
３４０７３１２月２２日 雨 良 （１９阪神５）第７日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５分 （ダート・右）

牝，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 ハーバークイーン 牝２栗 ５４ 岩崎 祐己菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４９２－ ２１：２６．９ ４１．７�

３５ マイヴィーナス 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介�RRA 高木 登 浦河（有）ビクトリーホース
ランチ 荻野 豊 ４４２－ ６１：２７．１１� ６．８�

３６ �� キンショーオトヒメ 牝２栗 ５４ 安藤 勝己礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４３６＋ ２ 〃 アタマ ２．７�
５１０� メイショウセラヴィ 牝２鹿 ５４ 幸 英明松本 好�氏 武田 博 浦河 松栄牧場 ４３６－１０１：２７．２� １２．１�
５９ エイトシード 牝２鹿 ５４ 吉田 豊玉置 辰次氏 南田美知雄 静内 片岡 博 ４１６－ ８１：２７．６２� ７７．３�
２３ �� シゲルハラパン 牝２鹿

５４
５１ ▲田中 克典森中 蕃氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４３４± ０１：２７．７� １７９．９	

４７ シベリアンマグピー 牝２芦 ５４
５３ ☆北村 友一藤田与志男氏 天間 昭一 新冠 村上 雅規 ４４２－ ２１：２８．０２ １９９．３


７１４� ユキノハボタン 牝２栗 ５４ 福永 祐一遠藤 宗義氏 領家 政蔵 門別 川端 正博 ４５４－ ２１：２８．１� ２．１�
１１ � エバーラスティング 牝２鹿 ５４ 荻野 要 �カタオカファーム目野 哲也 静内 カタオカフアーム ４３８± ０１：２８．４１� １１３．６
１２ ニシノクニカラ 牝２栗 ５４ 藤田 伸二西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４２６－ ２１：２８．５� ２７．６�
４８ � ボナジョルナータ 牝２青 ５４ 竹之下智昭遠藤 喜松氏 梅田 智之 静内 田原橋本牧場 ４４０－ ２１：２９．４５ ４０．０�
８１６�� マジヤバーイ 牝２芦 ５４ 北村 浩平加藤 信之氏 本田 優 三石 斉藤スタッド ４２０＋ ６１：３０．０３� ４０．８�
６１２ ホッコーマイクイン 牝２鹿 ５４ 池添 謙一矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４５０－ ４１：３０．２１� ５５．９�
７１３ キクノフレシュ 牝２鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅菊池 五郎氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４５０＋ ４１：３０．３クビ ２８５．２�
６１１ エムティドリーム 牝２鹿 ５４ 武 英智伊藤 正男氏 西橋 豊治 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４３４－１０１：３０．５１� ４０５．３�

（１５頭）
２４ プロヴィナージュ 牝２鹿 ５４ 武 豊林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５２４＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ９，１５４，３００円 複勝： １２，４７１，９００円 枠連： １４，６５１，２００円

普通馬連： １７，２８４，７００円 馬単： １９，９６７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ７，４６１，８００円

３連複： １７，３３４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ９８，３２５，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４，１７０円 複 勝 � ４２０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（３－８） ３，１１０円

普通馬連 �� ４，８３０円 馬 単 �� １２，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� １，０３０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ４，１７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ９１５４３（返還計 ７０８４２） 的中 � １７３４（８番人気）
複勝票数 差引計 １２４７１９（返還計 ６６０３５） 的中 � ４８５８（５番人気）� １８６２８（３番人気）� ４１５８８（１番人気）
枠連票数 差引計 １４６５１２（返還計 ６７３） 的中 （３－８） ３４７９（８番人気）
普通馬連票数 差引計 １７２８４７（返還計３５４０３０） 的中 �� ２６４３（１４番人気）
馬単票数 差引計 １９９６７６（返還計４２５５９７） 的中 �� １１６０（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ７４６１８（返還計１０２２５１） 的中 �� １１９３（１４番人気）�� １６５３（１１番人気）�� ７８２４（２番人気）
３連複票数 差引計 １７３３４２（返還計６８５２０８） 的中 ��� ３０６９（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．４―４８．１―１：００．７―１：１３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーバークイーン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２００７．９．３０ 阪神６着

２００５．３．２３生 牝２栗 母 ソシアルクイーン 母母 ニーストウシヨウ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走除外〕 プロヴィナージュ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ハーバークイーン号の騎手岩崎祐己は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。
※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） ４頭 アドマイヤサクラ号・タガノクリスエス号・テイエムセレス号・メイショウレーナ号
（非抽選馬） ２頭 シゲルキボウ号・マイネアクトナイン号



３４０７４１２月２２日 雨 良 （１９阪神５）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

２４ マイネラロンハ 牝２栗 ５４
５１ ▲船曳 文士 �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 ４５８± ０１：１１．０レコード ３９．１�

８１５� アンジェロバンダム 牡２鹿 ５５ C．ルメール 山科 統氏 柴田 政見 浦河 鮫川牧場 ５１６＋ ２１：１２．４９ ２．２�
（仏）

３５ � メイショウイッキ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎松本 好�氏 安田伊佐夫 浦河 浦河日成牧場 ４６４－ ６１：１３．７８ ６．０�
５９ � リネンエース 牡２鹿 ５５ 石神 深一戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 B４５２＋ ４１：１３．９１ ２４．６�
７１４� リリーレインボー 牡２青鹿５５ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 谷口育成牧場 ４８８＋１６１：１４．０� ６．９�
５１０� マイネルスカール 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 坂元 芳春 ４６０± ０１：１４．５３ ２９．８	
１２ �� ナリタスカーレット 牝２鹿 ５４ 和田 竜二�オースミ 木原 一良 浦河 江渡 繁治 ４２０＋１０ 〃 クビ １００．３

７１３� スリーリンクス 牝２黒鹿５４ 岩崎 祐己永井商事� 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４３６－ ４１：１４．７１� ３０４．２�
８１６� ラヴァーズテーラー 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二中西 浩一氏 平田 修 静内 岡田スタツド ４２４－ ２１：１４．９１ ６．４�
１１ ウインザハギ 牡２栗 ５５ O．ペリエ �田 三郎氏 境 直行 浦河 出口 宜己 ４６２＋ ６１：１５．２１� ９．９

（仏）

４７ �� ス ピ ー ド 牡２栗 ５５ 岩田 康誠山口 �一氏 斎藤 宏 静内 荒谷 英俊 ４６２＋ ４１：１５．３クビ ９．９�
３６ イントラストミー 牝２黒鹿５４ 石橋 守松尾 正氏 西塚 安夫 三石 大塚牧場 ４４４＋ ２１：１５．５１� １４０．１�
４８ シゲルウィッシュ 牡２芦 ５５ 角田 晃一森中 蕃氏 坪 憲章 三石 沖田 繁 ４６０＋１０１：１５．８１� ２２３．１�
２３ ヴォレハクユウ 牡２鹿 ５５

５４ ☆北村 友一伊藤 博文氏 浜田 光正 三石 沖田 忠幸 ４９６－ ４１：１６．０１� １７３．１�
６１１� ドリームガールズ 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 �エクセルマネジメント田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４３６± ０１：１６．４２� １６８．５�
６１２� デインヒルパッショ 牝２栗 ５４

５１ ▲田中 克典岸田 勝宏氏 服部 利之 静内 山際 智 ４４２± ０１：１７．４６ ４１２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２８５，１００円 複勝： ２０，５３８，０００円 枠連： １７，３０７，８００円

普通馬連： ５４，８１４，９００円 馬単： ５４，９８３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７２１，６００円

３連複： ８０，９３０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２６１，５８１，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３，９１０円 複 勝 � ６００円 � １２０円 � １８０円 枠 連（２－８） ４，０５０円

普通馬連 �� ６，０７０円 馬 単 �� １４，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７００円 �� ３，１５０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １０，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５２８５１ 的中 � ３０８５（９番人気）
複勝票数 計 ２０５３８０ 的中 � ５５９４（９番人気）� ６６５７９（１番人気）� ２７８５１（２番人気）
枠連票数 計 １７３０７８ 的中 （２－８） ３１５５（１５番人気）
普通馬連票数 計 ５４８１４９ 的中 �� ６６７０（１９番人気）
馬単票数 計 ５４９８３９ 的中 �� ２７６３（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７２１６ 的中 �� ２４２１（２１番人気）�� １２８２（３０番人気）�� １３５７３（４番人気）
３連複票数 計 ８０９３０２ 的中 ��� ５５６１（３２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．４―１１．７―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．６―４６．３―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネラロンハ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００７．１０．２７ 京都１１着

２００５．４．２生 牝２栗 母 コスモバレンシア 母母 スナークバンダム ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ウインザハギ号の騎手O．ペリエは，下見所集合について注意義務を怠り過怠金１０，０００円。
〔その他〕 ウインザハギ号・スピード号・イントラストミー号・シゲルウィッシュ号・ヴォレハクユウ号・ドリームガールズ号・

デインヒルパッショ号は，１着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アイアングリーン号
（非抽選馬）１６頭 アイファーミラクル号・カゼノオーラ号・キリポラリス号・クリノモンブラン号・ジエクストリーム号・

ショウナンアローン号・ショウナンカザン号・スパークルキング号・ダイワマーベリック号・テイエムデスカイ号・
バトルウィン号・ファイナルパンチ号・マリエングローリー号・メイケイクリプトン号・ユーセイプリンセス号・
ラベルフィーユ号

※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２２日 雨 良 （１９阪神５）第７日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時０５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

７１４� ヴェルザンディ 牝２鹿 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２１：３６．１ ３．９�

１１ � アグネスムーン 牝２鹿 ５４ 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ４８４－ ２１：３６．２� １５．１�
３５ � ラヴファンタジスタ 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己山本 英俊氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２１：３６．４１	 ２．５�
７１３� コーニングストーン 牝２鹿 ５４ 角田 晃一後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４６４－ ２１：３６．６１	 ２５．５�
４７ 
 マイネルコルベット 牡２黒鹿５５ C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Ballymacoll
Stud Farm Ltd ４７６＋ ２ 〃 クビ ８．８�

（仏）

８１６� グッドバニヤン 牡２栃栗５５ 和田 竜二津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４３０－ ２１：３６．８１� １５．２	
５９ � メイショウラフログ 牡２青鹿５５ 福永 祐一松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 村下 明博 ４６６－ ４１：３６．９� １８．９

６１２� アウロラプラネット 牝２鹿 ５４ 川田 将雅西浦 和男氏 音無 秀孝 門別 出口牧場 ４４０－ ６１：３７．１１� １８．６�
４８ � ユウキラッシュ 牝２芦 ５４

５１ ▲田中 克典嶋倉 久榮氏 梅田 康雄 門別 日西牧場 ４５６－ ８１：３７．３１� ５８．６�
２４ インテンスブルー 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 市川 義美氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 ４６４＋ ２１：３７．６１� １０．７

（仏）

１２ ロードエスクード 牡２栗 ５５ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４４２＋ ４ 〃 クビ ２５．４�
２３ � フサイチフウジン 牡２青鹿５５ 武 幸四郎関口 房朗氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４１２－ ４１：３７．７クビ ３８．８�
３６ � ユウターボーイ 牡２鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅上山 利広氏 佐藤 正雄 新冠 小田 健一 ４１８－ ６ 〃 ハナ １９６．８�
８１８ プレストンペスカ 牡２鹿 ５５ 田中 剛ユーモード 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４５４± ０１：３７．８� ８５．４�
７１５� マイネルスウィング 牡２栗 ５５ 北村 浩平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム ４８６＋ ６１：３８．１１� ２５６．４�
８１７� キャナレット 牝２鹿 ５４ 幸 英明香川 憲次氏 木原 一良 門別 白井牧場 ４４０－ ２１：３８．４１� ２６４．１�
６１１ ニホンピロリッチ 牡２黒鹿５５ 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 B４７２＋ ４１：３８．７１� １５６．４�
５１０� パトロネッサ 牝２青 ５４ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 早来 ノーザンファーム ４７４－ ６１：３９．１２� ２２７．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，０４５，４００円 複勝： ２７，２７１，６００円 枠連： ２１，０８０，６００円

普通馬連： ７４，９０９，０００円 馬単： ６６，４２１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６５１，８００円

３連複： １０８，６７９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３４３，０５９，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ３００円 � １２０円 枠 連（１－７） １，８１０円

普通馬連 �� ３，５００円 馬 単 �� ６，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ２００円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ３，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１０４５４ 的中 � ４２９７８（２番人気）
複勝票数 計 ２７２７１６ 的中 � ４４８７３（２番人気）� １６４０３（６番人気）� ８２６１７（１番人気）
枠連票数 計 ２１０８０６ 的中 （１－７） ８５９７（８番人気）
普通馬連票数 計 ７４９０９０ 的中 �� １５８０７（１３番人気）
馬単票数 計 ６６４２１５ 的中 �� ８０５０（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６５１８ 的中 �� ３８１８（１５番人気）�� ３７１８６（１番人気）�� ７３５５（５番人気）
３連複票数 計１０８６７９３ 的中 ��� ２６６００（４番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．８
３ ・（５，７）１２（９，１８）（２，１３）（８，１４）１６（６，１）１５（４，１１）（３，１０）－１７ ４ ・（５，７）（１２，１８）（９，１３）１４（２，８，１）（４，１６）（６，１５）（３，１１，１０）１７

勝馬の
紹 介

�ヴェルザンディ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Alzao デビュー ２００７．１２．８ 阪神３着

２００５．４．１０生 牝２鹿 母 ウインドインハーヘア 母母 Burghclere ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００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 ミラクルシャトー号・メイショウエビス号
※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２２日 雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９阪神５）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� コースレコード３：１５．７良・良

５７ �� シゲルイサイダカ 牡４鹿 ６０ 林 満明森中 蕃氏 坪 憲章 豪 Boxgrove
Pastoral Co ５２０＋ ２３：２１．７ ３．７�

５８ � オーゴンコウテイ 牡６鹿 ６０ 出津 孝一冨沢 敦子氏 崎山 博樹 静内 高橋 誠次 ４８６± ０３：２１．８� ２４．６�
７１２ ハストラング 牡３鹿 ５８ 仲田 雅興岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４６２－ ６３：２３．７大差 １１２．９�
１１ �	 シゲルダンプウ 牡６青鹿６０ 白坂 聡森中 蕃氏 須貝 彦三 静内 坂本 春信 ５５０－ ６３：２４．２３ １１．１�
３３ � フサイチエーシック 
５栗 ６０ 田中 剛関口 房朗氏 古賀 史生 米 F.J.F.M., LLC ４５６－ ８３：２４．３� １６．２�
３４ � ナムラモーリス 牡３黒鹿５８ 金折 知則奈村 信重氏 五十嵐忠男 門別 いとう牧場 ４６４＋ ８３：２６．９大差 １３．６�
２２ � マシロンガール 牝４芦 ５８ 南井 大志平井 豊光氏 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ４３２－１０３：２７．５３� ３０．４�
７１１ エムテイコウテン 牡５栗 ６０ 黒岩 悠山本 治氏 服部 利之 門別 日西牧場 ４７４＋ ６３：２７．８２ １４４．５	
４５ � トーアセンヒメ 牝５栗 ５８ 北沢 伸也東亜駿馬
 大根田裕之 豊浦トーア牧場 ４３６－ ４３：２９．８大差 ３４．７�
６９ � ローラングリフ 牝３鹿 ５６ 宇田登志夫斉藤 敏博氏 水野 貴広 三石 元道牧場 ４３６－ ５３：４２．２大差 １３６．４�
４６ � ハッスルシチー 
５栗 ６０ 矢原 洋一 
友駿ホースクラブ 平井 雄二 米 Thomas/

Lakin ４７２－１２３：４６．８大差 ７５．３
８１４ メジロビアンカ 牝３鹿 ５６ 高野 和馬�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺 メジロ牧場 ４９６－ ２ （競走中止） ９１．４�
８１３ コ マ チ 牝３青鹿５６ 植野 貴也江川 伸夫氏 矢野 進 新冠 川上牧場 ４０８－２２ （競走中止） ６７．７�
６１０� テイエムニンジャ 牡３鹿 ５８ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 五十嵐忠男 三石 猪野毛牧場 ４７０＋ ２ （競走中止） １．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，２７６，５００円 複勝： １１，８４９，３００円 枠連： １８，１０１，３００円

普通馬連： ５１，４８７，７００円 馬単： ６０，７７９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６５１，４００円

３連複： ８６，２４３，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２５６，３８９，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � ５１０円 � ２，６６０円 枠 連（５－５） ２，５９０円

普通馬連 �� ２，７６０円 馬 単 �� ３，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� ４，７００円 �� １０，５８０円

３ 連 複 ��� ４８，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４２７６５ 的中 � ３０５５５（２番人気）
複勝票数 計 １１８４９３ 的中 � ２４３４７（２番人気）� ５５０１（７番人気）� ９１４（１２番人気）
枠連票数 計 １８１０１３ 的中 （５－５） ５１７４（６番人気）
普通馬連票数 計 ５１４８７７ 的中 �� １３８００（１０番人気）
馬単票数 計 ６０７７９７ 的中 �� １１２６０（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６５１４ 的中 �� ４４８３（９番人気）�� ６９７（３４番人気）�� ３０７（５５番人気）
３連複票数 計 ８６２４３７ 的中 ��� １３１５（８５番人気）

上り １マイル １：４８．８ ４F ５３．９－３F ４１．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
シゲルイサイダカ �

�
父 Fantastic Light �

�
母父 Superbity

２００３．８．１４生 牡４鹿 母 Superb Prospect 母母 Prospector’s Charm 障害：２戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ハッスルシチー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔競走中止〕 テイエムニンジャ号は，１周目４号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

コマチ号・メジロビアンカ号は，６号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ウォーライクトニー号・ドリームゲッター号・マイネルエクセラン号・ヤマカツマドンナ号・ヤマニンスピラール号
（非抽選馬） ３頭 スガーペンタイア号・スリープレアデス号・ブルーショットガン号



３４０７７１２月２２日 雨 稍重 （１９阪神５）第７日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時２５分 （ダート・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

１：２４．５
１：２３．１

良

重

４５ シークエスト 牡２黒鹿５５ 武 豊宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 秋場牧場 ４９０ ―１：２５．４ １．５�

６９ � ヴィクトリアルイゼ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠加藤 信之氏 水野 貴広 新冠 富本 茂喜 ４８６ ―１：２６．４６ ４．５�
７１０ タムロチェスト 牡２栗 ５５ 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４６６ ―１：２７．１４ ６．３�
３３ � ペプチドアトム 牡２鹿 ５５ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８４ ― 〃 クビ １４．７�
１１ チキリブラウン 牡２鹿 ５５ 黒岩 悠西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 浦河小林牧場 B４４８ ―１：２７．２� ３４．１�
２２ � タガノブラックヒル 牡２黒鹿５５ 橋本 美純八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０２ ―１：２７．７３ ５０．１�
７１１� チャームマロン 牝２栗 ５４ 小牧 太タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４４０ ―１：２７．８� １７７．４	
４４ � アリオンシチー 牡２鹿 ５５ 北村 浩平 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 幾千世牧場 ４４８ ―１：２７．９クビ １０８．５

５７ ナムラソワン 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４８０ ―１：２８．７５ ５７．２�
６８ � カネトシフローラル 牝２鹿 ５４ 川田 将雅兼松 利男氏 五十嵐忠男 浦河 村下 明博 ４１０ ―１：２９．４４ １０６．６�
５６ � キラーパンサー 牡２芦 ５５

５４ ☆北村 友一山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４８４ ―１：３０．３５ １０９．６
８１３ ゲイリーリバイバル 牝２栗 ５４ 竹之下智昭中村 浩章氏 増本 豊 平取 高橋 啓 ４４４ ―１：３０．４� １０７．８�
８１２ ロングサプライズ 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎中井 敏雄氏 安田伊佐夫 浦河 小島牧場 ４９４ ―１：３２．８大差 ８４．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，３５２，７００円 複勝： １７，４１５，１００円 枠連： １７，２９０，０００円

普通馬連： ５６，０８３，５００円 馬単： ８３，９５３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４６０，６００円

３連複： ８８，９３２，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３０４，４８７，９００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １３０円 枠 連（４－６） ２９０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� １９０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２３５２７ 的中 � １２２１４５（１番人気）
複勝票数 計 １７４１５１ 的中 � ７３７１２（１番人気）� ３０３２５（２番人気）� ２７７７７（３番人気）
枠連票数 計 １７２９００ 的中 （４－６） ４５２６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５６０８３５ 的中 �� １３８８７６（１番人気）
馬単票数 計 ８３９５３１ 的中 �� １４４７６９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４６０６ 的中 �� ３６１２２（１番人気）�� ２４２７６（２番人気）�� １２７５４（４番人気）
３連複票数 計 ８８９３２９ 的中 ��� １７４３１２（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３６．０―４８．２―１：００．４―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シークエスト �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 Lear Fan 初出走

２００５．４．１３生 牡２黒鹿 母 シュガースポット 母母 トゥースフェアリー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロングサプライズ号は，平成２０年１月２２日まで平地競走に出走できない。
※キラーパンサー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３４０７８１２月２２日 雨 稍重 （１９阪神５）第７日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時５５分 （芝・右・外）

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

１：４７．６
１：４６．７

良

良

８１７ パリスエトランゼル 牝２鹿 ５４ 和田 竜二 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５０８ ―１：５２．５ ８４．９�

６１１ ポーラーライツ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 池江 泰郎 追分 追分ファーム ４９０ ―１：５２．８２ １１．２�
５１０� ミダースタッチ 牡２栗 ５５ 安藤 勝己金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５２０ ―１：５３．０１ ４．４�
２４ � キングオブカルト 牡２鹿 ５５ O．ペリエ �ダノックス 池江 泰寿 米 Watership

Down Stud ４４０ ― 〃 クビ ５．１�
（仏）

３５ マ ゼ ラ ン 牡２鹿 ５５ 武 豊 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５３６ ―１：５３．１クビ ６．２�
８１６� フィッツロイ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ５０４ ―１：５３．２	 ６．４	
１２ ホワイトピルグリム 牡２芦 ５５ 吉田 豊�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４５４ ―１：５３．３クビ ２９．７

６１２� マッキーマイスター 牡２栗 ５５ 藤田 伸二薪浦 亨氏 藤原 英昭 早来 吉田 三郎 ４７２ ―１：５３．６２ ９．０�
１１ � ダークジャケット 牡２黒鹿５５ 池添 謙一 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ５２２ ―１：５３．９２ ３２．９�
８１５� チョウラブラブ 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 平山牧場 ４４４ ― 〃 ハナ ８０．５
３６ � アンダーカウンター 牡２栗 ５５ 四位 洋文加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne

L Morris Sr. ５０４ ―１：５４．７５ １６．２�
７１３� カネダイシシャモ 牝２鹿 ５４ 角田 晃一大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４６４ ―１：５４．８
 ３２１．３�
５９ � ブライティアダンス 牝２青 ５４ 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４７０ ―１：５５．０１� ９７．１�
２３ � エイシンジャガー 牝２鹿 ５４ 川田 将雅平井 豊光氏 小崎 憲 浦河 宮村牧場 ４７４ ―１：５５．３１
 ７．７�
７１４ プ ッ チ ー ニ 牡２鹿 ５５ C．ルメール 難波 経雄氏 西園 正都 浦河 信成牧場 ５２０ ―１：５５．４	 ８２．１�

（仏）

４７ � カリスマシャチョウ 牡２鹿 ５５ 幸 英明池田 實氏 武田 博 浦河トラストスリーファーム ４７８ ―１：５６．８９ １４９．２�
４８ � ユ ウ ユ ウ ト 牡２鹿 ５５

５４ ☆北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 平取 高橋 幸男 B４８６ ―２：０３．４大差 １３１．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １９，９３５，３００円 複勝： ２３，５０２，８００円 枠連： ２１，４３７，３００円

普通馬連： ７１，７１２，５００円 馬単： ６５，２１４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４１６，０００円

３連複： ９４，６９０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３１４，９０８，３００円

払 戻 金

単 勝 � ８，４９０円 複 勝 � ２，３７０円 � ３５０円 � １８０円 枠 連（６－８） １，５６０円

普通馬連 �� ７６，６００円 馬 単 �� １５３，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４，１６０円 �� １０，１８０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� １１２，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９３５３ 的中 � １８５１（１３番人気）
複勝票数 計 ２３５０２８ 的中 � ２０１４（１４番人気）� １６９１９（７番人気）� ４４６５２（１番人気）
枠連票数 計 ２１４３７３ 的中 （６－８） １０２０３（９番人気）
普通馬連票数 計 ７１７１２５ 的中 �� ６９１（８９番人気）
馬単票数 計 ６５２１４２ 的中 �� ３１４（１７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４１６０ 的中 �� ３１２（８５番人気）�� ４３５（６９番人気）�� ４７７２（１０番人気）
３連複票数 計 ９４６９０２ 的中 ��� ６１９（１９３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．８―１３．５―１３．４―１３．１―１１．７―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３７．３―５０．８―１：０４．２―１：１７．３―１：２９．０―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パリスエトランゼル �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Carson City 初出走

２００５．４．１８生 牝２鹿 母 リージェンエトランジェール 母母 Le Clerc １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 チョウラブラブ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 チョウラブラブ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウユウト号は，平成２０年１月２２日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４０７９１２月２２日 雨 稍重 （１９阪神５）第７日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３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 ７，４００，０００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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５１０� アドマイヤリバティ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ４５２＋２０１：２４．３ ６．０�

３６ ベ ン ケ イ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新冠 アサヒ牧場 ５２８＋２２１：２４．８３ １２．７�
２４ ラ イ モ ン 牡５栃栗５７ C．ルメール 齊藤四方司氏 堀 宣行 浦河 大島牧場 B４７８－ ２１：２５．１１� １４．６�

（仏）

１２ � イッツソークール 牡４青鹿 ５７
５６ ☆北村 友一林 邦良氏 小島 茂之 浦河 高野牧場 ４７４－ ２１：２５．４１� ９６．６�

２３ トウカイインパクト 牡３黒鹿５６ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 門別 福満牧場 B５０４＋１０１：２５．５	 ２０．３�
５９ 
 ボーナスフィーバー 牡４鹿 ５７ 武 豊青山 洋一氏 森 秀行 米 Arthur Hancock

& Stonerside Ltd. ４９２＋ ２ 〃 アタマ １．９�
６１１ エルカミニート 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山下 恭茂 B５３０－ ８１：２５．６クビ ３４．５�
８１５� ヘッドライナー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 	社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６＋ ６ 〃 アタマ ６．４

７１４ フウランジョー 牡６栗 ５７ 小牧 太河内 孝夫氏 岡田 稲男 門別 浜本牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ ６６．５�
８１６ ワンダーポデリオ 牡３鹿 ５６ 石橋 守山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４５８＋ ４ 〃 アタマ １８．８�
４８ タニノロッキー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 B４５２－ ４１：２５．７� ５６．２
１１ ア ー ビ タ ー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典関 駿也氏 畠山 重則 新冠 八木 常郎 B４４６－ ４１：２６．０１� ２１１．２�
７１３� メインバンク 牡４鹿 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 大久保龍志 門別 出口牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ６１．４�
４７ �� インテリアトリム 牝５鹿

５５
５２ ▲船曳 文士平井 裕氏 平田 修 門別 下河辺牧場 ４９４＋ ５１：２６．３１� １１５．１�

６１２
 フリーアディション 牡３黒鹿５６ 吉田 豊青木 基秀氏 宗像 義忠 米 Manga-
naro LLC B５５４＋ ２１：２６．６１� １９．１�

３５ � カシノトーマス 牡５鹿 ５７
５４ ▲田村 太雅柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 ４７６＋１０１：２７．７７ ３１６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７０２，４００円 複勝： ２５，４４３，１００円 枠連： ２５，１７５，３００円

普通馬連： ８３，８９７，６００円 馬単： ７５，４０３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３４９，６００円

３連複： １１３，０２０，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３６６，９９２，０００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２７０円 � ３６０円 � ４００円 枠 連（３－５） １，０４０円

普通馬連 �� ３，４８０円 馬 単 �� ６，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� １，７１０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� １４，５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１７０２４ 的中 � ２８７４１（２番人気）
複勝票数 計 ２５４４３１ 的中 � ２６６０６（３番人気）� １８１３２（４番人気）� １６１１６（５番人気）
枠連票数 計 ２５１７５３ 的中 （３－５） １７９０３（５番人気）
普通馬連票数 計 ８３８９７６ 的中 �� １７８２１（１１番人気）
馬単票数 計 ７５４０３３ 的中 �� ８３６０（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３４９６ 的中 �� ４５８９（１０番人気）�� ３２０８（２０番人気）�� ３４４５（１７番人気）
３連複票数 計１１３０２０７ 的中 ��� ５７３０（４７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１２．２―１２．５―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．９―４７．１―５９．６―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アドマイヤリバティ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．２．２４ 阪神４着

２００４．２．２８生 牡３鹿 母 リオデラプラタ 母母 マルテルプラタ ４戦２勝 賞金 １４，２５０，０００円
〔制裁〕 フリーアディション号の騎手吉田豊は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
※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） ３頭 サカイヤベンケイ号・ナイキアプロード号・ホッコーランチャー号
（非抽選馬） ３頭 サーユウジーン号・ゼンノビート号・マイネルグロッソ号
※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。



３４０８０１２月２２日 雨 稍重 （１９阪神５）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 （芝・右・外）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

６８ ダンスオールナイト 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４６０＋ ４１：５０．２ ５．１�

６９ エーシンサーフィン 牝３栗 ５４ 四位 洋文平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ５．７�
７１１�� マコトジョワイユー 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲田中 克典眞壁 明氏 橋本 寿正 様似 出口 繁夫 ４４２－ ２１：５０．３� ９．９�
２２ モンサンミシェル 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �社台レースホース鶴留 明雄 白老 追分ファーム ４２０－ ４１：５０．５１ ２．７�
５６ � ニットウサラン 牝４鹿 ５５ 幸 英明�日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ２８．８�
８１２� レフィナーダ 牝７鹿 ５５ O．ペリエ 広尾レース� 藤沢 和雄 静内 タイヘイ牧場 B４５８－ ４１：５０．６� ４．６	

（仏）

７１０ ヤマニンアリエル 牝５青鹿５５ 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ ３８．８

３３ ミスティックリバー 牝４黒鹿５５ 小牧 太 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４９６＋１６１：５１．４５ ２５．５�
８１３ エリモフィナーレ 牝４黒鹿５５ 和田 竜二山本 慎一氏 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４８８－ ２１：５１．６１� １０８．０�
５７ � ベビーフェイス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�富美男企画 飯田 雄三 三石 三石橋本牧場 ４３２＋１０１：５１．７� ２６．３
４４ � トーセントップラン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介島川 �哉氏 大久保龍志 静内 岡田スタツド ４７２＋１４１：５１．９１� ４２．５�
４５ レディキルシェ 牝５鹿 ５５ 武 幸四郎 �ロードホースクラブ 作田 誠二 門別 白井牧場 B４４４＋ ４１：５２．０	 ４２．４�
１１ グレイシアブルー 牝５青鹿 ５５

５４ ☆北村 友一吉田 勝己氏 庄野 靖志 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ６１：５２．３２ １２４．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，９２７，１００円 複勝： ２６，６８５，８００円 枠連： ２４，８７５，０００円

普通馬連： ８６，９４６，２００円 馬単： ８０，１２４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３６４，６００円

３連複： １２１，７５２，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３８３，６７６，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � ２５０円 枠 連（６－６） １，７９０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ６６０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ４，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９２７１ 的中 � ３０８８０（３番人気）
複勝票数 計 ２６６８５８ 的中 � ５０５９３（２番人気）� ３１６７７（４番人気）� ２５５１６（５番人気）
枠連票数 計 ２４８７５０ 的中 （６－６） １０３００（６番人気）
普通馬連票数 計 ８６９４６２ 的中 �� ４４１９９（６番人気）
馬単票数 計 ８０１２４９ 的中 �� ２５１０６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３６４６ 的中 �� １２４０４（５番人気）�� ８７３５（７番人気）�� ５４５２（１１番人気）
３連複票数 計１２１７５２９ 的中 ��� ２２３１５（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．４―３６．８―４９．４―１：０２．０―１：１４．４―１：２６．１―１：３７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンスオールナイト �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．９．１１ 札幌８着

２００３．３．８生 牝４鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ ２３戦４勝 賞金 ４８，６５０，０００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。



３４０８１１２月２２日 雨 稍重 （１９阪神５）第７日 第９競走 ��
��１，４００�クリスマスキャロル賞

発走１４時３０分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ４，８００，０００
４，８００，０００

円
円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円

付 加 賞 ４６２，０００円 ９９，０００
９９，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

１２ エレスサール 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介�アカデミー 池江 泰郎 門別 白井牧場 ５０６＋ ２１：２３．６ ３３．３�

２３ フミノバラード 牝６鹿 ５５ 池添 謙一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４７２＋ ８ 〃 クビ ４．６�
８１６� フィールドルーキー 牡６鹿 ５７ 幸 英明地田 勝三氏 藤岡 範士 浦河 山口 義彦 ５３４＋ ４ 〃 同着 ２９．０�
８１７ アドマイヤディーノ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８０＋１０１：２３．７クビ ５．４�
７１４ ウイングビート �４青鹿５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：２３．８	 ２８．７�
５１０
 セイウンワキタツ 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.

Herbener Jr. ４７４± ０ 〃 アタマ ８．４	
７１３�� シンデレラマン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �エクセルマネジメント坂口 正則 静内 桜井牧場 ４９０＋ ２１：２４．１２ ２８．４

６１１ ゲ イ ル 牡４鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ４ 〃 アタマ ６．２�
６１２ インプレッション �５黒鹿５７ 小牧 太前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００－ ２１：２４．３１� １７．７�
４７ � カームブレイカー 牡７栗 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５５０－ ２ 〃 クビ ３４．４
５９ � グランプリペガサス 牡５鹿 ５７ O．ペリエ �グランプリ 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ４１：２４．５１ ５７．０�

（仏）

３６ アドマイヤダーリン 牡４栃栗５７ C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９８± ０１：２４．６ １２．７�
（仏）

８１８ タケデンノキボー 牡６鹿 ５７ 田中 剛武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ５１４＋ ４ 〃 クビ ３１．１�
４８ フィールドカイザー 牡４栗 ５７ 武 英智地田 勝三氏 山内 研二 浦河 笠松牧場 ５１２＋３４１：２４．８１ １１４．７�
１１ �� ツルマルキセキ 牡３青鹿５６ 角田 晃一鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 城地 和義 ４５０＋ ６ 〃 ハナ ９３．７�
２４ ナイススマートワン 牝６青鹿５５ 秋山真一郎鈴木 伸昭氏 的場 均 新冠 高瀬牧場 ４６６－ ８１：２４．９	 ２４０．８�
７１５
 マルブツバンダリー 牡４栗 ５７ 岩田 康誠大澤 毅氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm Inc. &
Catesby W. Clay

５４６＋ ４１：２５．１	 １７．０�
３５ � ザ リ ー ン 牝３鹿 ５４ 武 豊田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４３２－ ２ 〃 ハナ ６．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，８６５，９００円 複勝： ５０，１１２，９００円 枠連： ４２，７７７，２００円

普通馬連： １７７，２４３，１００円 馬単： １１１，６００，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，４９５，２００円

３連複： １８７，８４０，９００円 ３連単： ４０４，６８５，１００円 計： １，０４６，６２１，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３，３３０円 複 勝 � ９１０円 �
�

１８０円
８３０円 枠 連（１－２）（１－８）

３，７７０円
３，９４０円

普通馬連 ��
��

４，１４０円
２６，６１０円 馬 単 ��

��
１１，１００円
６１，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】

��
��

２，５１０円
１３，１８０円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� ８３，９７０円 ３ 連 単 ���
���

３０６，６４０円
３９７，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２７８６５９ 的中 � ６６１１（１３番人気）
複勝票数 計 ５０１１２９ 的中 � １２０８１（１４番人気）� １０２７７６（１番人気）� １３３８０（１２番人気）
枠連票数 計 ４２７７７２ 的中 （１－２） ４１９１（２３番人気）（１－８） ４０１２（２６番人気）
普通馬連票数 計１７７２４３１ 的中 �� １５９５０（２９番人気）�� ２４４０（９７番人気）
馬単票数 計１１１６００９ 的中 �� ３７２１（８１番人気）�� ６７２（２１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４４９５２ 的中 �� ４４００（２７番人気）�� ８１８（１０８番人気）�� ４１０７（３０番人気）
３連複票数 計１８７８４０９ 的中 ��� １６５１（２２７番人気）
３連単票数 計４０４６８５１ 的中 ��� ４８７（１４２０番人気） ��� ３７６（１６８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．０―３５．７―４７．６―５９．２―１：１１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．０
３ １４，１５（３，１８）１３，１７（２，５，８）（４，７，１０）（１，１１，１２）（６，９）－１６ ４ １４（１５，１８）（３，１３）（１７，１０）（２，５，８）（１１，１２）（４，７）９（１，６，１６）

勝馬の
紹 介

エレスサール �
�
父 パントレセレブル �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００４．１１．１３ 京都２着

２００２．６．２生 牡５鹿 母 ゴールデンカラーズ 母母 Winning Colors ２１戦４勝 賞金 ６１，３３３，０００円
〔制裁〕 ウイングビート号の騎手川田将雅は，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 ワンダータバスコ号
※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２２日 雨 重 （１９阪神５）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�

ま や

摩耶ステークス
発走１５時０５分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，１８．１２．２３以降１９．１２．１６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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４８ � サトノスローン 牡４栗 ５６ O．ペリエ 里見 治氏 藤沢 和雄 米 Forging
Oaks LLC ４６２－ ６１：５０．７ ９．９�

（仏）

４７ � ナナヨーヒマワリ 牡６栗 ５５ 小原 義之尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５１２＋ ８１：５０．８� １８．９�
６１２� タガノサイクロン 牡４黒鹿５８ 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 門別 藤本 直弘 ４８６± ０１：５１．５４ ２．６�
７１３ ダイショウジェット 牡４鹿 ５６ 橋本 美純馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５５４－ ４１：５１．６� １６．４�
１２ � ケアレスウィスパー 牝３栗 ５２ 北村 友一吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４５４± ０１：５１．７クビ ４４．７�
２４ 	 ゼンノパルテノン 牡５栗 ５６ 飯田 祐史大迫久美子氏 松永 昌博 早来 ノーザンファーム ５３４＋ ６ 〃 クビ １４．０�
１１ � キングトップガン 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５０２＋１４１：５１．８クビ ４．７�
３５ ネ イ キ ッ ド 牡３栗 ５６ 川田 将雅前田 晋二氏 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８± ０１：５１．９
 ５．０	
７１４	 タバスコムスメ 牝４鹿 ５２ 竹之下智昭八木 昌司氏 武 邦彦 門別 浦新 徳司 ４４４± ０１：５２．４３ ７６．０

３６ � ラバグルート 牡６栗 ５３ 金折 知則 �サンデーレーシング 平田 修 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：５２．５
 １６４．２�
５１０ トラストセレビー 牡７鹿 ５４ 石橋 守菅波 雅巳氏 西塚 安夫 浦河 梅田牧場 ５３８－１４ 〃 アタマ １５４．０
６１１ ピ オ ー ネ 牡７鹿 ５４ 藤岡 佑介名古屋友豊� 作田 誠二 新冠 早田牧場新

冠支場 ５３２＋ ４１：５２．７１� ５４．３�
８１５� ビッグアラミス 牡５黒鹿５５ 和田 竜二百万 武夫氏 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ４６４－ ２１：５２．８� ７４．９�
２３ 	 コートユーフォリア 牡３栗 ５５ 小牧 太前田 幸治氏 岡田 稲男 浦河 昭和牧場 ４８６＋ ８１：５３．７５ ２５．６�
８１６ モ チ 牡３青鹿５５ 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５００＋ ６１：５５．１９ ４６．６�
５９ ミネルバサウンド 牝４鹿 ５３ 四位 洋文�ターフ・スポート松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４７２± ０１：５６．２７ ２９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，５６０，６００円 複勝： ５３，０７３，２００円 枠連： ３７，６１３，８００円

普通馬連： ２０１，８４０，５００円 馬単： １２７，６１８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，４３４，１００円

３連複： ２００，７９０，４００円 ３連単： ４８２，７０８，８００円 計： １，１８７，６３９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２７０円 � ３００円 � １４０円 枠 連（４－４） ６，６３０円

普通馬連 �� ７，２８０円 馬 単 �� １４，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０７０円 �� ６３０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ６，１８０円 ３ 連 単 ��� ５３，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３４５６０６ 的中 � ２７６６１（４番人気）
複勝票数 計 ５３０７３２ 的中 � ４４００６（４番人気）� ３７７８０（５番人気）� １３９４５４（１番人気）
枠連票数 計 ３７６１３８ 的中 （４－４） ４１８７（２０番人気）
普通馬連票数 計２０１８４０５ 的中 �� ２０４８０（２２番人気）
馬単票数 計１２７６１８５ 的中 �� ６５６１（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９４３４１ 的中 �� ５５５４（２１番人気）�� ２０１０５（４番人気）�� １９５９８（５番人気）
３連複票数 計２００７９０４ 的中 ��� ２３９９８（１８番人気）
３連単票数 計４８２７０８８ 的中 ��� ６６１５（１４７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１３．０―１２．４―１２．６―１２．５―１２．１―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３６．６―４９．０―１：０１．６―１：１４．１―１：２６．２―１：３８．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サトノスローン �
�
父 Woodman �

�
母父 Danzig デビュー ２００５．１２．２４ 中山６着

２００３．２．４生 牡４栗 母 Zarani Sidi Anna 母母 Emmaline １２戦５勝 賞金 ７３，７１０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミネルバサウンド号は，平成２０年１月２２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１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 イセノイチ号・クリーン号・コウエイノホシ号・サンワードラン号・シーサンダー号・スズカジョリーズ号・

ストラディヴァリオ号・セトノシェーバー号・ゼンノコーラル号・タガノエスペランサ号・タガノシャンハイ号・
タッチザピーク号・ピサノフィリップ号・ペディクラリス号・マイネルテセウス号・メイショウゲンスイ号・
ヤマカツブライアン号・ランダムシード号・ワーキングボーイ号

※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。



３４０８３１２月２２日 雨 重 （１９阪神５）第７日 第１１競走 ��
��２，０００�第２４回ラジオNIKKEI杯２歳ステークス（ＪｐｎⅢ）

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 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００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

２２ � サブジェクト 牡２黒鹿５５ O．ペリエ �ノースヒルズマネ
ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ６２：０７．０ ７．３�

（仏）

８１３ サダムイダテン 牡２栗 ５５ 安藤 勝己大西 定氏 中村 均 新冠 斉藤 安行 ４７４＋ ４ 〃 クビ ２．７�
３３ � メイショウクオリア 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４５８－１０ 〃 ハナ １４．３�
８１２ イイデシンゲン 牡２栗 ５５ 藤田 伸二 �アールエスエーカントリ昆 貢 青森 扶桑牧場 ４９８－ ２２：０７．１� ４８．１�
５６ マイネルファルケ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５１０－ ８２：０７．２� ２７．６�
１１ 	 ダンツウィニング 牡２鹿 ５５ 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 森 牧場 ５２４－ ６ 〃 ハナ １２８．０	
４５ 
 ダノンイサオ 牡２黒鹿５５ 武 豊�ダノックス 音無 秀孝 米 Jake Lantaff

& Epona LLC ４８４－ ２２：０７．４１ ３．６

６９ � フローテーション 牡２栗 ５５ C．ルメール 臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９２－ ２ 〃 アタマ ５．８�

（仏）

５７ 	 ランチボックス 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ４９２－ ２２：０７．９３ １４．０�
４４ � ピエナポパイ 牡２栗 ５５ 幸 英明本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ４８２＋ ８２：０８．２２ ９６．６
７１０�	 オリエンタルロック 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎棚網るみ子氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ４９４＋ ６２：０８．３クビ ２５．８�
６８ � ショウナンアクロス 牡２鹿 ５５ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２＋１４２：０８．６２ ２７．８�
７１１
 マイハートマイラブ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 �グリーンファーム 松田 国英 米 Nobuo

Tsunoda ５３６＋ ４２：１０．５大差 １２８．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１０，２９８，５００円 複勝： １３７，２２３，４００円 枠連： ７９，７４６，９００円

普通馬連： ６０４，３０９，３００円 馬単： ３７８，１４７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１８，３３７，９００円

３連複： ５２４，７４９，０００円 ３連単： １，２６４，６６６，５００円 計： ３，２１７，４７９，３００円

払 戻 金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２４０円 � １６０円 � ４００円 枠 連（２－８） １，３００円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ３，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� １，５２０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ２，８９０円 ３ 連 単 ��� ４２，１８０円

票 数

単勝票数 計１１０２９８５ 的中 � １２０２４７（４番人気）
複勝票数 計１３７２２３４ 的中 � １４４７８５（４番人気）� ２８４９５５（２番人気）� ７４２７９（６番人気）
枠連票数 計 ７９７４６９ 的中 （２－８） ４５３５７（７番人気）
普通馬連票数 計６０４３０９３ 的中 �� ２７４２６０（６番人気）
馬単票数 計３７８１４７８ 的中 �� ８０００３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１８３３７９ 的中 �� ５４１４２（５番人気）�� １８４４１（１９番人気）�� ２６９１８（１０番人気）
３連複票数 計５２４７４９０ 的中 ��� １３４２８５（８番人気）
３連単票数 計１２６４６６６５ 的中 ��� ２２１３０（１２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．１―３７．５―５０．９―１：０４．５―１：１８．４―１：３１．５―１：４３．０―１：５４．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サブジェクト �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００７．８．１２ 札幌１着

２００５．２．１７生 牡２黒鹿 母 ア ラ ン セ ラ 母母 Island Escape ５戦２勝 賞金 ５５，０４５，０００円
※マイハートマイラブ号は，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。



３４０８４１２月２２日 雨 重 （１９阪神５）第７日 第１２競走 ��
��１，２００�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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

４７ � レ ソ ナ ル 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史門野 重雄氏 北出 成人 門別 日高大洋牧場 ４６８－ ４１：１１．２ １３．０�

４８ � ウィズインシーズ 牡４鹿 ５７ 金折 知則内藤 耕造氏 境 直行 静内 富岡 廣光 ５３４＋１０１：１１．４１� ４．３�
６１１	 ファインスティール 牡５鹿 ５７ 橋本 美純 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 白老ファーム ５２６－ ２１：１１．６１� ７．６�
１２ � テンザンモビール 牡４黒鹿５７ 武 豊平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ２．７�
８１５	 テイエムミゴテカ 牝４栗 ５５

５２ ▲田村 太雅竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 ４７８± ０１：１１．７
 ７６．５�
６１２	 ハードリレー 牡３栗 ５６ 田中 剛津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４４４＋ ４１：１２．１２
 １２．１�
１１ 	 コリントシチー 牡６栗 ５７

５６ ☆北村 友一 	友駿ホースクラブ 平井 雄二 新冠 中央牧場 ５１０± ０１：１２．３１� ９．３

５９ スズカアトラス 牡４鹿 ５７ C．ルメール 永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４７２＋ ４１：１２．４� ２７．６�

（仏）

３６ 	 ハギノルチェーレ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０－ ６１：１２．６１� １５．３�
２４ ルックミーナウ 牡８青鹿５７ 石橋 守 �社台レースホース松元 省一 白老 白老ファーム ５３８＋１６１：１２．７� ６４．２
３５ � シンキッカー 牡５鹿 ５７ 吉田 豊星野 壽市氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４９４－１０ 〃 ハナ ４４．１�
７１３ ラフィナール 牡３鹿 ５６ 南井 大志 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９２－ ４ 〃 クビ １９．９�
２３ マルカラボンバ 牡３鹿 ５６ 小原 義之河長産業	 河内 洋 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４ 〃 ハナ １２６．８�
８１６ デポジットブック 牡５黒鹿５７ 仲田 雅興 �サンデーレーシング 松元 茂樹 追分 追分ファーム ４６０＋ ４１：１２．８クビ ９７．６�
５１０� マイネルラファエロ 牡６栗 ５７ 幸 英明 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 道見牧場 ５４６＋ ４１：１３．０１� ３６．５�
７１４� レジーナガール 牝６鹿 ５５ 角田 晃一平井 豊光氏 大久保龍志 米 J. L. Ver-

enzuela ４８０＋ ４１：１４．０６ ２０１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，２０１，８００円 複勝： ５７，３１０，０００円 枠連： ６３，７１９，１００円

普通馬連： ２２０，６１８，５００円 馬単： １４９，７７０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，７０８，１００円

３連複： ２１３，７１８，３００円 ３連単： ５１６，９７６，７００円 計： １，３２３，０２３，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ３４０円 � １９０円 � ２９０円 枠 連（４－４） ２，９３０円

普通馬連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ６，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� １，３２０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ６，１２０円 ３ 連 単 ��� ４４，３３０円

票 数

単勝票数 計 ４４２０１８ 的中 � ２６９０３（６番人気）
複勝票数 計 ５７３１００ 的中 � ４０１００（６番人気）� ９７１７９（２番人気）� ４９０２２（５番人気）
枠連票数 計 ６３７１９１ 的中 （４－４） １６０６１（１２番人気）
普通馬連票数 計２２０６１８５ 的中 �� ６４２６４（１０番人気）
馬単票数 計１４９７７０８ 的中 �� １６６９３（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６７０８１ 的中 �� １４６３１（１０番人気）�� １０３１２（１６番人気）�� ２０５７９（５番人気）
３連複票数 計２１３７１８３ 的中 ��� ２５８０３（１７番人気）
３連単票数 計５１６９７６７ 的中 ��� ８６０８（１２８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．７―１１．７―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３５．２―４６．９―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．０
３ １１，１４（７，１５，１６）８（９，１２）１（２，１０）（４，６，１３）５－３ ４ １１（１４，１５，１６）（７，１２）（８，９）（１，１０）２（４，６，１３）５－３

勝馬の
紹 介

�レ ソ ナ ル �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００５．９．２５ 阪神２着

２００３．２．４生 牡４鹿 母 ポニーガール 母母 ルーズブルーマーズ ２０戦４勝 賞金 ４６，４７６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２９頭 アグネスハッピー号・アドマイヤイチ号・オネストジョン号・クリアエンデバー号・ゴービハインド号・

サンエムワールド号・サンダルフォン号・ジェットバニヤン号・シフォンベール号・ショウナンアクト号・
シルクアルボーレ号・スティリスタ号・セトノヒット号・タイキフェアレディ号・タケイチマサル号・
ダノンシャトル号・タマモグレアー号・テイエムオーディン号・テラノフォースワン号・ナムラアトランテス号・
ネオナート号・ピサノベガス号・ブイトール号・ポートラヴ号・メイショウカルド号・メイショウヨシヒサ号・
ユーセイハヤトオー号・ランドベスト号・レッドキャタピラー号

※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。



（１９阪神５）第７日 １２月２２日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８５頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
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

２４９，４５０，０００円
２６，６２０，０００円
１，２６０，０００円
１，９３０，０００円
２７，３００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，３３７，０００円
５，７０５，８００円
１，８６８，５００円

勝馬投票券売得金
３６０，６０５，６００円
４６２，８９７，１００円
３８３，７７５，５００円
１，７０１，１４７，５００円
１，２７３，９８６，２００円
４１４，０５２，７００円
１，８３８，６８２，７００円
２，６６９，０３７，１００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 ９，１０４，１８４，４００円

総入場人員 １９，３２６名 （有料入場人員 １７，７６４名）




