ��� ７０９１（１３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．５―３６．４―５０．１―１：０３．２―１：１６．２―１：２８．９―１：４１．３―１：５３．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンデグローブ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００６．７．２９ 新潟１着

２００３．３．２２生 牡３栗 母 メイプルシロップ 母母 ドリームビジヨン ４戦３勝 賞金 ３１，８４１，０００円
〔騎手変更〕 ヴァンデグローブ号の騎手藤田伸二は，騎乗停止のため岩田康誠に変更。
〔競走除外〕 ダイナミックエース号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 インスパイア号・シーサンダー号・ニットウサラン号・メイショウブルドー号
※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。



３４０８２１２月２３日 晴 良 （１８阪神３）第７日 第１０競走 ��
��２，４００�

え さ か

江 坂 特 別
発走１５時０５分 （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � 基準タイム

中央レコード

２：２８．３
２：２２．１

良

良

３４ � オールピュール 牝５黒鹿５５ O．ペリエ 吉田 和子氏 堀 宣行 米 Shortleaf
Stable ４１４－１０２：２６．４ 基準タイム １１．２�

（仏）

５７ チョウカイサンデー 牡３栗 ５５ 小牧 太�平田牧場 加藤 敬二 浦河 谷川牧場 ４８４－ ２２：２６．７２ ６．０�
１１ インスパイア 牡３青鹿５５ 四位 洋文 �ノースヒルズマネ

ジメント 安田 隆行 静内 高橋 修 ５０６＋ ６２：２７．０２ ２２．４�
４６ � セレスステーラー 牡３栗 ５５ 岩田 康誠岡 浩二氏 宮本 博 新冠 武田 修一 ４４６± ０ 〃 アタマ ９．０�
８１３ リキアイサイレンス 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B５０４＋１２ 〃 ハナ ９．３�
７１２ クリスタルルージュ 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介山田 順通氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４５２± ０２：２７．１クビ ３４．７	
６１０� グッドネイバー 牡４黒鹿５７ C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ６ 〃 アタマ ８．０

（仏）

６９ 	 ミツワスカイハイ 牡４鹿 ５７ 武 豊�高昌 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４７２＋ ６２：２７．２
 ９．４�
７１１	� マイネルポライト 牡３鹿 ５５ 本田 優 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西浦 勝一 三石 下屋敷牧場 ４９２＋ ２２：２７．３� ３．６�
５８ ワイアットアープ 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎大迫久美子氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２２：２７．６２ ９４．３
３３ ワンダーゼネラス 牡５鹿 ５７ 岩崎 祐己山本 信行氏 湯浅 三郎 三石 フクダファーム ４９０－ ２２：２７．８１ ３３４．４�
８１４ レガシーエンプレス 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介�ホースタジマ 吉岡 八郎 静内 船越 英治 ４４８＋ ４ 〃 クビ ３７５．１�
４５ 	� マイネルアンセム 牡５黒鹿５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 勝川牧場 ４８８＋ ４ 〃 ハナ ４７．０�
２２ グランロワイヤル 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ２２：２８．６５ ６．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３４，７８９，０００円 複勝： ５７，３２５，０００円 枠連： ４６，２５３，２００円

普通馬連： ２５７，５１６，９００円 馬単： １５８，５５９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，２７０，４００円

３連複： ２１５，９０３，２００円 ３連単： ４９２，７８１，５００円 計： １，３１６，３９８，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ４２０円 � ２３０円 � ８００円 枠 連（３－５） ３，１４０円

普通馬連 �� ３，０６０円 馬 単 �� ４，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２３０円 �� ４，２６０円 �� ２，９８０円

３ 連 複 ��� ３３，７３０円 ３ 連 単 ��� ２１６，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３４７８９０ 的中 � ２４６３２（８番人気）
複勝票数 計 ５７３２５０ 的中 � ３４６１９（８番人気）� ７８７３１（２番人気）� １６４９５（９番人気）
枠連票数 計 ４６２５３２ 的中 （３－５） １０８８９（１６番人気）
普通馬連票数 計２５７５１６９ 的中 �� ６２２５５（１５番人気）
馬単票数 計１５８５５９５ 的中 �� ２３８２３（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３２７０４ 的中 �� １０９５４（２１番人気）�� ３０２８（４２番人気）�� ４３６４（３２番人気）
３連複票数 計２１５９０３２ 的中 ��� ４７２５（８７番人気）
３連単票数 計４９２７８１５ 的中 ��� １６８２（５２９番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．６―１３．１―１２．７―１２．４―１２．１―１２．２―１２．３―１１．９―１１．５―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．３―２４．９―３８．０―５０．７―１：０３．１―１：１５．２―１：２７．４―１：３９．７―１：５１．６―２：０３．１―２：１４．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

�オールピュール �
�
父 Touch Gold �

�
母父 Nodouble デビュー ２００４．１．１８ 中山３着

２００１．３．１生 牝５黒鹿 母 My Sweet 母母 Sweet Slew ２１戦４勝 賞金 ６６，７０２，０００円
〔騎手変更〕 オールピュール号の騎手藤田伸二は，騎乗停止のためO．ペリエに変更。
※インスパイア号は，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。



３４０８３１２月２３日 晴 良 （１８阪神３）第７日 第１１競走 ��
��２，０００�第２３回ラジオNIKKEI杯２歳ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
ラジオNIKKEI杯（１着）

賞 品
本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：００．８
１：５９．９

良

良

３３ �� フサイチホウオー 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０６－ ２２：０２．１ １．８�

８１１ ヴィクトリー 牡２鹿 ５５ 武 豊近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８０－ ４ 〃 クビ ５．６�
６７ ナムラマース 牡２黒鹿５５ O．ペリエ 奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４４８－ ６２：０２．３１� ４．８�

（仏）

７８ � マイネルソリスト 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５０２－１０ 〃 アタマ ２４．９�

４４ アサクサキングス 牡２鹿 ５５ 四位 洋文田原源一郎氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８８－１０２：０２．５１ ８．０�
５５ � マイネルダイナモ 牡２鹿 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 金成吉田牧場 ４９４＋ ４ 〃 ハナ ２４２．９�
２２ �� ディープスピリット 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４４６＋ ４２：０２．６	 ８２．７	
７９ � キンショージェット 牡２青鹿５５ 長谷川浩大礒野日出夫氏 中村 均 三石 片山 英夫 ４３８－ ４ 〃 クビ １１４．１

８１０� ローズプレステージ 牡２栗 ５５ C．ルメール �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４２８± ０２：０２．８１� １３．９�

（仏）

６６ �� ケンメイオウ 牡２鹿 ５５ 小牧 太中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ２２：０３．４３	 １９４．６
１１ � グッドラックアワー 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎寺田千代乃氏 清水 出美 早来 ノーザンファーム ４６６－ ６ （競走中止） ３７．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４６，８６２，６００円 複勝： １４６，２２０，３００円 枠連： ９１，７２７，８００円

普通馬連： ６１８，６６３，４００円 馬単： ５３８，９５４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５０，５８６，３００円

３連複： ６１１，３８９，５００円 ３連単： １，６１８，１２５，０００円 計： ３，９２２，５２９，７００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １００円 � １５０円 � １２０円 枠 連（３－８） ３６０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １５０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ２，３７０円

票 数

単勝票数 計１４６８６２６ 的中 � ６７４７２３（１番人気）
複勝票数 計１４６２２０３ 的中 � ５３９４３４（１番人気）� １８８３１０（３番人気）� ２９２４１９（２番人気）
枠連票数 計 ９１７２７８ 的中 （３－８） １８９３１０（２番人気）
普通馬連票数 計６１８６６３４ 的中 �� ８２５０５４（２番人気）
馬単票数 計５３８９５４８ 的中 �� ４５４９２８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５０５８６３ 的中 �� １８５２２０（２番人気）�� ３０７５６６（１番人気）�� ８５６９９（５番人気）
３連複票数 計６１１３８９５ 的中 ��� ６９３０６０（２番人気）
３連単票数 計１６１８１２５０ 的中 ��� ５０５２０２（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．３―３６．６―４８．９―１：０１．４―１：１４．４―１：２６．９―１：３８．７―１：５０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
フサイチホウオー �

�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１０．８ 東京１着

２００４．２．１６生 牡２鹿 母 アドマイヤサンデー 母母 ムーンインディゴ ３戦３勝 賞金 ７１，９０３，０００円
〔競走中止〕 グッドラックアワー号は，競走中に疾病〔左手根骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 フサイチホウオー号の騎手安藤勝己は，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。
※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。



３４０８４１２月２３日 晴 良 （１８阪神３）第７日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１２� マンジュデンコウベ 牡６栗 ５７ 武 英智カネキ競走馬� 田所 清広 浦河 本巣 敦 ４６６－ ４１：２５．１ ２１．７�

８１６ ゴービハインド 牡３鹿 ５６ C．ルメール �ノースヒルズマネ
ジメント 山本 正司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８－ ２１：２５．３１� ３．５�

（仏）

３６ � ファインスティール 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 白老ファーム ５１８－ ６ 〃 クビ ３３．４�
７１４� ミヤジヒート 牡３鹿 ５６

５３ ▲上野 翔曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４９４－ ６１：２５．４� ５６．１�
５１０ ルックミーナウ 牡７青鹿５７ 幸 英明 �社台レースホース松元 省一 白老 白老ファーム ５３２＋ ４１：２５．５クビ ３１．１�
２４ � オッティミスタ 牡４栗 ５７ 太宰 啓介藤田 孟司氏 太宰 義人 早来 ノーザンファーム ５２４－ ６ 〃 ハナ ８．０	
２３ マルブツランナー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４６２－ ６ 〃 ハナ １４．８

６１１� カイテキネオ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大国本 勇氏 中尾 秀正 門別 前川 義則 ４５８－ ４ 〃 クビ ７．１�
７１３ デ ュ ヴ ァ ル 牡５鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５３６＋ ４１：２５．７	 ２．４�
３５ � シンメイガルダン 牡４鹿 ５７ 小牧 太織田 芳一氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム B４７２－ ２１：２６．０１	 ５２．５
４８ ハリーコマンド 
６黒鹿５７ 柴原 央明高田 久成氏 鹿戸 幸治 三石 本桐牧場 ４８２－ ４１：２６．１	 １３１．４�
１２ � チャイナドール 牝５鹿 ５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９８± ０１：２６．３１� １８８．３�
１１ � レオフォーレンス 牝５鹿 ５５ 池添 謙一�レオ 萱野 浩二 浦河 江谷 重雄 ４６０－ ８１：２６．４クビ ９６．０�
５９ シュウザンコンドル 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎平 光良氏 池上 昌弘 門別 佐々木牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ ６３．８�
８１５ マイティシルバー 牡４鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士世賀 聖啓氏 領家 政蔵 静内 静内酒井牧場 ４７２± ０１：２７．２５ ３０．３�

（１５頭）
４７ � サンレイラピッヅ 牡６鹿 ５７ M．モンテリーゾ 永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 谷川牧場 ５１６＋ ２ （競走除外）

（伊）

売 得 金

単勝： ４７，６５１，３００円 複勝： ７３，９７１，４００円 枠連： ７４，０３７，２００円

普通馬連： ２８２，１１０，６００円 馬単： ２０５，７８０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，５６０，９００円

３連複： ２５４，２３１，３００円 ３連単： ６１２，１０５，７００円 計： １，６２２，４４９，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２，１７０円 複 勝 � ４５０円 � １８０円 � ７５０円 枠 連（６－８） ９２０円

普通馬連 �� ３，９５０円 馬 単 �� １１，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３５０円 �� ４，３８０円 �� ２，０５０円

３ 連 複 ��� ２７，５７０円 ３ 連 単 ��� ２０６，９４０円

票 数

単勝票数 差引計 ４７６５１３（返還計 １７０２） 的中 � １７３１４（６番人気）
複勝票数 差引計 ７３９７１４（返還計 ３９９１） 的中 � ３８９３０（６番人気）� １４０３４６（２番人気）� ２１６８７（８番人気）
枠連票数 差引計 ７４０３７２（返還計 ４８７） 的中 （６－８） ５９７６６（４番人気）
普通馬連票数 差引計２８２１１０６（返還計 ３２４２０） 的中 �� ５２７１８（１２番人気）
馬単票数 差引計２０５７８０６（返還計 ２２９２３） 的中 �� １３３９７（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ７２５６０９（返還計 １２３８０） 的中 �� １３５４２（１２番人気）�� ３９９６（４０番人気）�� ８７１１（２０番人気）
３連複票数 差引計２５４２３１３（返還計 ５６９３７） 的中 ��� ６８０７（６７番人気）
３連単票数 差引計６１２１０５７（返還計１２７０２５） 的中 ��� ２１８３（４４６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．７―１２．１―１２．５―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３４．８―４６．９―５９．４―１：１１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３８．２
３ ・（１６，６）１５，２（１１，１４）（５，４）（９，１３）（３，１０）８（１，１２） ４ ・（１６，６）（２，１１，１５，１４）（５，４，１３）（３，９，１０）（８，１２）１

勝馬の
紹 介

�マンジュデンコウベ �
�
父 マンジュデンカブト �

�
母父 イエローゴツド デビュー ２００３．１．５ 京都７着

２０００．４．１３生 牡６栗 母 マンジユデンレデイ 母母 クイーンズネヴアーベンド ３４戦４勝 賞金 ５６，５０８，０００円
〔騎手変更〕 シンメイガルダン号の騎手藤田伸二は，騎乗停止のため小牧太に変更。
〔競走除外〕 サンレイラピッヅ号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
※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 クリアヴィジョン号・スリーリクエスト号・セレスクラブ号・ホシシャトル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（１８阪神３）第７日 １２月２３日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２３２，４００，０００円
８，４００，０００円
１３，９００，０００円
２，３００，０００円
８００，０００円
１，８４０，０００円
２４，１９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，９３０，０００円
５，４１１，８００円
１，７６７，５００円

勝馬投票券売得金
４１２，６９３，０００円
５１６，９０８，７００円
４６３，３３０，３００円
１，９９４，１５４，０００円
１，６８０，７２８，０００円
５００，７１１，１００円
２，１３６，０８２，２００円
３，１６５，０１５，５００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １０，８６９，６２２，８００円

総入場人員 ２７，８２７名 （有料入場人員 ２５，９３８名）




