
３４０３７１２月１４日 晴 良 （２０阪神５）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０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

２２ ナムラエクシード 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４８４± ０１：１３．８ １．３�

７９ メジロライダー 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４６４＋１０１：１４．０１� ４．３�
５５ タガノバッチグー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋ ８１：１４．２� ９．５�
３３ マルコードリーム 牡２栗 ５５

５３ △田中 健岡田 宏二氏 坂口 正則 鵡川 上水牧場 ４６２＋ ４１：１４．６２� ９５．２�
６８ イナズマガイア 牝２鹿 ５４ 吉田 豊小泉 賢悟氏 福永 甲 新冠 小泉牧場 ４２２± ０１：１４．７� ２１．７�
４４ ワイドヒリュウ 牡２鹿 ５５ 幸 英明鋤元 節夫氏 松永 昌博 新ひだか 原 フアーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ ７８．９�
１１ サチノユニヴァース 牝２鹿 ５４

５２ △田中 克典佐藤 幸彦氏 中尾 正 新冠 新冠伊藤牧場 ４２２－ ２１：１４．８クビ ５８．６	
７１０ シゲルホタカヤマ 牝２青鹿５４ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 上山牧場 ４４２－ ６１：１５．３３ １６７．５

８１２ プ ラ セ ッ ト 牝２栗 ５４

５３ ☆浜中 俊幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新冠 土井牧場 ４５６－１２１：１５．６１� ３６．１�
８１１ トミケンドラゴン 牡２栗 ５５ 鮫島 良太冨樫 賢二氏 坂口 正則 日高 川島 良一 ４２８± ０１：１５．７� ２８６．５�
６７ プライベート 牡２黒鹿５５ 小牧 太川上 哲司氏 目野 哲也 浦河 広瀬 正昭 B５２４＋ ２１：１６．３３� ７１．１
５６ 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± ０１：１６．６１� ３１７．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，２３３，３００円 複勝： ４９，１３３，４００円 枠連： １１，６０１，２００円

普通馬連： ４４，５６４，８００円 馬単： ５３，７３６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９５０，６００円

３連複： ５６，７３８，０００円 ３連単： １２８，４２９，３００円 計： ３７９，３８７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １１０円 � １６０円 枠 連（２－７） １７０円

普通馬連 �� １７０円 馬 単 �� ２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１０円 �� ２００円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ３００円 ３ 連 単 ��� ６４０円

票 数

単勝票数 計 １７２３３３ 的中 � １０７１００（１番人気）
複勝票数 計 ４９１３３４ 的中 � ３６３３３５（１番人気）� ６６８９９（２番人気）� ２１５６７（３番人気）
枠連票数 計 １１６０１２ 的中 （２－７） ５１２２３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４５６４８ 的中 �� ２０２３６１（１番人気）
馬単票数 計 ５３７３６４ 的中 �� １８９５０３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９５０６ 的中 �� ６４０５８（１番人気）�� １７６２０（２番人気）�� １０５４８（３番人気）
３連複票数 計 ５６７３８０ 的中 ��� １４１２９０（１番人気）
３連単票数 計１２８４２９３ 的中 ��� １５００９９（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．６―１１．９―１１．７―１２．６―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．９―３５．８―４７．５―１：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．０
３ ２，３（１，５）（７，８）（４，１２）（９，１０）－１１，６ ４ ２，３（１，５）８（７，９）（４，１２）１０－１１－６

勝馬の
紹 介

ナムラエクシード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００８．１０．２５ 京都２着

２００６．３．２６生 牡２鹿 母 ナムラマリオン 母母 チャリスオブシルバー ４戦１勝 賞金 １１，８００，０００円



３４０３８１２月１４日 晴 良 （２０阪神５）第４日 第２競走 ��
��１，８００�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

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

３５ マイネルテーベ 牡２栃栗５５ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 三石 山本 昇寿 ４５６± ０１：５６．６ １８．３�

７１２ シルバーフィールド 牡２黒鹿５５ 幸 英明近藤 克麿氏 清水 出美 浦河 丸幸小林牧場 ４８２－ ２１：５６．８� ３５．９�
６１０� ファミッリア 牝２栗 ５４ 小牧 太藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ５０４± ０１：５７．１２ ５３．７�
２３ メイショウアッチラ 牡２青鹿５５ 松岡 正海松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４４８－ ６１：５７．２クビ ２９．９�
６１１ ドンドドーン 牡２芦 ５５ 竹之下智昭�辻牧場 友道 康夫 浦河 辻 牧場 ５４２± ０１：５７．５２ ８６．３�
２２ � ウォークラウン 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５０８＋１０ 〃 アタマ ３．０	
３４ � ダノンアスコット 牡２栗 ５５ M．デムーロ�ダノックス 森 秀行 米 Overbrook

Farm ５０２＋ ６１：５７．８１� １．８

（伊）

４６ ミッキーポリス 牡２鹿 ５５
５４ ☆浜中 俊三木 久史氏 中村 均 浦河 金成吉田牧場 ４８６－ ４１：５８．０１ ２０８．１�

１１ シゲルアサマヤマ 牡２青鹿５５ 秋山真一郎森中 蕃氏 藤岡 範士 浦河 冨岡牧場 ４６２± ０１：５８．４２� １０１．６�
５９ � コスモポエム 牡２芦 ５５

５３ △田中 健 �ビッグレッドファーム 白井 寿昭 米 Dumar
Horses, LLC ４９０± ０１：５９．７８ １２．３

８１４ マコトバンクウ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠眞壁 明氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４５０－ ２２：００．０１� ３４．５�
４７ ヤマトサンザン 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎豊田 智郎氏 松元 茂樹 様似 澤井 義一 ４６４± ０ 〃 アタマ １６．８�
７１３ ロードモチーフ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム ４６８－ ２２：００．１� １６０．３�
８１５ オリオンザツアー 牡２鹿 ５５ 小林慎一郎平本 敏夫氏 矢作 芳人 新ひだか 大塚牧場 ４７４± ０２：００．４２ ４６６．０�
５８ ウ ク レ レ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４５８－ ２２：０１．０３� １４８．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，７８２，８００円 複勝： ３１，９１１，４００円 枠連： １２，７７１，４００円

普通馬連： ４５，７６８，０００円 馬単： ４３，６１４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６５３，７００円

３連複： ５６，４９７，７００円 ３連単： ９９，９９８，８００円 計： ３２２，９９８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８３０円 複 勝 � ８５０円 � ９５０円 � １，９１０円 枠 連（３－７） １，９７０円

普通馬連 �� １９，５００円 馬 単 �� ４６，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６７０円 �� ５，９２０円 �� ６，８７０円

３ 連 複 ��� １７８，１９０円 ３ 連 単 ��� １，２７２，４００円

票 数

単勝票数 計 １４７８２８ 的中 � ６３７８（５番人気）
複勝票数 計 ３１９１１４ 的中 � １０１０５（５番人気）� ８９９３（６番人気）� ４２５３（９番人気）
枠連票数 計 １２７７１４ 的中 （３－７） ４８０８（７番人気）
普通馬連票数 計 ４５７６８０ 的中 �� １７３３（３３番人気）
馬単票数 計 ４３６１４８ 的中 �� ６９０（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６５３７ 的中 �� １１９１（２７番人気）�� ７３３（４０番人気）�� ６３０（４５番人気）
３連複票数 計 ５６４９７７ 的中 ��� ２３４（１７８番人気）
３連単票数 計 ９９９９８８ 的中 ��� ５８（９６５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．７―１３．０―１３．０―１２．８―１２．７―１３．７―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３７．２―５０．２―１：０３．２―１：１６．０―１：２８．７―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．４―３F４０．６
１
３
５，１０（４，１４）１５，２，９（１，８，１２）７（６，１３）－（３，１１）・（５，１０）（４，２）－１，９，１２（１４，１５）－（８，１１）（６，７）（１３，３）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルテーベ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 サウスアトランテイツク デビュー ２００８．８．９ 新潟５着

２００６．２．２６生 牡２栃栗 母 トキノスピカ 母母 マグマシヤイン ７戦１勝 賞金 ７，４５０，０００円
〔発走状況〕 シゲルアサマヤマ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

ダノンアスコット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
ドンドドーン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

〔調教再審査〕 シゲルアサマヤマ号は，発走調教再審査。
※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。



３４０３９１２月１４日 晴 良 （２０阪神５）第４日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時０５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

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

４８ ハイフィールド 牝２鹿 ５４ 幸 英明服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４１４－ ４１：２３．７ １１．９�

７１５ スプリングアウェク 牝２黒鹿５４ M．デムーロポリッシュホースメイト荒川 義之 三石 タツヤファーム ４３８－１２ 〃 クビ ４．４�
（伊）

６１２ ハッピーパレード 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４１６－１２１：２３．９１� ６．９�
４７ フェイズシフト 牝２黒鹿５４ 福永 祐一吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４４４± ０１：２４．０� ８．１�
１１ ブルーモーリシャス 牡２青鹿５５ 安藤 勝己 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５４± ０ 〃 ハナ ３．０�
１２ メイショウマレンゴ 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４８６－ ２１：２４．２１ ６．７�
８１８ ナムラアウラ 牝２黒鹿５４ 石橋 守奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ４６４－ ６ 〃 ハナ ３６２．８	
３６ イナズマチーター 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 
ローレルレーシング 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４０４－ ８１：２４．４１� ７６．０�
３５ サルヴェイション 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新ひだか 澤田 嘉隆 ４８８－ ２１：２４．５クビ ３５．１�
７１４ エルプレジデンテ 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４４２－ ８１：２４．６� ６０．１
６１１ ウルトラミューズ 牝２青鹿５４ 江田 照男北村キヨ子氏 山内 研二 日高 長田ファーム ４９４－ ２１：２４．７� ４６４．５�
５９ マイネカプリシャス 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 イワミ牧場 B４２０± ０１：２４．９１� ４１．９�
５１０ ア キ ノ ラ ブ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅穐吉 正孝氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４５２－１０１：２５．０クビ ４６．３�
８１７ トーアクレセント 牝２栗 ５４ 小牧 太東亜駿馬
 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ １４．６�
７１３ ゼットオージ 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦�フォーレスト 田所 清広 静内 今 牧場 ４５０＋ ４１：２５．６３� ７５．６�
８１６ カンファーピュア 牝２鹿 ５４ 小林 徹弥楠本 陸雄氏 清水 出美 新ひだか 静内酒井牧場 ４２０－ ６１：２５．９２ ４３７．２�
２３ テラノチャンス 牝２青鹿５４ 角田 晃一寺田 寿男氏 清水 出美 平取 坂東牧場 ４２８＋ ２１：２６．３２� ３７９．５�
２４ ヒデサンアタッカー 牡２鹿 ５５

５３ △田中 克典井之口二三雄氏 中尾 正 静内 藤吉牧場 ４６４＋ ２１：２７．６８ ３５０．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，８０５，０００円 複勝： ３６，３８２，７００円 枠連： ２１，９４８，０００円

普通馬連： ６１，５２８，５００円 馬単： ４３，９６７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０２３，６００円

３連複： ７９，５５２，５００円 ３連単： １１４，５４９，１００円 計： ４０２，７５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ３６０円 � １９０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ９７０円

普通馬連 �� ２，５６０円 馬 単 �� ６，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� ９９０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ４，７９０円 ３ 連 単 ��� ２７，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２０８０５０ 的中 � １３７８５（６番人気）
複勝票数 計 ３６３８２７ 的中 � ２２５５９（６番人気）� ５５９４３（２番人気）� ４９２５５（３番人気）
枠連票数 計 ２１９４８０ 的中 （４－７） １６８１０（４番人気）
普通馬連票数 計 ６１５２８５ 的中 �� １７７６７（１２番人気）
馬単票数 計 ４３９６７８ 的中 �� ４７８５（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０２３６ 的中 �� ６１７８（１３番人気）�� ５８４９（１５番人気）�� １１７６２（４番人気）
３連複票数 計 ７９５５２５ 的中 ��� １２２６８（１６番人気）
３連単票数 計１１４５４９１ 的中 ��� ３０２９（９６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．５―１２．０―１２．０―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．４―３４．９―４６．９―５８．９―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３６．８
３ ６（９，１７）（１６，１８）（４，５）（７，１２）２（１０，８）（１，１４）１１，１５（３，１３） ４ ・（６，１７，１８）（９，１２）（５，１６，７，８）（４，２，１４）（１，１０）１５（１１，１３）－３

勝馬の
紹 介

ハイフィールド �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 サウスアトランテイツク デビュー ２００８．８．２ 小倉４着

２００６．５．２４生 牝２鹿 母 レガシーフィールド 母母 ハマノサイクロン ８戦１勝 賞金 ９，９５０，０００円
〔騎手変更〕 エルプレジデンテ号の騎手佐藤哲三は，負傷のため鮫島良太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 キングマジック号
※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。



３４０４０１２月１４日 晴 良 （２０阪神５）第４日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時３５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

１：２３．５
１：２３．１

重

重

５１０ ケイアイテンジン 牡２栗 ５５ 福永 祐一 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４７８ ―１：２５．３ １．１�

１２ ドリームアライブ �２黒鹿５５ 岩田 康誠 �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 ５０２ ―１：２５．４� １５．１�

６１２ メイショウオーラ 牡２芦 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ５１４ ―１：２６．１４ １６．２�
４７ � エーシンマダムジー 牝２栗 ５４ 吉田 豊平井 宏承氏 松元 茂樹 米 Winches-

ter Farm ４６２ ―１：２６．５２	 １９５．０�
４８ テーオーマース 牡２栗 ５５ 松岡 正海小笹 公也氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４８４ ― 〃 アタマ １１．９�
８１６ カネトシポインター 牡２栗 ５５ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７０ ―１：２７．８８ １３１．７	
３６ � コンポステラ 牝２黒鹿５４ M．デムーロ �ノースヒルズマネジメント 中竹 和也 米

Gainesway Thoroughbreds
Ltd., Muirfield Ventures &
JMJ Racing Stable

５２８ ―１：２８．６５ ２４．６

（伊）

２４ ナンヨーアドニス 牡２鹿 ５５ 角田 晃一中村 �也氏 山内 研二 静内 橋本牧場 ４３６ ―１：２８．７	 ６９．６�
７１３ インオールブライト 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ５０４ ― 〃 クビ ２４６．８�
３５ スリーオブジャパン 牡２栗 ５５ 江田 照男永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４７０ ―１：２９．２３ ２１５．０
５９ ウォーターウィンク 牝２芦 ５４ 川田 将雅山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 ４４６ ―１：２９．６２	 １２２．９�
８１５ ロングフィーバ 牡２栗 ５５ 鮫島 良太中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 ４４８ ―１：２９．７	 ２５２．７�
１１ パープルガルチ 牡２栗 ５５ 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 新冠 清水 克則 ４３４ ―１：２９．９１
 ３２７．４�
７１４ ハリウッドナニー 牝２鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊井高 義光氏 宮 徹 静内 井高牧場 ４３０ ―１：３０．１１ ８０．３�
２３ ドリームカントリー 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４６４ ―１：３０．２� ３１０．２�
６１１ ジツリキイチバン 牡２鹿 ５５

５２ ▲大江原 圭河合實貴男氏 作田 誠二 日高 大矢牧場 ４７８ ―１：３０．９４ １３２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，１５６，１００円 複勝： ４１，２４１，５００円 枠連： １５，６８９，８００円

普通馬連： ４３，３２４，５００円 馬単： ６０，１１８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４４３，４００円

３連複： ５３，９１４，５００円 ３連単： １２８，２８５，４００円 計： ３９２，１７３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（１－５） ５３０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ２７０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� ２，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３２１５６１ 的中 � ２３８５５９（１番人気）
複勝票数 計 ４１２４１５ 的中 � ２８３３２５（１番人気）� ２８０２２（３番人気）� ２３５６０（４番人気）
枠連票数 計 １５６８９８ 的中 （１－５） ２２１７０（３番人気）
普通馬連票数 計 ４３３２４５ 的中 �� ５７２０５（３番人気）
馬単票数 計 ６０１１８２ 的中 �� ７４２１３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４４３４ 的中 �� １６６７３（３番人気）�� １７０１９（２番人気）�� ６１８５（７番人気）
３連複票数 計 ５３９１４５ 的中 ��� ３３９５９（３番人気）
３連単票数 計１２８２８５４ 的中 ��� ３５８４５（６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．８―１２．３―１２．４―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．７―１：００．１―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイテンジン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

２００６．２．２３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 １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。
（非当選馬） ２頭 サンレイファイン号・ニホンピロララバイ号
※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。



３４０４１１２月１４日 晴 良 （２０阪神５）第４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）

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� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

１１ コ パ ノ カ ミ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠小林 祥晃氏 松永 幹夫 新ひだか 原 武久 ４６８ ―１：３６．９ ３４．０�

７１３ オウケンマジック 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４６８ ―１：３７．６４ ４６．２�
２３ アズマタイショウ 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４７８ ―１：３７．８１� １０．１�
４７ ラヴボンジェリー 牝２鹿 ５４ 橋本 美純�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム ４６４ ―１：３７．９� ４３．９�
７１５ シンメイゲイルス 牝２黒鹿５４ 福永 祐一織田 芳一氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４５０ ― 〃 クビ ３．９�
３６ ワイドロータス 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４４６ ―１：３８．０クビ １３７．９�
４８ ブルースターキング 牡２黒鹿５５ 江田 照男 	ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４６２ ―１：３８．２１� ６９．８

８１８ マ イ ウ エ イ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４５２ ― 〃 クビ １０．８�
５１０ ロイヤルネックレス 牝２青 ５４ 安藤 勝己吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：３８．３� ２．１�
５９ ジョウノダンサー 牝２鹿 ５４ M．デムーロ小川 義勝氏 小崎 憲 日高 三城牧場 ４２０ ―１：３８．４クビ １７．０

（伊）

１２ メイショウアンカー 牡２栗 ５５ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５６０ ― 〃 クビ １８．６�
２４ ラムタムタガー 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ５００ ―１：３８．８２� ２７．９�
６１２ ディアトゥドリーム 牡２栗 ５５ 高野 容輔増田 雄一氏 崎山 博樹 新ひだか 三石橋本牧場 ４５２ ―１：３９．０１� ２４２．３�
６１１ アクアブルースカイ 牡２鹿 ５５ 角田 晃一佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７２ ―１：３９．２１ ４０．８�
８１６ ニシノミーチャン 牝２鹿 ５４ 松田 大作西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４６６ ―１：３９．６２� ６３．５�
８１７ ヒシピラルクー 牡２青鹿５５ 武 幸四郎阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４９２ ― 〃 アタマ ５４．３�
７１４ セレスダイヤモンド 牡２鹿 ５５ 小牧 太石橋 和夫氏 新川 恵 様似 様似渡辺牧場 ５００ ― 〃 ハナ １５７．６�
３５ トウカイスマップ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海内村 正則氏 中村 均 浦河 松栄牧場 ４６４ ―１：４０．６６ １４０．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，０７８，１００円 複勝： ２４，２２２，７００円 枠連： １９，４０３，９００円

普通馬連： ５１，５４３，７００円 馬単： ４４，７３４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１１０，３００円

３連複： ６８，０８８，５００円 ３連単： １０７，７７４，５００円 計： ３５５，９５６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４００円 複 勝 � ９００円 � １，１７０円 � ３３０円 枠 連（１－７） ２，０１０円

普通馬連 �� ４２，０４０円 馬 単 �� ８５，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，７００円 �� ４，０９０円 �� ３，９００円

３ 連 複 ��� １４９，１１０円 ３ 連 単 ��� １，０１９，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２００７８１ 的中 � ４６５６（８番人気）
複勝票数 計 ２４２２２７ 的中 � ６７４５（８番人気）� ５０８６（１０番人気）� ２２１５１（３番人気）
枠連票数 計 １９４０３９ 的中 （１－７） ７１４９（９番人気）
普通馬連票数 計 ５１５４３７ 的中 �� ９０５（７３番人気）
馬単票数 計 ４４７３４９ 的中 �� ３８６（１３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１１０３ 的中 �� ５６５（６７番人気）�� １２１６（３６番人気）�� １２７４（３４番人気）
３連複票数 計 ６８０８８５ 的中 ��� ３３７（２４６番人気）
３連単票数 計１０７７７４５ 的中 ��� ７８（１４４２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．５―１２．８―１２．６―１２．１―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３６．１―４８．９―１：０１．５―１：１３．６―１：２５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ パ ノ カ ミ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Rainbow Quest 初出走

２００６．５．４生 牡２黒鹿 母 メ ロ ー 母母 River Spey 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。



３４０４２１２月１４日 晴 良 （２０阪神５）第４日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５５分 （ダート・右）

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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６７ チャームナデシコ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠タマモ� 木原 一良 静内 野坂牧場 ４５６＋ ４１：５３．１ ５．０�

４４ ミ コ ノ ス 牝３芦 ５４
５２ △田中 健武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４４０± ０１：５３．２� ３．３�

７９ ベルモントヤマユリ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ５６０－ ５１：５３．７３ ３５．０�

２２ ハニーフラッグ 牝４芦 ５５ 福永 祐一小林 英一氏 須貝 彦三 門別 出口牧場 ４７４＋ ２ 〃 アタマ １９．４�
３３ ルアシェイア 牝４黒鹿５５ M．デムーロ �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 ４２８± ０１：５３．８� ３．２�

（伊）

８１１ インプレスゴールド 牝４栗 ５５
５３ △田中 克典下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４４± ０１：５４．１２ ６１．４	

１１ オースミマコ 牝３鹿 ５４
５３ ☆浜中 俊�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：５４．６３ ７．０


６８ エターナルサーガ 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎 �ローレルレーシング 田中 章博 静内 畠山牧場 B４５８± ０ 〃 ハナ ８６．８�
７１０ ヴィクトリアアイ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８＋ ２１：５４．８１� ９．６�
５５ エイダイタカラブネ 牝５芦 ５５ 江田 照男�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ４９４± ０１：５４．９� ８４．０
８１２ フロールデセレッソ 牝４芦 ５５ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２１：５５．９６ １６．２�
５６ ウォーターリメイン 牝３栗 ５４ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４０６－ ８１：５６．３２� ９４．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，５６９，８００円 複勝： ２６，５３６，０００円 枠連： １４，６０６，３００円

普通馬連： ５６，６３２，３００円 馬単： ４２，１９０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５３８，５００円

３連複： ６９，１８４，１００円 ３連単： １２５，７４７，７００円 計： ３７５，００５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � ６７０円 枠 連（４－６） ９４０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １，６１０円 �� ２，１９０円

３ 連 複 ��� ８，４３０円 ３ 連 単 ��� ３６，９３０円

票 数

単勝票数 計 １９５６９８ 的中 � ３１４５２（３番人気）
複勝票数 計 ２６５３６０ 的中 � ４４８０６（３番人気）� ５８５５５（１番人気）� ７２１２（８番人気）
枠連票数 計 １４６０６３ 的中 （４－６） １１５４７（３番人気）
普通馬連票数 計 ５６６３２３ 的中 �� ４７３９６（３番人気）
馬単票数 計 ４２１９０８ 的中 �� １７５７４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５３８５ 的中 �� １７２０４（３番人気）�� ２９４１（１９番人気）�� ２１３７（２４番人気）
３連複票数 計 ６９１８４１ 的中 ��� ６０６１（３０番人気）
３連単票数 計１２５７４７７ 的中 ��� ２５１３（１１９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１３．３―１２．７―１２．９―１２．５―１２．１―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３７．６―５０．３―１：０３．２―１：１５．７―１：２７．８―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チャームナデシコ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．３．１５ 阪神５着

２００５．３．１５生 牝３鹿 母 ナ デ シ コ 母母 Nilmeen １４戦３勝 賞金 ３７，７１２，０００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。



３４０４３１２月１４日 晴 良 （２０阪神５）第４日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２５分 （芝・右・外）

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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１１ � ライブコンサート �４黒鹿５７ 岩田 康誠グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.
Chandris ４８０－１０１：３５．１ １．４�

５５ バブルウイズアラン 牡４鹿 ５７ 幸 英明小林 一成氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８８＋１２１：３５．４２ １２．４�
４４ フィールドルーキー 牡７鹿 ５７ 小林 徹弥蛭川 年明氏 藤岡 範士 浦河 山口 義彦 ５３２＋１０１：３５．８２	 ４３．２�
６７ カシノマイケル 牡５青鹿５７ 小牧 太柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６６－ ６１：３６．０１
 １４．４�
３３ ノープロブレム 牡５栗 ５７

５５ △田中 克典上田 宗義氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ ５．０�
６８ メイショウゲンジ 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 佐山 優 新冠 ヤマオカ牧場 ５３０＋１２１：３６．２１
 １３３．８�
８１１ ヴ ン ダ ー 牡７黒鹿５７ 福永 祐一幅田 昌伸氏 庄野 靖志 門別トヨサトアライファーム ４９０± ０１：３６．３� ４０．０	
７９ ジャングルテクノ 牡４鹿 ５７ 松田 大作 
サンデーレーシング 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ２１：３６．５� １０．５�
２２ ゼンノベリル 牡４青鹿 ５７

５６ ☆浜中 俊大迫久美子氏 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４３０－ ４１：３６．９２	 ２５７．６�
７１０� トーセンステルス 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝島川 哉氏 古賀 慎明 米 Mrs. C. Wilson

McNeely III B４６４＋ ８１：３７．１１	 ６４．６�
８１２ タイキミューズ 牝６青鹿 ５５

５２ ▲大江原 圭
大樹ファーム 作田 誠二 大樹 大樹ファーム ４５６＋ ２１：３７．２クビ １４９．０�
５６ ショウリュウアクト 牡４栗 ５７ M．デムーロ上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４８２＋１４１：４０．２大差 ４４．５�

（伊）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２６，１４５，６００円 複勝： ６２，４１５，４００円 枠連： １８，１５８，０００円

普通馬連： ６５，５３２，３００円 馬単： ６５，１７９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５８０，５００円

３連複： ８１，１８５，８００円 ３連単： １９２，６０８，９００円 計： ５３５，８０６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３４０円 � ６４０円 枠 連（１－５） ４８０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ８４０円 �� ４，２２０円

３ 連 複 ��� ５，５８０円 ３ 連 単 ��� １４，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２６１４５６ 的中 � １４７７０６（１番人気）
複勝票数 計 ６２４１５４ 的中 � ４２２３１３（１番人気）� ２００２２（５番人気）� ９４３４（８番人気）
枠連票数 計 １８１５８０ 的中 （１－５） ２８０６２（３番人気）
普通馬連票数 計 ６５５３２３ 的中 �� ６６０９６（４番人気）
馬単票数 計 ６５１７９５ 的中 �� ５３４６４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５８０５ 的中 �� １４３１２（４番人気）�� ７１７２（９番人気）�� １３２４（３４番人気）
３連複票数 計 ８１１８５８ 的中 ��� １０７３８（１８番人気）
３連単票数 計１９２６０８９ 的中 ��� １０１２５（４６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．６―１１．７―１１．８―１１．９―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．０―４６．７―５８．５―１：１０．４―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ライブコンサート �
�
父 Singspiel �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００７．１．１４ 京都６着

２００４．４．８生 �４黒鹿 母 Dance Lively 母母 Tivli １５戦４勝 賞金 ５７，０６２，０００円
〔騎手変更〕 ショウリュウアクト号の騎手佐藤哲三は，負傷のためM．デムーロに変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウリュウアクト号は，平成２１年１月１４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。



３４０４４１２月１４日 晴 良 （２０阪神５）第４日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５５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

８１５ ヴォレハクユウ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一伊藤 博文氏 浜田 光正 三石 沖田 忠幸 ４９０± ０１：１１．６ １７２．６�

８１６ シャンパンマリー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４４８± ０ 〃 ハナ １．８�
５１０ リリーハーバー 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ４９２－ ６１：１２．１３ １７．４�
２４ ドリームクラウン 牡３栗 ５６ 松岡 正海セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１４＋ ８ 〃 ハナ １７．３�
４７ ダイゴカムイ 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 宮内牧場 ４９６－ ８１：１２．４１� ２３０．２�
７１３ フォルテピアノ 牝５栗 ５５ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８８－ ６ 〃 ハナ ９．３	
３６ ブラックティー 牝４鹿 ５５ M．デムーロ�日進牧場 柴田 政見 様似 スイートフアーム ４６２＋ ４１：１２．５� ４．５


（伊）

５９ インプレッション �６黒鹿 ５７
５６ ☆浜中 俊前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２± ０１：１２．６� ５８．２�

６１２ メイショウゴルゴ 牡４栗 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５３２＋ ２１：１２．７クビ ４７．４�
６１１ ミステリアスバイオ 牝３栗 ５４ 小林 徹弥バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ １３．０
２３ ハードムーン 牡６黒鹿５７ 吉田 豊津田 一男氏 福永 甲 浦河 日優牧場 ４８８＋ ４１：１２．９１	 ３３８．８�
１２ タニノジュレップ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４２６＋ ４１：１３．０クビ １０．２�
３５ 
 アグネスレプトン 牡７鹿 ５７

５５ △田中 克典渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７２＋ ８１：１３．１� １２１．９�
７１４ テイエムシップウ 牡４栗 ５７

５５ △田中 健竹園 正繼氏 岩元 市三 静内 千代田牧場 ４８６＋ ６１：１３．７３	 ３０７．６�
１１ � アンクルストロング 牡５鹿 ５７ 石橋 守塚本 能交氏 田島 良保 米 Dinwiddie

Farm B５１２＋１４１：１４．８７ ３０８．８�
４８ インプリシット 牝３鹿 ５４ 川田 将雅一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 村上 雅規 ４９４＋ ４１：１５．０１� １６８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，９９２，５００円 複勝： ４５，２６１，０００円 枠連： ２１，８１３，５００円

普通馬連： ８６，６２２，０００円 馬単： ６９，０４４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，７５９，４００円

３連複： １０５，７１５，２００円 ３連単： ２０８，０８７，５００円 計： ５９８，２９５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７，２６０円 複 勝 � １，９３０円 � １１０円 � ２９０円 枠 連（８－８） ８，７６０円

普通馬連 �� １０，５８０円 馬 単 �� ３６，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６２０円 �� １２，３９０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２３，８００円 ３ 連 単 ��� ２８７，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３０９９２５ 的中 � １４１５（１２番人気）
複勝票数 計 ４５２６１０ 的中 � ３３６８（１０番人気）� １９７３４０（１番人気）� ２８９５６（６番人気）
枠連票数 計 ２１８１３５ 的中 （８－８） １８３９（２３番人気）
普通馬連票数 計 ８６６２２０ 的中 �� ６０４６（２４番人気）
馬単票数 計 ６９０４４４ 的中 �� １４０５（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０７５９４ 的中 �� １９７３（３１番人気）�� ５６７（５１番人気）�� ２１２３１（５番人気）
３連複票数 計１０５７１５２ 的中 ��� ３２７９（５３番人気）
３連単票数 計２０８０８７５ 的中 ��� ５３５（４９７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１２．２―１１．７―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３５．５―４７．２―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴォレハクユウ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 クラウンドプリンス デビュー ２００７．１２．１５ 阪神１１着

２００５．６．４生 牡３鹿 母 キリプリンセス 母母 カ ネ シ ラ ン １６戦３勝 賞金 ３０，０５０，０００円
〔騎手変更〕 インプレッション号の騎手佐藤哲三は，負傷のため浜中俊に変更。
〔制裁〕 ヴォレハクユウ号の騎手角田晃一は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。

アンクルストロング号の騎手石橋守は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 インプリシット号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 インプリシット号は，平成２１年１月１４日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 コアレスパレード号・サウスサプライズ号・ハイエモーション号・ビーチブリーズ号・メイショウワカツキ号
※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。



３４０４５１２月１４日 晴 良 （２０阪神５）第４日 第９競走 ��
��２，０００�エ リ カ 賞

発走１４時２５分 （芝・右）

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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．８
１：５９．９

良

良

２２ アーリーロブスト 牡２鹿 ５５ 吉田 豊�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ４７６－ ４２：０３．４ ６．０�

４４ ヤマニンウイスカー 牡２青 ５５ 幸 英明土井 肇氏 池江 泰郎 新冠 錦岡牧場 ４７８－ ４２：０３．９３ ３．７�
３３ カネトシコンジョオ 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４６８± ０２：０４．０� １２．８�
５５ � テスタマッタ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford

Farm ４８８＋ ４ 〃 クビ ５．６�
６７ ローレルレガリス 牡２鹿 ５５ 小牧 太 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４５６＋ ４２：０４．１クビ １５．４�
６６ マ ナ ク ー ラ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４６２－ ２２：０４．３１� ３．６	
８１１ プレザントブリーズ 牝２黒鹿５４ 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 静内 矢野牧場 ４４２－１０２：０４．６１� ４５．１

１１ アドマイヤサムライ 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝近藤 利一氏 橋田 満 新冠 オリエント牧場 ４５４－１４２：０４．９２ １５．３�
８１０ ラ ル ー チ ェ 牝２芦 ５４ M．デムーロ植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８６＋１０２：０５．７５ ８．５�

（伊）

７８ テイエムプレストン 牡２黒鹿５５ 小林 徹弥竹園 正繼氏 新川 恵 三石 城地 清満 B５２８＋ ２２：０６．７６ １１７．８
７９ 	 タ ラ リ ア 牝２栗 ５４ 石橋 守栗本 博晴氏 中島 敏文 日高 佐々木 直孝 B４３０± ０２：０８．６大差 １６３．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３５，１５２，６００円 複勝： ４５，１９５，２００円 枠連： ２６，６１４，９００円

普通馬連： １２１，９５７，８００円 馬単： ８９，４１６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，２３５，２００円

３連複： １３０，９８２，０００円 ３連単： ３３０，２３６，６００円 計： ８１２，７９０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２１０円 � １９０円 � ３２０円 枠 連（２－４） １，４２０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ７５０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ３，９７０円 ３ 連 単 ��� ２２，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３５１５２６ 的中 � ４６６１１（４番人気）
複勝票数 計 ４５１９５２ 的中 � ６１６５５（４番人気）� ７２５９７（２番人気）� ３１７１４（６番人気）
枠連票数 計 ２６６１４９ 的中 （２－４） １３９０３（６番人気）
普通馬連票数 計１２１９５７８ 的中 �� ６５０８９（６番人気）
馬単票数 計 ８９４１６３ 的中 �� ２３１８７（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３２３５２ 的中 �� １６１９６（６番人気）�� １０９０７（９番人気）�� ７３４５（１５番人気）
３連複票数 計１３０９８２０ 的中 ��� ２４３５９（１４番人気）
３連単票数 計３３０２３６６ 的中 ��� １０７７７（７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．９―３６．６―４９．６―１：０２．５―１：１５．２―１：２７．２―１：３９．２―１：５１．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アーリーロブスト �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Mazel Trick デビュー ２００８．１０．１９ 京都２着

２００６．４．２７生 牡２鹿 母 クワイエットアース 母母 Diablo’s Bobett ４戦２勝 賞金 ２０，１０８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３０分に変更。
〔その他〕 プレザントブリーズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タラリア号は，平成２１年１月１４日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 プレザントブリーズ号は，平成２１年１月１４日まで出走できない。
※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。



３４０４６１２月１４日 晴 良 （２０阪神５）第４日 第１０競走 ��
��１，４００�

ろっこう

六甲アイランドステークス
発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，１９．１２．８以降２０．１２．７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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

６１１ コレデイイノダ 牡８鹿 ５５ 安藤 勝己本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４８２＋１６１：２２．０ ９４．０�

５９ マルブツライト 牡６鹿 ５４ 福永 祐一大澤 毅氏 北出 成人 静内 タイヘイ牧場 ４９０＋ ４ 〃 クビ ２０．５�
２４ ショウナンアクロス 牡３鹿 ５４ 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 ４８８＋ ２１：２２．１� ２２．６�
５１０ クィーンマルトク 牝６青 ５１ 酒井 学高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４６４＋１２１：２２．２� ９６．６�
８１７� スーパーワシントン 牡５鹿 ５６ 松田 大作�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４６８＋ ８１：２２．３� １６．５�
１１ アドマイヤヘッド 牡４芦 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４６２－ ８１：２２．５１ ４．３�
７１４ タイセイハニー 牝５芦 ５２ 小林 徹弥田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４８４－１０ 〃 クビ ３５．７	
４８ � セイウンワキタツ 牡５鹿 ５５ 小牧 太西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.

Herbener Jr. ４７４＋ ２１：２２．８１	 １１．２

４７ メガトレンド 牡６黒鹿５５ 武 幸四郎 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ６１：２３．０１
 ４．０�
８１８ シャランジュ 牝３鹿 ５３ 幸 英明伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４３０－ ４１：２３．１	 ３７．４�
３６ エイムアットビップ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太飯田 正剛氏 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４５８＋１０１：２３．４１	 １０．８
８１６� タマモハクライ 牡５鹿 ５３ 林 満明タマモ� 中竹 和也 米 Gaines－Gentry

Thoroughbreds ４５２± ０ 〃 クビ ６５．７�
７１５� ケイアイプラウド 牡３栗 ５５ M．デムーロ �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Pamela Ridley

& Kim Ridley ４６６－１０１：２３．５� ７．２�
（伊）

３５ ボストンゴールド 牡６栗 ５４ 石橋 守ボストンホース� 岩元 市三 浦河 大西 能彦 ５２０＋ ４１：２３．６� ７７．６�
２３ ウインスペンサー 牡４黒鹿５５ 松岡 正海�ウイン 池江 泰郎 浦河 丸幸小林牧場 ５２４＋ ２１：２３．７	 ９．４�
１２ マイネルパシオン 牡６青鹿５５ 渡辺 薫彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柄崎 孝 静内 ビツグレツドフアーム ４８８＋ ６１：２３．８� ９２．８�
６１２ マンテンハット 牝６鹿 ５３ 菊地 昇吾小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４６０＋ ４１：２４．０１
 ５７．５�
７１３ コ パ ノ ス ケ 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝小林 祥晃氏 沖 芳夫 新冠 山岡ファーム ４８２＋１８１：２４．２１ １４．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，２５５，６００円 複勝： ４８，２１６，７００円 枠連： ４６，９２３，１００円

普通馬連： １７３，１０５，６００円 馬単： ９９，２１４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，１８３，５００円

３連複： １９７，８１８，１００円 ３連単： ３９１，０８１，９００円 計： １，０３４，７９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，４００円 複 勝 � ２，９７０円 � ６４０円 � ６８０円 枠 連（５－６） １７，１７０円

普通馬連 �� １０５，８５０円 馬 単 �� １８５，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９，７１０円 �� ２３，２１０円 �� ４，７６０円

３ 連 複 ��� ６２６，５７０円 ３ 連 単 ��� ４，０６５，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３３２５５６ 的中 � ２７８８（１７番人気）
複勝票数 計 ４８２１６７ 的中 � ４０１２（１８番人気）� ２０４９６（９番人気）� １９１５６（１０番人気）
枠連票数 計 ４６９２３１ 的中 （５－６） ２０１７（３２番人気）
普通馬連票数 計１７３１０５６ 的中 �� １２０７（１３６番人気）
馬単票数 計 ９９２１４５ 的中 �� ３９４（２６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５１８３５ 的中 �� ５６２（１３３番人気）�� ４７７（１３８番人気）�� ２３５９（５６番人気）
３連複票数 計１９７８１８１ 的中 ��� ２３３（６８０番人気）
３連単票数 計３９１０８１９ 的中 ��� ７１（４０９８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．１―１１．５―１１．７―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．４―４５．９―５７．６―１：０９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コレデイイノダ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００２．１２．１ 阪神７着

２０００．４．８生 牡８鹿 母 ウェディングダイヤ 母母 トウホーダイヤ ５４戦６勝 賞金 １５４，５７３，０００円
〔騎手変更〕 コレデイイノダ号の騎手佐藤哲三は，負傷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 サワヤカラスカル号・ビーチアイドル号・ホーマンファラオ号・マイネエスポワール号・マッハジュウクン号
※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。



３４０４７１２月１４日 晴 良 （２０阪神５）第４日 第１１競走
第６０回農林水産省賞典

��
��１，６００�阪神ジュベナイルフィリーズ（ＪｐｎⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

牝，２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，２８８，０００円 ３６８，０００円 １８４，０００円
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 � 基準タイム

中央レコード

レースレコード

１：３３．１
１：３３．１
１：３３．１

良

良

良

７１３ ブエナビスタ 牝２黒鹿５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５０± ０１：３５．２ ２．２�

１２ ダノンベルベール 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４８－ ８１：３５．６２� ８．４�
５９ ミクロコスモス 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：３５．８１� １１．９�
４７ ショウナンカッサイ 牝２鹿 ５４ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４４０－ ４１：３６．０１� ３６．３�
３５ � イナズマアマリリス 牝２鹿 ５４ 吉田 豊小泉 賢悟氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４３４± ０１：３６．２１� ２０．１�
８１７ ジェルミナル 牝２黒鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６２－１０１：３６．３クビ ６．６	
１１ カツヨトワイニング 牝２鹿 ５４ 江田 照男丹羽 茂文氏 高橋 義博 早来 ノーザンファーム ４０２－ ４ 〃 アタマ ５４．３

８１８ シゲルキリガミネ 牝２青 ５４ 秋山真一郎森中 蕃氏 小島 貞博 新冠 新冠橋本牧場 ４６４－ ４ 〃 クビ １２６．０�
８１６ メイショウボナール 牝２鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 木戸口牧場 ４５２－ ８１：３６．５１� ４０．６�
２３ レディルージュ 牝２青鹿５４ 角田 晃一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４２６± ０１：３６．６� ４０．７
３６ ル シ ュ ク ル 牝２芦 ５４ M．デムーロ �ノースヒルズマネジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４＋ ２ 〃 ハナ １９．２�

（伊）

６１２ ワンカラット 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６１：３６．７クビ １４．２�
７１４ チャームポット 牝２栗 ５４ 田中 克典タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４３４－ ２ 〃 ハナ ５７．５�
６１１ デグラーティア 牝２黒鹿５４ 浜中 俊 �サンデーレーシング 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６６＋ ８１：３６．８� １５．１�
４８ フキラウソング 牝２栗 ５４ 小坂 忠士金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６４－ ６１：３７．１１	 ５４．５�
７１５ パ ド ブ レ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海�ミルファーム 相沢 郁 浦河 大道牧場 ４７８－１０１：３７．６３ ９４．１�
２４ アディアフォーン 牝２黒鹿５４ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－ ６１：３７．７� ２０．７�
５１０ コウエイハート 牝２栗 ５４ 川田 将雅伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４５０－ ４１：３８．４４ ６９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３８１，７１６，１００円 複勝： ３１０，７９０，４００円 枠連： ４４９，３８５，７００円

普通馬連： ２，０７４，９２４，０００円 馬単： １，２７０，３３８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４１７，０９０，２００円

３連複： ２，３３２，７９２，８００円 ３連単： ５，４８５，９０４，９００円 計： １２，７２２，９４３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � ３１０円 枠 連（１－７） ９２０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ５６０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ３，２７０円 ３ 連 単 ��� １１，７６０円

票 数

単勝票数 計３８１７１６１ 的中 � １３９０２０５（１番人気）
複勝票数 計３１０７９０４ 的中 � ９７９５９９（１番人気）� ３１４８６１（３番人気）� １９６６６０（４番人気）
枠連票数 計４４９３８５７ 的中 （１－７） ３６２９９１（３番人気）
普通馬連票数 計２０７４９２４０ 的中 �� １４０８９８３（２番人気）
馬単票数 計１２７０３３８９ 的中 �� ５８０１７４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計４１７０９０２ 的中 �� ２６３７０４（２番人気）�� １８８１６７（３番人気）�� ６６２６３（１４番人気）
３連複票数 計２３３２７９２８ 的中 ��� ５２７３４０（４番人気）
３連単票数 計５４８５９０４９ 的中 ��� ３４４２９５（１１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．８―１２．１―１２．３―１１．９―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．３―５９．６―１：１１．５―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブエナビスタ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．１０．２６ 京都３着

２００６．３．１４生 牝２黒鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン ３戦２勝 賞金 ６８，０８８，０００円
〔騎手変更〕 メイショウボナール号の騎手佐藤哲三は，負傷のため武幸四郎に変更。
〔発走状況〕 カツヨトワイニング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ダノンベルベール号の騎手後藤浩輝は，４コーナー手前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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アイレンベルク号・アンジュアイル号・カイテキプリン号・クイーンアリュール号・グッデーコパ号・

コパノマユチャン号・シルクナデシコ号・ドゥミポワント号・プレザントブリーズ号・マイティースルー号・
メイクデュース号

（非抽選馬） １頭 タラリア号
※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。



３４０４８１２月１４日 晴 良 （２０阪神５）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�

み か げ

御影ステークス
発走１６時２０分 （ダート・右）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３５ セレスハント 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４７８＋ ２１：２３．９ １５．１�

７１３ ノーリプライ �４芦 ５７ 松岡 正海�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：２４．０� １０．０�
１１ 	 サンワードラン 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎佐藤 幸彦氏 中尾 正 米 Silverleaf

Farms, Inc. ４９６＋ ６１：２４．１
 １７．４�
８１５	 アドマイヤゴルゴ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４８６－ ２１：２４．２クビ ３．５�
６１１� ミリオンディスク 牡４栗 ５７ 武 幸四郎 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ５１６－ ４１：２４．３
 ５．５�
１２ フォーリクラッセ 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４９２－ ４１：２４．４
 １３．６�
７１４ グレイトフルタイム 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム B５４２＋１０ 〃 クビ ５２．２	
６１２ ラインストーム 牡４芦 ５７ 角田 晃一大澤 繁昌氏 松永 昌博 静内 高橋 修 B４７８－ ２１：２４．６１� ５５．８

５１０ オネストジョン 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己藤本 直弘氏 宮本 博 門別 藤本 直弘 ５２０－ ４１：２４．７
 ３．７�
２３ 	 セ レ ス ケ イ 牡５鹿 ５７ 幸 英明岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５３２－１８１：２４．８
 １１２．１�
２４ � タガノシャンハイ 牡６栗 ５７ 橋本 美純八木 良司氏 湯窪 幸雄 浦河 山口 義彦 ５２４± ０ 〃 クビ １４２．９
４８ 	 ウォーターバロン 牡７黒鹿５７ 田中 健山岡 良一氏 武 邦彦 米 Kotaro

Tanaka ５０６＋ ２１：２４．９クビ ２９．４�
３６ 	 ミスターモナルコス 牡４鹿 ５７ M．デムーロ加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. B４８８－ ６ 〃 クビ ９．２�
（伊）

４７ � フォグキャスケード 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦伊藤 仁氏 木原 一良 静内 フジワラフアーム ５０２＋１０１：２５．２１� ２３３．６�
（７９７４）

５９ タムロイーネー 牝７黒鹿５５ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 川越牧場 ５０４± ０１：２５．６２
 １９９．４�
８１６ サワノブレイブ 牡７栗 ５７ 福永 祐一澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４８８－１０ 〃 同着 ５８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７８，４３０，６００円 複勝： ９４，４０３，１００円 枠連： ８２，９３２，０００円

普通馬連： ３２０，９２５，８００円 馬単： １９８，９７２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ８７，６０４，７００円

３連複： ３４１，４２９，０００円 ３連単： ７９１，８９６，６００円 計： １，９９６，５９３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５１０円 複 勝 � ５２０円 � ３３０円 � ５１０円 枠 連（３－７） ２，６４０円

普通馬連 �� ７，２１０円 馬 単 �� １５，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５２０円 �� ３，４２０円 �� ３，３２０円

３ 連 複 ��� ４７，２１０円 ３ 連 単 ��� ２９５，７６０円

票 数

単勝票数 計 ７８４３０６ 的中 � ４１０４４（７番人気）
複勝票数 計 ９４４０３１ 的中 � ４６４５５（８番人気）� ８２７８３（４番人気）� ４６９１３（７番人気）
枠連票数 計 ８２９３２０ 的中 （３－７） ２３２１８（１４番人気）
普通馬連票数 計３２０９２５８ 的中 �� ３２８６８（２４番人気）
馬単票数 計１９８９７２１ 的中 �� ９４１１（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８７６０４７ 的中 �� ８６２１（２６番人気）�� ６２８４（３４番人気）�� ６４８５（３３番人気）
３連複票数 計３４１４２９０ 的中 ��� ５３３８（１１２番人気）
３連単票数 計７９１８９６６ 的中 ��� １９７６（６５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．２―４７．１―５８．８―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セレスハント �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００７．８．１１ 新潟１着

２００５．２．２０生 牡３栗 母 エリモシンフォニー 母母 Let It Fly １２戦４勝 賞金 ４８，３４２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔騎手変更〕 セレスハント号の騎手佐藤哲三は，負傷のため後藤浩輝に変更。
〔制裁〕 セレスハント号の騎手後藤浩輝は，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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アンダーカウンター号・ギシアラバストロ号・シャインウェーヴ号・シルクアルボーレ号・シルクヒーロー号・

タケデンイーグル号・マイネルラファエロ号・ヤマカツブライアン号・ワンダーポデリオ号
※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。



（２０阪神５）第４日 １２月１４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８２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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３１７，７６０，０００円
３，４１０，０００円
２０，０００，０００円
３，４００，０００円
３５，３８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，６４２，０００円
５，３９８，０００円
１，８３８，２００円

勝馬投票券売得金
７１０，３１８，１００円
８１５，７０９，５００円
７４１，８４７，８００円
３，１４６，４２９，３００円
２，０８０，５２８，６００円
７５６，１７３，６００円
３，５７３，８９８，２００円
８，１０４，６０１，２００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 １９，９２９，５０６，３００円

総入場人員 ４１，８５６名 （有料入場人員 ）




