
３４０１３１２月７日 晴 稍重 （２０阪神５）第２日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

１：２３．５
１：２３．１

重

重

８１４ フキラウソング 牝２栗 ５４ 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ６１：２５．８ ２．２�

４５ シルバービート 牝２芦 ５４ A．ガルシア 門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４８０± ０１：２６．４３� １０８．０�
（米）

６９ アートオブダンサー 牝２鹿 ５４
５１ ▲田村 太雅岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４６２－１２１：２６．６１� １０．３�

３３ ア リ デ ッ ド 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２－ ２１：２７．２３� ４．６�

７１２ ラストダンス 牝２栗 ５４
５２ △田中 健田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６０＋ ６１：２７．３クビ １２．１�

８１３ フレーバーティー 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：２７．４� ９．２	
１１ ジョーセレス 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大成牧場 ４８０－ ４ 〃 アタマ ２９．３

２２ ホクセツテンシ 牝２芦 ５４ 和田 竜二平島 尚武氏 宮本 博 新冠 ムラカミファーム ５０２－ ８１：２７．７１� ５．１�
４６ サダムヨカモン 牝２栗 ５４ 戸崎 圭太大西 定氏 中村 均 様似 ホウセイ牧場 ４５８－ ６ 〃 ハナ １０８．８�

（大井）

３４ シゲルオトワヤマ 牝２青鹿 ５４
５１ ▲荻野 琢真森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 沖田 繁 ４３２＋１０１：２７．８� ２３６．５

６１０ プティローズ 牝２鹿 ５４
５３ ☆藤岡 康太村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田 猛 ４９６± ０１：２８．０１� ４５５．６�

７１１ シルクボヌール 牝２鹿 ５４ 小林 徹弥有限会社シルク目野 哲也 門別 ヤナガワ牧場 ４４２－ ２１：２８．１クビ ２９８．２�
５８ シゲルオスズヤマ 牝２鹿 ５４ 幸 英明森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 繁 ４２４－ ６１：２８．４１� ２９４．１�
５７ フ レ イ ヤ 牝２鹿 ５４ D．ホワイト 岡田 牧雄氏 小島 太 静内 岡田スタツド ５１０＋ ２１：２８．５� ３６．５�

（香港）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，５３３，５００円 複勝： ２５，４９４，７００円 枠連： １４，１５９，５００円

普通馬連： ５１，５２３，６００円 馬単： ４３，２２６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５５５，５００円

３連複： ６６，７４６，９００円 ３連単： １０１，９６４，５００円 計： ３３９，２０４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � １，８４０円 � ２５０円 枠 連（４－８） ５，２５０円

普通馬連 �� １７，５８０円 馬 単 �� ２４，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１２０円 �� ４４０円 �� １１，４５０円

３ 連 複 ��� ４６，６５０円 ３ 連 単 ��� ３０２，２１０円

票 数

単勝票数 計 １６５３３５ 的中 � ６０７１０（１番人気）
複勝票数 計 ２５４９４７ 的中 � ６７１０６（１番人気）� ２４７１（１０番人気）� ２６０７７（４番人気）
枠連票数 計 １４１５９５ 的中 （４－８） １９９４（１５番人気）
普通馬連票数 計 ５１５２３６ 的中 �� ２１６４（２９番人気）
馬単票数 計 ４３２２６６ 的中 �� １３２３（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５５５５ 的中 �� １１０６（２９番人気）�� １２４１８（４番人気）�� ３９３（４２番人気）
３連複票数 計 ６６７４６９ 的中 ��� １０５６（７２番人気）
３連単票数 計１０１９６４５ 的中 ��� ２４９（４１４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．１―１２．１―１２．６―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３５．３―４７．４―１：００．０―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フキラウソング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．９．２１ 阪神３着

２００６．４．３０生 牝２栗 母 ディアマンブルー 母母 ゲートドクール ４戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３４０１４１２月７日 晴 稍重 （２０阪神５）第２日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：１１．０
１：１０．９

良

不良

６１２� フィールドチャペル 牡２青 ５５ 幸 英明地田 勝三氏 藤岡 範士 米 CandyLand ４９８－ ２１：１３．１ １．４�

８１５ シュンハレン 牡２黒鹿５５ 長谷川浩大石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４８６－１２ 〃 ハナ １０．４�
５９ プライムパレス 牡２鹿 ５５ 和田 竜二小林 量氏 清水 出美 新冠 高瀬 敦 ５６２± ０１：１３．６３ ６．０�
２３ マイネスターライト 牝２芦 ５４ 内田 博幸 �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 ４６０－ ４１：１３．９１� １６．２�
１２ キタサンエンペラー 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三�大野商事 梅内 忍 浦河 山崎牧場 ４９４＋ ６１：１４．１� ５８．１�
７１３ ミルフィアタッチ 牝２鹿 ５４ 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 静内 千代田牧場 ４３８－ ４１：１４．５２� １０４．８	
７１４ コウユールージュ 牝２黒鹿５４ 赤木高太郎加治屋康雄氏 大根田裕之 新ひだか 静内酒井牧場 ４４８＋ ６１：１４．９２� ２３．１

４８ スペースオーバー 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４５４＋ ６１：１５．６４ ３０７．０�
８１６ ディープブレーン 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎深見 敏男氏 野村 彰彦 静内 岡田牧場 ４４６± ０１：１５．７� １１０．５�
４７ ワ ス ラ フ 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 小野 秀治 ４７４＋ ４１：１５．８� ５１．９

（大井）

６１１� アスターエンペラー 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝加藤 久枝氏 中竹 和也 米
Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

５０４＋１０１：１６．０１	 ２１．５�
１１ エーシンサニーデイ 牡２芦 ５５ 福永 祐一平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４４４－ ２１：１６．１� ３８．５�
２４ ナンゴクミラクル 牡２鹿 ５５

５２ ▲大下 智渡 義光氏 武 宏平 新冠 村上 欽哉 ４７４＋１６１：１６．７３� ４１６．８�
３５ フラワーアンジェラ 牝２芦 ５４ 武 幸四郎花垣 春男氏 本田 優 浦河 宮内牧場 ４８０－ ２１：１６．８クビ ２９１．３�
３６ クラブイーティング 牝２栗 ５４

５１ ▲荻野 琢真鈴木 照雄氏 阿部 新生 新冠 加藤ステーブル ４６４－ ４１：１８．３９ ２７４．５�

（１５頭）
５１０ ニホンピロカズマ 牡２鹿 ５５ C．ルメール 小林百太郎氏 大橋 勇樹 日高 佐々木 直孝 ― （出走取消）

（仏）

売 得 金

単勝： １８，７７５，５００円 複勝： ４９，８７８，７００円 枠連： １６，０９６，２００円

普通馬連： ４８，２３５，１００円 馬単： ４９，４２７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８２８，６００円

３連複： ６１，３４２，８００円 ３連単： １０９，０１６，３００円 計： ３７１，６０１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（６－８） ４３０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２００円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ２，４１０円

票 数

単勝票数 差引計 １８７７５５（返還計 ２９８） 的中 � １１２０４０（１番人気）
複勝票数 差引計 ４９８７８７（返還計 ３１３） 的中 � ３６１００１（１番人気）� ２６６０８（３番人気）� ３３５５８（２番人気）
枠連票数 差引計 １６０９６２（返還計 ６１） 的中 （６－８） ２７７８２（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ４８２３５１（返還計 ３１２４） 的中 �� ６９６３４（２番人気）
馬単票数 差引計 ４９４２７９（返還計 ２４８１） 的中 �� ５７７６４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １８８２８６（返還計 ９９３） 的中 �� １８３６６（２番人気）�� ２８４０５（１番人気）�� ６６５１（７番人気）
３連複票数 差引計 ６１３４２８（返還計 ８２４９） 的中 ��� ５５３４３（１番人気）
３連単票数 差引計１０９０１６３（返還計 １７３６４） 的中 ��� ３３３８８（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．１―１２．３―１２．４―１２．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フィールドチャペル �
�
父 Chapel Royal �

�
母父 Valid Appeal デビュー ２００８．１１．１ 京都３着

２００６．４．１６生 牡２青 母 You’ll B Impressed 母母 Saragossa ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔出走取消〕 ニホンピロカズマ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 シュンハレン号の騎手田中健は，第１競走での入線後の落馬による検査ため長谷川浩大に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラブイーティング号は，平成２１年１月７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。
（非当選馬） １頭 プライベート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３４０１５１２月７日 晴 良 （２０阪神５）第２日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時００分 （芝・右）

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

中央レコード

１：０８．６
１：０７．８

良

良

４８ ウインザモチ 牡２黒鹿５５ 幸 英明�田 三郎氏 境 直行 門別 藤本ファーム ４６６－ ２１：１０．５ １５．５�

１１ ジャグラーキング 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太栗本 良明氏 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 ４３４＋ ４１：１０．８２ ５．６�
８１５ シゲルクラマヤマ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一森中 蕃氏 服部 利之 浦河 小島牧場 ４４４± ０１：１１．０１� ２．３�
６１２ キリコンサート 牝２鹿 ５４ 上野 翔�本桐牧場 飯田 雄三 三石 本桐牧場 ４２２－１２１：１１．１� ３２．７�
３６ ヨシインゾーン 牡２黒鹿５５ 戸崎 圭太田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 ヒノデファーム ４６４＋ ４１：１１．３１ ８４．８�

（大井）

１２ ユメヲカナエル 牡２栗 ５５ E．プラードキャピタルクラブ 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B４６６＋２４ 〃 クビ ２４．１�
（米）

６１１ キングパレード 牡２鹿 ５５ 内田 博幸増田 陽一氏 中村 均 新ひだか 松田 三千雄 ４７２＋ ６ 〃 ハナ ４．２	
２４ メジロブラボー 牝２芦 ５４ 長谷川浩大�メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４５８＋ ８１：１１．７２� ６０．９

３５ メイショウフレアー 牡２青鹿５５ 福永 祐一松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 ４７８＋ ２１：１２．０１� ７．６�
５９ マストウインゲーム 牡２鹿 ５５ 北村 友一�ターフ・スポート飯田 雄三 新ひだか 三石ビクトリーファーム ４５８＋ ４１：１２．３１� １６７．２�
８１６ カネトシクローバー 牝２栗 ５４ 安部 幸夫兼松 昌男氏 田中 章博 日高 下河辺牧場 ４４６± ０１：１２．４� １８４．６

（愛知）

７１３ カシノスフィンクス 牝２青鹿５４ 藤田 伸二柏木 務氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４５０－ ２１：１２．６１� ９５．４�
２３ アメジストオブレイ 牝２青 ５４ 酒井 学 �ローレルレーシング 西園 正都 新冠 競優牧場 ４１０－ ２１：１３．３４ １９．６�
７１４ コンゴウカガビジン 牝２青鹿５４ 武 英智金岡 久夫氏 山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４１４－１０１：１３．４� ２４２．０�
５１０ エイユーレインボー 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉笹部 義則氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８８＋ ８１：１３．５� ４４１．１�
４７ エーシンビッグシー 牡２芦 ５５ A．ガルシア 平井 宏承氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４８０－ ２１：１３．８１� ２９．６�

（米）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９６５，７００円 複勝： ３０，７１３，１００円 枠連： １７，９４８，９００円

普通馬連： ５７，２９６，３００円 馬単： ４６，５８６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６４８，２００円

３連複： ７４，６３０，８００円 ３連単： １１４，１６８，８００円 計： ３８１，９５８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５５０円 複 勝 � ３００円 � １９０円 � １２０円 枠 連（１－４） ２，６９０円

普通馬連 �� ５，７７０円 馬 単 �� １３，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５４０円 �� ５５０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ２，８４０円 ３ 連 単 ��� ３５，６３０円

票 数

単勝票数 計 １７９６５７ 的中 � ９１５２（５番人気）
複勝票数 計 ３０７１３１ 的中 � １８２８３（５番人気）� ３６０８４（３番人気）� １０８６２５（１番人気）
枠連票数 計 １７９４８９ 的中 （１－４） ４９３４（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５７２９６３ 的中 �� ７３３６（１７番人気）
馬単票数 計 ４６５８６７ 的中 �� ２５５７（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６４８２ 的中 �� ３２５７（１７番人気）�� １０１１７（５番人気）�� １９１６０（２番人気）
３連複票数 計 ７４６３０８ 的中 ��� １９４３６（６番人気）
３連単票数 計１１４１６８８ 的中 ��� ２３６５（９８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．０―１１．５―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．０―４５．５―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインザモチ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 Clever Trick デビュー ２００８．７．２７ 小倉２着

２００６．２．２６生 牡２黒鹿 母 ベネットクィーン 母母 Playful Queen ８戦１勝 賞金 １０，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンビッグシー号は，平成２１年１月７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 カンファーピュア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３４０１６１２月７日 晴 良 （２０阪神５）第２日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時３０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� コースレコード

中央レコード

１：４６．８
１：４６．７

良

良

８１６ ケイアイドウソジン 牡２鹿 ５５ O．ペリエ �啓愛義肢材料販売所 池江 泰郎 新冠 村田牧場 ４７４－１０１：４８．６ ６．０�
（仏）

４７ ローズバンク 牝２黒鹿５４ 戸崎 圭太吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４３２－ ２１：４８．８１� ３０．５�
（大井）

３５ トレジャーハント 牡２栗 ５５
５４ ☆藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１０－１６ 〃 クビ １８．０�

７１４ カルカソンヌ 牡２芦 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ４１：４８．９� １１．０�
１２ カネトシタフガイ 牡２芦 ５５ 蛯名 正義兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 岡部牧場 ４５２± ０ 〃 アタマ １５．７�
２４ ナムラブレット 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４４６－ ６１：４９．０クビ １４８．６	
６１２ ゴールデンチケット 牡２黒鹿５５ C．ウィリアムズ �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８８± ０ 〃 アタマ ４．８


（豪）

５１０ タマモユニヴァース 牡２栗 ５５ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 ムラカミファーム ４９６＋ ２１：４９．３１� ７．３�
３６ レッドサーパス 牡２鹿 ５５ C．ルメール �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：４９．７２� １９．３�

（仏）

８１７ ヒラボクワイルド 牡２青鹿５５ 松田 大作�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋１６１：４９．８クビ １９．５
７１３ カネトシコウショウ 牡２青鹿５５ 武 幸四郎兼松 利男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ ２０．２�
７１５ トップスタイリスト 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎 �ローレルレーシング 羽月 友彦 日高 北陽ファーム ４３２－ ８１：４９．９� ２２０．６�
１１ ネオイユドゥレーヌ 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６１：５０．０� ４８．１�
５９ キンショーノボス 牡２栗 ５５ 安藤 勝己礒野日出夫氏 中村 均 浦河 中村 雅明 ４７６＋ ２１：５０．３１� ４．１�
２３ ナリタジャングル 牡２黒鹿５５ 北村 友一�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４５０－１０１：５０．４クビ ２５２．０�
８１８ バ バ ロ ア 牡２黒鹿５５ 四位 洋文馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか グランド牧場 ４５８＋１２ 〃 アタマ ２７．１�
６１１ デザートヒーラー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸谷水 雄三氏 角居 勝彦 浦河 日田牧場 ４６６± ０１：５０．８２� ４２．２�
４８ シルククレヴァー 牡２黒鹿５５ D．ホワイト 有限会社シルク小島 太 日高 ヤナガワ牧場 B５４０＋１２１：５１．９７ ８３．４�

（香港）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，５６６，６００円 複勝： ３６，１３７，４００円 枠連： ２８，９４６，５００円

普通馬連： ７６，１６３，９００円 馬単： ５２，９５３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１３８，７００円

３連複： １０２，５６１，１００円 ３連単： １４１，３２３，０００円 計： ４８８，７９０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２８０円 � ８８０円 � ５８０円 枠 連（４－８） ５，７３０円

普通馬連 �� １６，１６０円 馬 単 �� ３０，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１３０円 �� ２，５００円 �� ７，５９０円

３ 連 複 ��� ９７，２９０円 ３ 連 単 ��� ５８５，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２３５６６６ 的中 � ３１２１３（３番人気）
複勝票数 計 ３６１３７４ 的中 � ３９０２４（４番人気）� ９８５６（１２番人気）� １５７９０（８番人気）
枠連票数 計 ２８９４６５ 的中 （４－８） ３７３３（１９番人気）
普通馬連票数 計 ７６１６３９ 的中 �� ３４７９（５７番人気）
馬単票数 計 ５２９５３２ 的中 �� １２６８（１０４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１３８７ 的中 �� １６１８（５２番人気）�� ２７０３（３０番人気）�� ８７２（７７番人気）
３連複票数 計１０２５６１１ 的中 ��� ７７８（２５０番人気）
３連単票数 計１４１３２３０ 的中 ��� １７８（１４５３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１２．４―１２．４―１２．４―１２．０―１１．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．６―４８．０―１：００．４―１：１２．８―１：２４．８―１：３６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイドウソジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cutlass デビュー ２００８．１１．２３ 京都３着

２００６．４．１２生 牡２鹿 母 ブリーダーズフライト 母母 Flight ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 レッドサーパス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 カネトシコウショウ号の騎手武幸四郎は，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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 キーヤマト号・コスモミラクル号・ドリームバンブー号・マザーテーラー号
（非抽選馬） ４頭 サンライズスカイ号・セトステイ号・ツカサゲンキ号・テイエムナイスガイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３４０１７１２月７日 晴 稍重 （２０阪神５）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

１１ メイショウダグザ 牡２黒鹿５５ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４９０ ―１：５６．９ ５．７�

２２ シゲルゴユウサン 牡２鹿 ５５
５４ ☆浜中 俊森中 蕃氏 坪 憲章 浦河 荻伏三好フ

アーム ４８０ ―１：５７．３２� ４．５�
４４ サンライズコア 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二松岡 隆雄氏 河内 洋 門別 下河辺牧場 ４６４ ―１：５７．９３� ４９．７�
７９ � アークビスティー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 米 Darrell Brown

and Lendy Brown ５１８ ―１：５８．１１� ２．６�
３３ ロ ッ ソ ネ ロ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５０４ ―１：５８．９５ ５．８�
８１０ マルブツジャガー 牡２栗 ５５ 岩田 康誠大澤 毅氏 加用 正 日高 正和山本牧場 ４５８ ―１：５９．０� ６．６�
６７ ビコーオラクル 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太�レジェンド 安田 隆行 静内 山口 修二 ４４６ ―１：５９．６３� ５１．３	
６６ コウエイクリスタル 牡２鹿 ５５ 池添 謙一西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４９２ ―１：５９．７� １０１．１

５５ カリスマライズ 牡２栗 ５５ 中村 将之畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 日優牧場 ５０８ ―２：０１．９大差 ３１．３�
８１１ アタックセトル 牡２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 ―２：０２．２１� １６．０�
（仏）

７８ セイカコンモート 牡２鹿 ５５ 幸 英明久米 誠氏 田中 章博 浦河 丸幸小林牧場 ４８２ ― 〃 アタマ １４０．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，０８６，６００円 複勝： ２１，９６２，８００円 枠連： １５，７９８，７００円

普通馬連： ４８，８７１，６００円 馬単： ４４，２８５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５００，３００円

３連複： ５８，６２７，１００円 ３連単： １１０，４６２，７００円 計： ３３４，５９５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � ６４０円 枠 連（１－２） １，２１０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２，２００円 �� ２，３７０円

３ 連 複 ��� １２，７５０円 ３ 連 単 ��� ５４，６８０円

票 数

単勝票数 計 １８０８６６ 的中 � ２５４２４（３番人気）
複勝票数 計 ２１９６２８ 的中 � ３６３６４（３番人気）� ３８１０２（２番人気）� ６６８８（８番人気）
枠連票数 計 １５７９８７ 的中 （１－２） ９６９４（６番人気）
普通馬連票数 計 ４８８７１６ 的中 �� ３４３６９（５番人気）
馬単票数 計 ４４２８５８ 的中 �� １５０８２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５００３ 的中 �� １０５３９（５番人気）�� １７５０（２６番人気）�� １６２１（２７番人気）
３連複票数 計 ５８６２７１ 的中 ��� ３３９４（４０番人気）
３連単票数 計１１０４６２７ 的中 ��� １４９１（１６１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１４．２―１３．７―１４．０―１３．７―１３．０―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３９．０―５２．７―１：０６．７―１：２０．４―１：３３．４―１：４５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３６．５
１
３
１（４，８）（２，９）（３，１０，１１）（７，６）５・（１，４）（２，８）（３，９）（１０，１１）（５，７，６）

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

勝馬の
紹 介

メイショウダグザ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Kingmambo 初出走

２００６．３．１０生 牡２黒鹿 母 ロイヤルリフ 母母 Royal Revels １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



３４０１８１２月７日 晴 良 （２０阪神５）第２日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１２時５０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

６１１ キタサンアミーゴ 牡２栗 ５５ 川田 将雅�大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４３８ ―２：０３．７ ３０．６�
（アドマイヤヤマト）

３５ ドリームライナー 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠青山 洋一氏 池江 泰郎 静内 井高牧場 ４７６ ― 〃 クビ ５．８�
７１４ ダノンフィーバー 牡２鹿 ５５ O．ペリエ �ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５０６ ―２：０３．８クビ １．７�

（仏）

３６ マコトザラマンダー 牡２芦 ５５ 内田 博幸眞壁 明氏 松田 国英 浦河 大成牧場 B５１８ ―２：０４．０１� ３８．２�
６１２ マイネルリズム 牡２鹿 ５５ E．プラード �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 三石 山際セントラ
ルスタッド ４６８ ―２：０４．２１ １９８．７�

（米）

５９ キセキノミノル 牡２青 ５５ 幸 英明吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４９２ ―２：０４．５２ ９９．６	
５１０ ヒシロイヤル 牡２黒鹿５５ 福永 祐一阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５１０ ―２：０４．６� ７０．２

１１ ニシノピンヒール 牝２鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４９６ ―２：０４．７クビ １５．９�
４７ デ オ 牝２鹿 ５４ G．ゴメス 谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ５００ ―２：０４．８� ４．８�

（米）

２４ ウイニングショット 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎上田 宗義氏 昆 貢 新ひだか 斉藤スタッド ４８０ ―２：０４．９クビ ４７．２
４８ メイショウバリトン 牡２鹿 ５５ 石橋 守松本 好雄氏 武田 博 新冠 松浦牧場 ４７８ ―２：０５．０� １４８．２�
８１５ ユリカゴノオモイデ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一西城 公雄氏 小崎 憲 日高 三城牧場 ４７６ ―２：０５．５３ １６．３�
７１３ キャリコローズ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４７２ ―２：０５．９２� ７５．７�
１２ スナークレナード 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４９０ ― 〃 ハナ ２８８．６�
８１６ シーガーディアン 牡２鹿 ５５ C．ルメール 庄野 昭彦氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４５４ ―２：０６．１１� ４９．９�

（仏）

２３ バートンクリーク 牡２栗 ５５ 戸崎 圭太後藤 繁樹氏 崎山 博樹 新冠 大狩部牧場 ５２２ ―２：０６．７３� １４６．７�
（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，５７５，２００円 複勝： ３１，６６５，９００円 枠連： ２１，５３９，６００円

普通馬連： ６４，２６７，５００円 馬単： ６１，５９７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８９５，０００円

３連複： ８２，５００，３００円 ３連単： １４９，６１４，９００円 計： ４６２，６５５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０６０円 複 勝 � ３６０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（３－６） ４，９２０円

普通馬連 �� ６，１１０円 馬 単 �� １８，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３２０円 �� ６９０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ２，５６０円 ３ 連 単 ��� ４６，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２７５７５２ 的中 � ７１０９（６番人気）
複勝票数 計 ３１６６５９ 的中 � １３４３３（６番人気）� ５１４７０（２番人気）� １２０９７７（１番人気）
枠連票数 計 ２１５３９６ 的中 （３－６） ３２３７（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６４２６７５ 的中 �� ７７６３（１７番人気）
馬単票数 計 ６１５９７２ 的中 �� ２４１６（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８９５０ 的中 �� ３８３０（１３番人気）�� ７８０９（７番人気）�� ３３３５８（１番人気）
３連複票数 計 ８２５００３ 的中 ��� ２３８３６（６番人気）
３連単票数 計１４９６１４９ 的中 ��� ２３７９（１１９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．６―１２．９―１２．３―１２．８―１２．６―１２．３―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．４―３６．０―４８．９―１：０１．２―１：１４．０―１：２６．６―１：３８．９―１：５１．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キタサンアミーゴ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００６．３．１０生 牡２栗 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 マイネルリズム号の騎手E．プラードは，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１００，０００円。
※スナークレナード号は，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または施行団体名を表示している。



３４０１９１２月７日 晴 稍重 （２０阪神５）第２日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳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

６９ タガノファントム 牡４栗 ５７ 藤田 伸二八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６４± ０１：５２．７ ２．８�

５８ ゴッドエンブレム 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：５３．２３ ３．４�
４５ テイエムヒリュウ 牡４栗 ５７ 安部 幸夫竹園 正繼氏 五十嵐忠男 静内 武岡牧場 B５４２－ １１：５３．３� １２．７�

（愛知）

６１０ エバーアップワード 牡３鹿 ５６
５５ ☆藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 静内 岡田牧場 ４８２＋ ４１：５３．７２� ６０．９�

７１１ グランプリサクセス 牡４芦 ５７ 小牧 太�グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４７４＋２０１：５３．８� ９．１�
２２ ツルマルシルバー 牡４芦 ５７ 横山 典弘鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４７８＋ ８ 〃 ハナ ５．４�
４６ クレスコドリーム 牡３黒鹿５６ 福永 祐一堀川 三郎氏 石坂 正 登別 青藍牧場 ４８６＋ ２１：５４．０� １５．５	
５７ アドマイヤアモーレ 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４６８± ０１：５４．２１� ２４．９

８１３ ヒミノクリミナル 牡５栗 ５７ 菊地 昇吾佐々木八郎氏 矢作 芳人 三石 大塚牧場 ５０２－ ６ 〃 ハナ ５６．７�
８１４ テンザンメダリスト 牡４鹿 ５７ 橋本 美純平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ５２６＋１４１：５５．８１０ ４５．８�
７１２ スズカファイト 牡３栗 ５６ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 B４６４＋１４１：５６．２２� １３１．９
３３ クイックバレリーナ 牝５栗 ５５ 長谷川浩大��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４０＋ ２１：５６．５１� ３０８．２�
１１ マイネルモデルノ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �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 ４９６－ ４１：５６．９２� ２６．２�
３４ スリーラスカル 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４７２＋２０１：５７．３２� ５２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，２８８，９００円 複勝： ３３，３３２，６００円 枠連： ２１，５２６，６００円

普通馬連： ８５，２４０，５００円 馬単： ６１，２２２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，３４２，８００円

３連複： １０１，１９５，７００円 ３連単： １７７，２５９，１００円 計： ５３０，４０８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（５－６） ４１０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ６３０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� ７，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２２２８８９ 的中 � ６４５１３（１番人気）
複勝票数 計 ３３３３２６ 的中 � ９３０８９（１番人気）� ６１０２３（２番人気）� ２８６８２（５番人気）
枠連票数 計 ２１５２６６ 的中 （５－６） ３９４１８（１番人気）
普通馬連票数 計 ８５２４０５ 的中 �� １２４４７８（１番人気）
馬単票数 計 ６１２２２２ 的中 �� ４６５３７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８３４２８ 的中 �� ３４３８２（１番人気）�� １０２３０（６番人気）�� ８８０９（８番人気）
３連複票数 計１０１１９５７ 的中 ��� ３６３５０（４番人気）
３連単票数 計１７７２５９１ 的中 ��� １７２８２（１０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１３．５―１２．３―１２．３―１２．５―１２．５―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３７．７―５０．０―１：０２．３―１：１４．８―１：２７．３―１：３９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

タガノファントム �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１２．１７ 阪神７着

２００４．４．２３生 牡４栗 母 タガノクィーン 母母 タガノワッスル ２０戦３勝 賞金 ４４，９１７，０００円
〔騎手変更〕 スリーラスカル号の騎手田中健は，第１競走での入線後の落馬負傷のため小林徹弥に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３４０２０１２月７日 晴 稍重 （２０阪神５）第２日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０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

２４ グランプリヒーロー 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫�グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４６２－ ２１：２４．３ １３．５�
（愛知）

３６ ローズカットダイヤ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎�橋 修身氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４１：２４．６１� ２．８�
７１４ テイエムフルパワー 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３６＋ ２１：２４．７� ４７．６�
６１２ ペプチドアトム 牡３鹿 ５６ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８４± ０１：２４．８クビ ２０．０�
５１０ メイショウヤワラ 牝３栗 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５２０＋ ２１：２４．９� ４．６�
２３ ショウナンサリーレ 牝５青 ５５ 内田 博幸�湘南 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４８０＋ ２ 〃 アタマ ５６．８	
４８ セトノヒット 牡７栗 ５７ 佐藤 哲三難波 経雄氏 西園 正都 三石 片山 修 ４８６＋ ４１：２５．０� ２８．９

６１１ ウォーターダッシュ 牡６黒鹿５７ D．ホワイト 山岡 良一氏 庄野 靖志 門別 松平牧場 ５４２＋ ４１：２５．２１	 ６８．０�

（香港）

３５ 
 グランドラッチ 牡３鹿 ５６ C．ルメール 加藤 守氏 中竹 和也 米
Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

５５０－ ２１：２５．３クビ ３．５�
（仏）

５９ アグネスハッピー 牡６鹿 ５７ 上村 洋行渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４６８－ ２１：２５．４� ２４６．０
８１６ ディープスマート 牝５栗 ５５

５２ ▲荻野 琢真深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４６０± ０１：２５．５� ３７０．６�
７１３ ダイゴカムイ 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 宮内牧場 ５０４± ０１：２５．８２ １３１．２�
８１５ クリノゴールド 牡５栗 ５７ 酒井 学栗本 守氏 田所 秀孝 平取 広川牧場 ４５２－ ２１：２５．９� １２１．３�
１２ ワンダーグラス 牝５鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５３０＋ ４ 〃 クビ １４．０�
４７ アサクサアンデス 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠田原 慶子氏 大久保龍志 新冠 武田牧場 ４６２＋ ２１：２６．０� ２８．１�
１１ テイエムハヤテオー 牡３栗 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 三枝牧場 ４７２＋ ２１：２６．６３� １９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，９３４，９００円 複勝： ３９，５５２，１００円 枠連： ３２，０６９，５００円

普通馬連： １１２，０５３，８００円 馬単： ７４，９２８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，１３０，６００円

３連複： １３０，９１９，８００円 ３連単： ２４３，３８５，１００円 計： ６９４，９７４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ３９０円 � １４０円 � ７５０円 枠 連（２－３） １，１１０円

普通馬連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ５，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ６，１４０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ２１，３００円 ３ 連 単 ��� １３０，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２７９３４９ 的中 � １６３２１（４番人気）
複勝票数 計 ３９５５２１ 的中 � ２２４８４（６番人気）� １０８６１１（１番人気）� １０３５７（１０番人気）
枠連票数 計 ３２０６９５ 的中 （２－３） ２１４９０（６番人気）
普通馬連票数 計１１２０５３８ 的中 �� ４１２４０（５番人気）
馬単票数 計 ７４９２８５ 的中 �� ９８０１（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４１３０６ 的中 �� １２７６１（５番人気）�� １３０４（５１番人気）�� ５９４１（１５番人気）
３連複票数 計１３０９１９８ 的中 ��� ４５３７（６４番人気）
３連単票数 計２４３３８５１ 的中 ��� １３７３（３５６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１２．２―１２．１―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．６―５８．７―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリヒーロー �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００８．３．１５ 阪神１着

２００５．３．３生 牡３鹿 母 メジロライリー 母母 メジロクインシー ９戦３勝 賞金 ３１，６８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 アイノレグルス号・ウインプログレス号・スリーサンフレンチ号・セントラルコースト号・ゼンノグッドウッド号・

タイキミューズ号・テンシノコンコルド号・トシザサンサン号・ナックルパート号・フライデイフライト号・
ベンティスカ号・ラインプレアー号・リーガルスキーム号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３４０２１１２月７日 晴 良 （２０阪神５）第２日 第９競走 ��
��１，６００�

せんりょう

千 両 賞
発走１４時２５分 （芝・右・外）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

８８ リーチザクラウン 牡２青鹿５５ 安藤 勝己臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５０８－１０１：３４．７ １．１�

５５ カイシュウボナンザ 牡２黒鹿５５ C．ルメール 飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４７２± ０１：３５．２３ ７．７�

（仏）

１１ ラインブラッド 牡２栗 ５５ 岩田 康誠大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ４８０－ ４１：３５．７３ ２６．０�
７７ ピースピース 牡２鹿 ５５ 小牧 太��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５０＋ ２ 〃 ハナ １４．２�
３３ ラヴィンライフ 牡２鹿 ５５ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋ ８１：３５．８� ３２．８�
６６ � サクラシャイニー 牡２栗 ５５ 藤岡 康太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４６６＋ ４１：３６．１１� ６１．７	
４４ ヒカルジョディー 牡２栗 ５５ 秋山真一郎�橋 京子氏 中尾 秀正 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ２１：３６．５２� ２７．５

２２ 	 カ ツ ゾ ー 牡２栗 ５５ 安部 幸夫石瀬 浩三氏 角田 輝也 新冠 田鎖牧場 ４４６＋ ３１：３７．９９ ９８．４�

（愛知） （愛知）

（８頭）

売 得 金

単勝： ６２，１１４，３００円 複勝： ９２，２３９，１００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １１７，９０８，０００円 馬単： １３８，１２９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，２０２，７００円

３連複： ９８，２３８，７００円 ３連単： ５１１，５６０，９００円 計： １，０５８，３９２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � ２６０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １９０円 馬 単 �� ２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ３２０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� １，５８０円

票 数

単勝票数 計 ６２１１４３ 的中 � ４５８３９０（１番人気）
複勝票数 計 ９２２３９１ 的中 � ６５６１０２（１番人気）� １２１９４６（２番人気）� ２４８２６（５番人気）
普通馬連票数 計１１７９０８０ 的中 �� ４６４４２１（１番人気）
馬単票数 計１３８１２９２ 的中 �� ４４７０１８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８２０２７ 的中 �� １０４５５３（１番人気）�� ２５０１８（５番人気）�� １１７８７（９番人気）
３連複票数 計 ９８２３８７ 的中 ��� ９２４５２（３番人気）
３連単票数 計５１１５６０９ 的中 ��� ２３９５０７（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．０―３６．０―４８．１―１：００．１―１：１２．０―１：２２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．６
３ ８－１，４－５（２，７）３，６ ４ ８（１，４）５（３，７）６，２

勝馬の
紹 介

リーチザクラウン �

父 スペシャルウィーク �


母父 Seattle Slew デビュー ２００８．１０．２６ 京都２着

２００６．２．５生 牡２青鹿 母 クラウンピース 母母 クラシッククラウン ３戦２勝 賞金 １８，０２４，０００円
〔制裁〕 リーチザクラウン号の騎手安藤勝己は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３４０２２１２月７日 晴 良 （２０阪神５）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�２００８ゴールデン ブーツ トロフィー

発走１５時００分 （国際騎手招待） （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下 中央競馬の競走馬登録（再登録を受けた馬にあっては当該
再登録）を受けた時以降，１９．１２．１以降２０．１１．３０まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る。；負担重量
は，３歳５７�４歳以上５８�，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 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

６１１ スペルバインド 牝３鹿 ５５ 菅原 勲 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４９８＋ ２２：０２．７ ４．４�
（岩手）

２２ ロードアルファード 牡５鹿 ５８ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ５０８－ ２２：０２．９１� ８．５�
５８ アヴェンティーノ 牡４鹿 ５８ I．メンディザバル 吉田 和子氏 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ ４．３�
（仏）

５９ メイショウグラード 牡３鹿 ５７ D．ホワイト 松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４９０－ ４ 〃 ハナ ６．１�
（香港）

７１２ バージンフォレスト 牡５黒鹿５８ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ
ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６－ ２２：０３．１１� １９．２�

８１５ デンコウミサイル 牡５栗 ５８ B．シン 田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５１２± ０２：０３．２クビ ５４．７	
（豪）

３４ パッシングマーク 牡５鹿 ５８ C．ウィリアムズ �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４７８＋１０ 〃 ハナ ６２．８

（豪）

３５ � ミウラリチャード 牡４鹿 ５８ 小牧 太佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５０２－１６２：０３．４１	 １３５．８�
８１４ ボーテセレスト 牝４鹿 ５６ J．ムルタ �錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ４０８± ０ 〃 ハナ ６５．６�

（愛）

４７ カ イ ゼ リ ン 牝３青鹿５５ A．シュタルケ �キャロットファーム 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４５４－ ６ 〃 ハナ ５．７
（独）

６１０ アドマイヤカンナ 牝５鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４４６－ ４２：０３．５	 １７．４�
７１３ キクカラヴリイ 牝４鹿 ５６ A．ガルシア 飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４８＋ ２２：０３．６クビ １１．８�

（米）

４６ � ストールンブライド 牝５鹿 ５６ 後藤 浩輝�野 葉子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４６６－ ８２：０４．０２	 ４８．３�
２３ モ チ 牡４青鹿５８ E．プラード 小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５１８＋２０ 〃 ハナ ２５．６�

（米）

１１ マルタカドリーム 牡６黒鹿５８ 内田 博幸高橋 義和氏 境 直行 三石 本桐牧場 ４７８＋ ６ 〃 ハナ ３３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，０００，７００円 複勝： ４４，７８３，３００円 枠連： ４８，８４０，９００円

普通馬連： １８３，１０７，７００円 馬単： １１３，４０３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，９１４，６００円

３連複： ２０６，８１３，４００円 ３連単： ４３０，７５８，０００円 計： １，１０７，６２２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ２８０円 � １６０円 枠 連（２－６） １，７００円

普通馬連 �� ２，６４０円 馬 単 �� ４，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ４１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，９７０円 ３ 連 単 ��� １９，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３４０００７ 的中 � ６１９１３（２番人気）
複勝票数 計 ４４７８３３ 的中 � ６９８６８（２番人気）� ３５７３０（５番人気）� ８７３３７（１番人気）
枠連票数 計 ４８８４０９ 的中 （２－６） ２１２４１（８番人気）
普通馬連票数 計１８３１０７７ 的中 �� ５１２８８（１０番人気）
馬単票数 計１１３４０３４ 的中 �� １７３９９（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５９１４６ 的中 �� １１８６４（９番人気）�� ２９８８９（１番人気）�� １６９７３（７番人気）
３連複票数 計２０６８１３４ 的中 ��� ５１４７７（５番人気）
３連単票数 計４３０７５８０ 的中 ��� １６０７９（４４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１３．０―１２．６―１２．２―１２．２―１２．１―１１．８―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．７―３７．７―５０．３―１：０２．５―１：１４．７―１：２６．８―１：３８．６―１：５０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スペルバインド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Danehill デビュー ２００７．９．２ 札幌３着

２００５．２．２５生 牝３鹿 母 デインスカヤ 母母 Boubskaia １２戦３勝 賞金 ４６，１５５，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３４０２３１２月７日 晴 良 （２０阪神５）第２日 第１１競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��１，８００�第９回ジャパンカップダート（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （国際招待） （ダート・右）

３歳以上；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
日本馬主協会連合会会長賞・全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １３０，０００，０００円 ５２，０００，０００円 ３３，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円
付 加 賞 ３，５７０，０００円 １，０２０，０００円 ５１０，０００円
参加記念品
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：４８．５
１：４８．４
なし

重

重

５１０ カ ネ ヒ キ リ 牡６栗 ５７ C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５３０－ ４１：４９．２ ９．８�

（仏）

３５ メイショウトウコン 牡６黒鹿５７ 藤田 伸二松本 好雄氏 安田伊佐夫 新冠 新冠橋本牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ ２５．７�
３６ ヴァーミリアン 牡６黒鹿５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ５２４＋１２１：４９．３クビ ２．２�
２３ サンライズバッカス 牡６黒鹿５７ 佐藤 哲三松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ４９４＋ ６１：４９．６１� ２２．４�
６１２ ブルーコンコルド 牡８鹿 ５７ 幸 英明 �ブルーマネジメント服部 利之 新冠 川上 悦夫 ５１０－ ４ 〃 アタマ ３６．３�
６１１� カジノドライヴ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Shell

Bloodstock ５３０ １：４９．７� ７．１	
７１４	 フ リ オ ー ソ 牡４栗 ５７ 戸崎 圭太ダーレー・ジャパン・

ファーム� 川島 正行 新冠 ハシモトフアーム B５０８＋１７１：４９．９１ ４７．６

（船橋） （大井）

４７ サクセスブロッケン 牡３青鹿５６ 横山 典弘�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 谷川牧場 ５２２＋ １ 〃 ハナ ４．４�
１１ ワンダースピード 牡６黒鹿５７ 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４８４＋ ８１：５０．２１� ２８．２�
８１５ ワイルドワンダー 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４５０－１４ 〃 ハナ ２８．４
８１６
 ボンネビルレコード 牡６鹿 ５７ 内田 博幸塩田 清氏 堀井 雅広 門別 浜本 幸雄 ４９４－ ２１：５０．８３� ５０．１�
１２ � フロストジャイアント 牡５栗 ５７ C．ヴェラスケス IEAHステーブル，A．コー

エン＆ペガサスHDGS R．ダトロー 米 J.M.J. Stables
Corporation ５０６ １：５１．５４ ５６．６�

（Frost Giant（USA）） （米） （米）

４８ � ティンカップチャリス ３鹿 ５６ E．プラード S．ファンラエル氏 M．レセッシー 米 Michael
Lecesse ４７２ １：５１．６クビ ２１．２�

（Tin Cup Chalice（USA）） （米） （米）

５９ アドマイヤフジ 牡６黒鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５２８± ０１：５２．３４ ２６．１�
２４ メイショウバトラー 牝８鹿 ５５ 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５２０＋ ３１：５４．５大差 １０３．３�

（１５頭）
７１３� マストトラック 牡４鹿 ５７ G．ゴメス R．フランケル氏 R．フランケル 米 Robert

Frankel ― （出走取消）
（Mast Track（USA）） （米） （米）

売 得 金

単勝： ４５６，９４３，２００円 複勝： ４２５，７７８，７００円 枠連： ５４３，９１９，５００円

普通馬連： ２，４０７，５５７，３００円 馬単： １，７４５，６８０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５５３，７２７，７００円

３連複： ２，７４４，７９５，１００円 ３連単： ７，２５１，５８０，１００円 計： １６，１２９，９８２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３００円 � ５００円 � １２０円 枠 連（３－５） ８６０円

普通馬連 �� １１，７１０円 馬 単 �� ２１，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０９０円 �� ５００円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ７，０９０円 ３ 連 単 ��� ６９，４６０円

票 数

単勝票数 差引計４５６９４３２（返還計 １１０７９） 的中 � ３７１０２０（４番人気）
複勝票数 差引計４２５７７８７（返還計 ５１１３） 的中 � ２８６０７７（４番人気）� １４９４８４（６番人気）� １５５９１２３（１番人気）
枠連票数 差引計５４３９１９５（返還計 １８５０） 的中 （３－５） ４６７７１２（３番人気）
普通馬連票数 差引計２４０７５５７３（返還計１０７８８２） 的中 �� １５１８１５（３０番人気）
馬単票数 差引計１７４５６８０６（返還計 ７９９７５） 的中 �� ５９７４４（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計５５３７２７７（返還計 ２６３７９） 的中 �� ４１２２６（３１番人気）�� ２９２９５５（２番人気）�� １５３２８６（７番人気）
３連複票数 差引計２７４４７９５１（返還計２０６８６２） 的中 ��� ２８６０２０（１８番人気）
３連単票数 差引計７２５１５８０１（返還計５５６４０５） 的中 ��� ７７０５２（１８１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１３．１―１１．７―１１．８―１２．４―１２．０―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３６．７―４８．４―１：００．２―１：１２．６―１：２４．６―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６
１
３
８（７，１４）９（４，１０，１１）（１，１５，１２）（２，６）－（３，１６，５）・（７，８）（１０，１４，１１）（４，１５，１２）（９，６）（１，２）（３，１６，５）

２
４

・（７，８，１４）（４，９，１０，１１）（１５，１２）（１，２，６）（３，１６）５・（７，８，１４）１１（１０，６）（１５，１２，５）３，２，９（１，１６）４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ ネ ヒ キ リ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００４．７．３１ 新潟４着

２００２．２．２６生 牡６栗 母 ライフアウトゼア 母母 Silver Valley １２戦７勝 賞金 ４５１，７９９，０００円
［他本会外：４戦２勝］

〔出走取消〕 マストトラック号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 フロストジャイアント号の騎手C．ヴェラスケスは，１コーナーで外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２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２０頭 ウインカーディナル号・キクノサリーレ号・ゲイルバニヤン号・シャーベットトーン号・スウィフトカレント号・

タイキヴァンベール号・タケミカヅチ号・ダークメッセージ号・ドンクール号・トーセンキャプテン号・
トーセンブライト号・ナナヨーヒマワリ号・ビクトリーテツニー号・フィフティーワナー号・フリートアドミラル号・
ベルーガ号・マコトスパルビエロ号・マルブツリード号・メイショウサライ号・ユビキタス号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３４０２４１２月７日 晴 良 （２０阪神５）第２日 第１２競走 ��
��１，６００�２００８ゴールデン ホイップ トロフィー

発走１６時２０分 （国際騎手招待） （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下 中央競馬の競走馬登録（再登録を受けた馬にあっては当該
再登録）を受けた時以降，１９．１２．１以降２０．１１．３０まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る。；負担重量
は，３歳５７�４歳以上５８�，牝馬２�減

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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３５ クラウンプリンセス 牝４鹿 ５６ D．ホワイト 臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８０＋１０１：３４．６ ７．２�
（香港）

１１ マッチメイト 牡５鹿 ５８ I．メンディザバル 釘田 秀人氏 川村 禎彦 静内 藤沢牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ １０２．８�
（仏）

５９ � ピサノアルハンブラ 牡５鹿 ５８ C．ウィリアムズ 市川 義美氏 白井 寿昭 米
Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

５００－ ６１：３４．７クビ １５．１�
（豪）

４７ マルティンスターク 牝３鹿 ５５ 安藤 勝己 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４３６－ ２ 〃 クビ ６．５�
６１０ シャイナムスメ 牝４黒鹿５６ J．ムルタ �飛野牧場 坂口 正大 静内 飛野牧場 ４７４＋ ４ 〃 ハナ １５．２�

（愛）

８１５ リアルコンコルド 牡６鹿 ５８ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２１：３５．１２� ３．２�
３４ マッハジュウクン 牡６鹿 ５８ B．シン 鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 B４７２± ０ 〃 ハナ ６７．５	

（豪）

６１１ アドマイヤディーノ 牡５鹿 ５８ 後藤 浩輝近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８８＋１４１：３５．２� １３．４

２３ ミダースタッチ 牡３栗 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５３０－ ８ 〃 アタマ ５．６�
８１４� ケイアイプラウド 牡３栗 ５７ E．プラード �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Pamela Ridley

& Kim Ridley ４７６－ ２１：３５．３	 ６．４
（米）

７１２ ジョイフルスマイル 牝３栗 ５５ 内田 博幸上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム ４４６－ ６１：３５．４クビ ５８．１�
４６ ユメノオーラ 牝５鹿 ５６ A．シュタルケ 岩� 正志氏 川村 禎彦 浦河 田中スタッド ４７０＋ ４ 〃 クビ １３２．１�

（独）

７１３ エアニックス 牡６栗 ５８ 小牧 太 �ラッキーフィールド梅田 智之 静内 千代田牧場 ４７４＋１０１：３５．５� ３７．８�
５８ ヤマニンイグナイト 牡５栗 ５８ A．ガルシア 土井 肇氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４３６＋ ６１：３５．７	 ４１．１�

（米）

２２ ラッキーリップス 牡５黒鹿５８ 菅原 勲松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 B４６２－ ４１：３５．８� ９３．９�
（岩手）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８１，７１０，１００円 複勝： ９１，８７７，５００円 枠連： ９４，０６５，０００円

普通馬連： ３３０，５３６，５００円 馬単： ２１１，４２９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ８９，４８４，１００円

３連複： ３６６，７０５，５００円 ３連単： ８８７，０９４，２００円 計： ２，１５２，９０２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２８０円 � ２，５４０円 � ４１０円 枠 連（１－３） ２２，９５０円

普通馬連 �� ４０，６７０円 馬 単 �� ７３，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，３６０円 �� ２，２００円 �� １６，５００円

３ 連 複 ��� １８７，１６０円 ３ 連 単 ��� １，０５７，６４０円

票 数

単勝票数 計 ８１７１０１ 的中 � ９０６５９（５番人気）
複勝票数 計 ９１８７７５ 的中 � １０１６２４（４番人気）� ８１２２（１２番人気）� ６０１３５（６番人気）
枠連票数 計 ９４０６５０ 的中 （１－３） ３０２６（２８番人気）
普通馬連票数 計３３０５３６５ 的中 �� ５９９８（６４番人気）
馬単票数 計２１１４２９７ 的中 �� ２１２５（１２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８９４８４１ 的中 �� １９２２（６８番人気）�� １０２２６（２７番人気）�� １３２０（８３番人気）
３連複票数 計３６６７０５５ 的中 ��� １４４６（２４６番人気）
３連単票数 計８８７０９４２ 的中 ��� ６１９（１３３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．５―３５．０―４６．７―５８．７―１：１０．５―１：２１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンプリンセス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００６．６．２５ 京都２着

２００４．１．３１生 牝４鹿 母 クラウンピース 母母 クラシッククラウン ２２戦５勝 賞金 ８７，９１９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔制裁〕 ヤマニンイグナイト号の騎手A．ガルシアは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２０阪神５）第２日 １２月７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 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

４２８，９００，０００円
４，２６０，０００円
３０，７２０，０００円
６，６３０，０００円
５２，２４０，０００円
２２，１７０，０００円
８２９，０００円
８２９，０００円

６２，８５９，０００円
１９，２７３，０００円
１，７４７，３００円

勝馬投票券売得金
８０７，４９５，２００円
９２３，４１５，９００円
８５４，９１０，９００円
３，５８２，７６１，８００円
２，６４２，８７１，０００円
９１８，３６８，８００円
４，０９５，０７７，２００円
１０，２２８，１８７，６００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 ２４，０５３，０８８，４００円

総入場人員 ４８，７６６名 （有料入場人員 ４５，６７９名）




