
３４０７３１２月２７日 晴 良 （２０阪神５）第７日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

２４ ハギノリベラ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５１０－ ４１：５６．０ １．５�

４８ 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 ５０２＋ ４１：５６．１� ５．４�
（仏）

２３ パーフェクトバイオ 牡２黒鹿５５ 小牧 太バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム B４４８＋ ６１：５６．５２� １７．８�
３５ アイノスターゲイト 牡２鹿 ５５ 幸 英明田中 卓氏 藤沢 則雄 日高 下河辺牧場 ４５２＋ ８１：５６．９２� １１９．７�
５１０ シルバーキング 牡２黒鹿５５ 小林 徹弥小林 久義氏 高橋 隆 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５１４＋ ４１：５７．２１� ３３９．２�
１２ ヴィーヴァサルーテ 牡２青 ５５ 横山 典弘芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６＋１６１：５７．３クビ ８．２�
７１３ ザバトルクラシック 牡２鹿 ５５ 松岡 正海宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 日高大洋牧場 ４８０－ ２１：５７．８３ ７６．６	
８１６ アラームクロック 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 友田牧場 ４７６－ ８１：５８．０１� １９．４


（仏）

６１１ ケイアイコンジン 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 新冠 川島牧場 ４５２－１４１：５８．１� ５１．０�
３６ ジョージバローズ �２鹿 ５５ 小坂 忠士猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８－ ６１：５８．３１� ３５９．９�
４７ ハイタフネス 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４７０＋１４１：５８．７２� ２８６．５
７１４ ミッキーポリス 牡２鹿 ５５ 長谷川浩大三木 久史氏 中村 均 浦河 金成吉田牧場 ４８８＋ ２１：５８．９１ １４４．０�
６１２ ロマンチックデス 牡２栗 ５５

５４ ☆浜中 俊小田切有一氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０－ ４ 〃 クビ ８６．３�

５９ マルブツジャガー 牡２栗 ５５ 鮫島 良太大澤 毅氏 加用 正 日高 正和山本牧場 ４５６－ ２１：５９．１１� １７．５�
８１５ コウエイクリスタル 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４９４＋ ２１：５９．３１ １７０．１�
１１ 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 ４４０＋ ４１：５９．４� ４７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９７６，８００円 複勝： ３８，３６０，３００円 枠連： １３，１７９，９００円

普通馬連： ４１，３９１，８００円 馬単： ３９，１８３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，０８９，０００円

３連複： ５３，４４９，６００円 ３連単： ８１，６４５，８００円 計： ２９７，２７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２８０円 枠 連（２－４） ３２０円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ３８０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ３，２７０円

票 数

単勝票数 計 １４９７６８ 的中 � ８２５００（１番人気）
複勝票数 計 ３８３６０３ 的中 � ２６７０３２（１番人気）� ３３１７１（２番人気）� １１７７３（５番人気）
枠連票数 計 １３１７９９ 的中 （２－４） ３０４０２（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１３９１８ 的中 �� ９３８１４（１番人気）
馬単票数 計 ３９１８３８ 的中 �� ６３５７４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５０８９０ 的中 �� ２７１２４（１番人気）�� ９０６１（４番人気）�� ４０１９（８番人気）
３連複票数 計 ５３４４９６ 的中 ��� ３１５８０（３番人気）
３連単票数 計 ８１６４５８ 的中 ��� １８４４０（５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１３．４―１２．４―１３．０―１３．６―１３．０―１３．２―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．８―３７．２―４９．６―１：０２．６―１：１６．２―１：２９．２―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―３F３９．８
１
３
３，９，１５（２，１１，１６）（５，１２）１４，８（４，１０，１３）７－６－１
３，９，１６（１５，５）（２，４，１４）８－１１，１３（６，１）（１０，１２，７）

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

勝馬の
紹 介

ハギノリベラ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．９．２８ 札幌１０着

２００６．４．２５生 牡２鹿 母 ハギノスプレンダー 母母 サベージレディ ５戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔発走状況〕 マルブツジャガー号は，枠入り不良。

アラームクロック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アラームクロック号は，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。



３４０７４１２月２７日 晴 良 （２０阪神５）第７日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０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� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

６１１ ハマノエルマー 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ５００＋ ４１：３６．０ ８．９�

２３ スプリングアウェク 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介ポリッシュホースメイト荒川 義之 三石 タツヤファーム ４４０＋ ２１：３６．２１ ５．５�
６１２� スマーティーダンス 牝２栗 ５４ C．ルメール �社台レースホース橋口弘次郎 米 Shadai Farm ４３４－ ４１：３６．４１� １１．８�

（仏）

１２ ツルマルネオ �２鹿 ５５ 和田 竜二鶴田 任男氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ４８６－ ４１：３６．５	 ５．２�
８１６ フ ィ ク サ ー 牡２栗 ５５ 小牧 太前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 秋田牧場 ４６４－１２１：３６．６	 １１８．９�
４７ デ オ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４９６－ ４１：３６．９１	 １８．０�
８１８ タガノブリガデイロ 牡２青鹿５５ 安藤 勝己八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８６－ ４ 〃 ハナ ５．８	
３５ タマモリバー 牡２栗 ５５ 四位 洋文タマモ
 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 ５０６＋ ２１：３７．０クビ ９．７�
５９ キングパレード 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎増田 陽一氏 中村 均 新ひだか 松田 三千雄 ４６８－ ４１：３７．１	 ６６．３�
２４ アグネスミラージュ 牡２鹿 ５５ 角田 晃一渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 ４４０＋ ２１：３７．２	 ２７．５
７１３ バンドゥロンシャン 牡２栗 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：３７．４１� ６．５�
１１ カセドラルパレス 牡２芦 ５５ 幸 英明小林 量氏 清水 出美 新冠 松浦牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ １５４．５�
７１５ 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 ４８０＋ ４１：３８．３５ ２３５．４�
４８ パープルラッキー 牡２栗 ５５ 小林 徹弥中野 銀十氏 大橋 勇樹 新ひだか 三石川上牧場 ４４４－ ８ 〃 クビ ２７６．１�
５１０ カーネリアンシチー 牡２栗 ５５ 松岡 正海 
友駿ホースクラブ 田村 康仁 新ひだか 幌村牧場 ４７０－ ２１：３８．７２
 １５．３�
８１７ ブライティアヘアー 牝２芦 ５４ 岩崎 祐己小林 昌志氏 西橋 豊治 平取 雅 牧場 ４００－ ２１：３８．８	 ６００．７�
７１４ エーシンセーフティ 牡２鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊平井 宏承氏 宮本 博 浦河 栄進牧場 ４６４－ ４１：３９．０１� １６．９�
３６ ブレークダンス 牝２青 ５４ 渡辺 薫彦�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ ５００．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，１６９，５００円 複勝： ２６，９５１，２００円 枠連： １４，９５３，５００円

普通馬連： ４５，７４３，５００円 馬単： ３３，９１３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７２８，８００円

３連複： ６４，２３８，８００円 ３連単： ８２，６３２，１００円 計： ３００，３３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２３０円 � １９０円 � ４２０円 枠 連（２－６） ８３０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ３，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� １，５３０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ６，１９０円 ３ 連 単 ��� ３９，３２０円

票 数

単勝票数 計 １５１６９５ 的中 � １３４４５（５番人気）
複勝票数 計 ２６９５１２ 的中 � ３２２０５（４番人気）� ４３３２１（１番人気）� １４１５７（８番人気）
枠連票数 計 １４９５３５ 的中 （２－６） １３４５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４５７４３５ 的中 �� ２００７２（３番人気）
馬単票数 計 ３３９１３５ 的中 �� ６５６９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７２８８ 的中 �� ８３６０（２番人気）�� ２６１３（１９番人気）�� ２６６５（１８番人気）
３連複票数 計 ６４２３８８ 的中 ��� ７６６７（１５番人気）
３連単票数 計 ８２６３２１ 的中 ��� １５５１（９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．８―３５．１―４６．８―５９．１―１：１１．１―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３６．９
３ ５（３，１０，１３）（２，９，１４）（４，１１）１２（１，７，１８）１５（８，１７）（６，１６） ４ ５（３，１０，１３）（２，９）（４，１１，１４）（７，１２）（１，１８）（６，８，１６）１５，１７

勝馬の
紹 介

ハマノエルマー �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 ミュージックタイム デビュー ２００８．１１．２ 京都５着

２００６．３．３１生 牡２鹿 母 ミスサプライズ 母母 セレクトレモン ４戦１勝 賞金 ９，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ナムラアウラ号・ブルースターキング号・レインボーマリーン号
※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。



３４０７５１２月２７日 晴 良 （２０阪神５）第７日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

１１ キングストリート 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新ひだか タイヘイ牧場 ４７０－ ６１：５０．７ １．７�
（仏）

１２ スマートフライヤー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一大川 徹氏 飯田 雄三 日高 野島牧場 ４９２－ ８１：５０．９１ ３６．２�
８１６ マイネルクラリティ 牡２栗 ５５

５４ ☆浜中 俊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４６６＋ ６ 〃 ハナ ３４．２�

７１３ カルカソンヌ 牡２芦 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４９４－ ２１：５１．４３ １２．３�
４７ ガ リ ア ー ノ 牡２栗 ５５ 池添 謙一 �キャロットファーム 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ６１：５１．５� １１７．０�
８１８ ローズリパブリック 牡２芦 ５５ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２ 〃 アタマ １３．０	
３５ ローズバンク 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４２４－ ８１：５１．６クビ ２０．６

４８ ナムラブレット 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４４６± ０ 〃 クビ ５０．１�
５１０ ディバインフレイム 牡２鹿 ５５ 幸 英明 �キャロットファーム 清水 出美 早来 ノーザンファーム ５００± ０ 〃 アタマ ２０．６�
２４ タニノネグローニ 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ ７．３
７１５ ジ ャ ミ ー ル 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４４４± ０１：５１．７クビ ８１．８�
２３ アドマイヤシャトル 牡２鹿 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６６－ ２ 〃 アタマ ５３．９�
６１１ エーシンモアオバー 牡２鹿 ５５ C．ルメール 平井 宏承氏 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ４７８＋ ２１：５１．８� ９．５�

（仏）

６１２ メイショウバリトン 牡２鹿 ５５ 橋本 美純松本 好雄氏 武田 博 新冠 松浦牧場 ４７８± ０１：５２．０１� ４３１．９�
５９ アヤナグレイス 牝２青 ５４ 松岡 正海岸田 勝宏氏 田所 秀孝 浦河 岡本牧場 ４２０－１２１：５２．１クビ ５９．６�
８１７ ラヴボンジェリー 牝２鹿 ５４ 鮫島 良太�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム ４５８－ ６ 〃 クビ １４１．０�
３６ ワキノブライアン 牡２栗 ５５ 四位 洋文脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４７２± ０１：５２．２� １９６．７�
７１４ バンブーレアル 牡２栗 ５５ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４６８＋ ４１：５２．７３ ９７．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，３５７，３００円 複勝： ３９，６６２，７００円 枠連： １７，８３１，２００円

普通馬連： ５６，６０８，５００円 馬単： ４７，０２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６７０，８００円

３連複： ７０，６７４，２００円 ３連単： １０７，６９１，９００円 計： ３８４，５２０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ８４０円 � ７１０円 枠 連（１－１） ３，８３０円

普通馬連 �� ３，６９０円 馬 単 �� ４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� １，４５０円 �� ８，４８０円

３ 連 複 ��� ２５，０１０円 ３ 連 単 ��� ８７，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２２３５７３ 的中 � １０７５０３（１番人気）
複勝票数 計 ３９６６２７ 的中 � １５７２５４（１番人気）� ８０３８（１０番人気）� ９７１５（８番人気）
枠連票数 計 １７８３１２ 的中 （１－１） ３４４０（１４番人気）
普通馬連票数 計 ５６６０８５ 的中 �� １１３３７（１０番人気）
馬単票数 計 ４７０２３５ 的中 �� ７２４４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６７０８ 的中 �� ４１３８（１０番人気）�� ３９２２（１２番人気）�� ６３８（６７番人気）
３連複票数 計 ７０６７４２ 的中 ��� ２０８６（６８番人気）
３連単票数 計１０７６９１９ 的中 ��� ９１１（２２５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．１―１３．１―１３．１―１３．１―１１．９―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．３―４９．４―１：０２．５―１：１５．６―１：２７．５―１：３８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングストリート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Red Ransom デビュー ２００８．１２．２０ 阪神２着

２００６．４．６生 牡２鹿 母 ドーンランサム 母母 Eastern Dawn ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シゲルオスズヤマ号
（非抽選馬） ４頭 ウルトラミューズ号・セトステイ号・リーニッドスター号・ワイドロータス号
※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２７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０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３０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 サンダーホーラー 牡３鹿 ５８ 今村 康成松坂 明子氏 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 ５０２＋ ８３：２０．２ ３０．４�

４４ エイシンテンリュー 牡５鹿 ６０ 浜野谷憲尚平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５００± ０３：２０．４１� ２．５�
１１ タマモヴィグラス 牡３鹿 ５８ 岩崎 祐己タマモ� 川村 禎彦 新冠 芳住 革二 ４８６＋ ８３：２０．５クビ ９１．８�
７１０ アザンクール �５鹿 ６０ 南井 大志山上 和良氏 坂口 正則 浦河 杵臼牧場 ４８８－ ２３：２０．８１� ２．９�
３３ オースミマーシャル 牡３鹿 ５８ 植野 貴也�オースミ 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４＋ ８３：２１．０１� １４．８�
５６ アンブレイカブル 牡３栗 ５８ 小坂 忠士芹澤 精一氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４３２± ０３：２１．７４ ４５．０�
６９ 	 メイショウコンボイ 牡４鹿 ６０ 北沢 伸也松本 好雄氏 武 邦彦 三石 本桐牧場 ４８４＋ ６３：２１．８� ４０．６	
４５ スナークマイハート �３栗 ５８ 出津 孝一杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ ４．４

２２ ヤマカツマドンナ 牝４黒鹿５８ 高井 彰大山田 博康氏 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ５００＋ ４３：２１．９� １４．５�
８１３
	 セレスクラージュ 牡４栗 ６０ 高野 容輔岡 浩二氏 福永 甲 米

Lynch Bages, Peta-
luma Bloodstock &
Cobra Bloodstock

４５４＋ ２３：２２．４３ ４６．８�
６８ メテオスクライドー 牡３鹿 ５８ 仲田 雅興吉岡 泰治氏 高橋 隆 門別 中川 浩典 ５００＋ ２３：２５．７大差 １２２．９
８１２	 ス タ ー ダ ム 牝３黒鹿５６ 佐藤 聖也栗嶋 豊明氏 郷原 洋行 静内 荒谷 英俊 ４８２± ０３：２９．４大差 １３３．９�
７１１ サンデーチャリティ 牡３青鹿５８ 高野 和馬水谷八重子氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４４４－ ６３：３０．０３� ２４２．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，０４８，３００円 複勝： １４，９８１，５００円 枠連： １３，９１７，０００円

普通馬連： ３８，６２２，３００円 馬単： ３６，４４５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６３０，５００円

３連複： ５３，５８４，９００円 ３連単： ９１，２１５，７００円 計： ２７４，４４５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０４０円 複 勝 � ７４０円 � １６０円 � １，８９０円 枠 連（４－５） １，１８０円

普通馬連 �� ２，６６０円 馬 単 �� ９，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３３０円 �� １３，３１０円 �� ３，０７０円

３ 連 複 ��� ５３，５９０円 ３ 連 単 ��� ２９０，１７０円

票 数

単勝票数 計 １３０４８３ 的中 � ３３９２（６番人気）
複勝票数 計 １４９８１５ 的中 � ４３６８（６番人気）� ３５９６７（２番人気）� １６０２（１０番人気）
枠連票数 計 １３９１７０ 的中 （４－５） ８７１１（６番人気）
普通馬連票数 計 ３８６２２３ 的中 �� １０７３７（９番人気）
馬単票数 計 ３６４４５０ 的中 �� ２８７２（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６３０５ 的中 �� ２４２１（１２番人気）�� ２２８（５６番人気）�� １０１０（２７番人気）
３連複票数 計 ５３５８４９ 的中 ��� ７３８（８９番人気）
３連単票数 計 ９１２１５７ 的中 ��� ２３２（４１９番人気）

上り １マイル １：４７．２ ４F ５２．７－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンダーホーラー �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．３．１５ 阪神６着

２００５．４．２１生 牡３鹿 母 ステキナホーラー 母母 サンメリーホーラー 障害：２戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
※出走取消馬 コアレスファルコン号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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 ダイゴフウジン号・メイショウチョイス号



３４０７７１２月２７日 晴 良 （２０阪神５）第７日 第５競走 ��
��１，２００�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

１：１１．０
１：１０．９

良

不良

１２ タマモトワイライト �２栗 ５５ 小林 徹弥タマモ� 小原伊佐美 新冠 新冠伊藤牧場 ４８４ ―１：１３．２ ９．２�

５９ バイオレントナイト 牡２鹿 ５５ 池添 謙一�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４３２ ―１：１３．３� １４．５�
３６ � エーシンリードオー 牝２黒鹿５４ 福永 祐一平井 宏承氏 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４６２ ―１：１３．４	 ４．６�
６１２� ブライドルアップ 牝２黒鹿５４ 幸 英明加藤 守氏 武田 博 米 Dr. Masa-

take Iida ４７０ ―１：１３．７１� ３．９�
７１３ スノーマジック 牝２芦 ５４ 和田 竜二 �グリーンファーム 加用 正 千歳 社台ファーム ４７２ ―１：１３．９１	 ５．８�
５１０ オーミレイライン 牡２鹿 ５５ 角田 晃一岩� 僖澄氏 田島 良保 日高 幾千世牧場 ５１０ ―１：１４．３２	 ４１．６	
８１６� ケイアイダイコク 牡２栗 ５５ 四位 洋文 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米

B & B Zietz Stables, Inc.,
Bruce Henry Zietz &
Beverly Kay Zietz

４７４ ―１：１４．５１
 ３．８

１１ ターニングストーン 牡２鹿 ５５ 小牧 太後藤 繁樹氏 西園 正都 新ひだか 安田 豊重 ４９８ ― 〃 クビ ２３．５�
２３ キーネプチューン 牡２鹿 ５５ 畑端 省吾北前孔一郎氏 吉田 直弘 様似 小田 誠一 ４６４ ―１：１４．７１	 １３４．２�
７１４ ハ ー ト マ ン 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎副島 義久氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４２８ ―１：１４．９１
 ５２．３
３５ ハイウイング 牝２鹿 ５４ 高野 容輔服部 新平氏 吉岡 八郎 静内 田原橋本牧場 ４２０ ―１：１５．４３ １１６．１�
４８ ヒビキヴィクトリー 牝２芦 ５４ 岩崎 祐己竹本 弘氏 西橋 豊治 新ひだか 本桐牧場 ４３０ ―１：１５．７１� １４１．１�
２４ ベ ル フ ァ ム 牝２栗 ５４ 武 幸四郎 �ローレルレーシング 庄野 靖志 新冠 石田牧場 ４１８ ―１：１６．５５ ２８．０�
８１５ ヒシヴァリアント 牝２鹿 ５４ 松岡 正海阿部雅一郎氏 河内 洋 浦河 中村 雅明 ４５４ ―１：１６．７１
 ７４．９�
６１１ ターンオーバー 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介深見 富朗氏 田所 清広 浦河 高昭牧場 ４６８ ―１：１７．０１� ９５．９�
４７ アルティメットボス 牡２鹿 ５５ 石橋 守 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 目野 哲也 静内 キヨタケ牧場 ４６４ ―１：２２．７大差 １９３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６２８，２００円 複勝： １９，７８２，１００円 枠連： １６，３１７，３００円

普通馬連： ４４，８０９，２００円 馬単： ３７，３４１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１９６，１００円

３連複： ５５，４１３，４００円 ３連単： ８３，７７６，６００円 計： ２８８，２６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２８０円 � ３８０円 � ２００円 枠 連（１－５） ２，７５０円

普通馬連 �� ４，０６０円 馬 単 �� ７，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� ８６０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ６，４００円 ３ 連 単 ��� ４４，０１０円

票 数

単勝票数 計 １４６２８２ 的中 � １２５５５（５番人気）
複勝票数 計 １９７８２１ 的中 � １８８０９（５番人気）� １２４２４（６番人気）� ２９４３８（３番人気）
枠連票数 計 １６３１７３ 的中 （１－５） ４３７９（１４番人気）
普通馬連票数 計 ４４８０９２ 的中 �� ８１５３（１４番人気）
馬単票数 計 ３７３４１６ 的中 �� ３４８０（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１９６１ 的中 �� ２７９１（１５番人気）�� ４７１８（１０番人気）�� ４７７７（９番人気）
３連複票数 計 ５５４１３４ 的中 ��� ６３９６（１８番人気）
３連単票数 計 ８３７７６６ 的中 ��� １４０５（１２３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．２―１２．１―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．８―４７．９―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモトワイライト �
�
父 トワイニング �

�
母父 ソヴィエトスター 初出走

２００６．５．２２生 �２栗 母 ハッピースター 母母 ハッピーホリデー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルティメットボス号は，平成２１年１月２７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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 クリエイティブラブ号・シルクトマホーク号・ワンダーオーソレス号



３４０７８１２月２７日 晴 良 （２０阪神５）第７日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時５０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

２２ マイベストソング 牡２黒鹿５５ O．ペリエ �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：３６．６ ８．６�
（仏）

１１ トップフリーダム 牡２鹿 ５５ 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 ４５４ ― 〃 ハナ ７．９�
６１１ ザ バ イ オ 牡２栗 ５５ 福永 祐一バイオ� 藤原 英昭 むかわ 上水牧場 ４５６ ―１：３６．７クビ ３．１�
８１４ フミノイマージン 牝２鹿 ５４ 幸 英明谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４５８ ―１：３７．１２� ４．８�
４７ ブリリアントレイ 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己下河辺隆行氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４６６ ―１：３７．６３ ４．３�
３５ ダンツライダー 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介山元 哲二氏 田所 清広 新ひだか ケイアイファーム ４３８ ―１：３８．０２� ４１．３�
７１２ ファンドリリーダー 牡２鹿 ５５ 和田 竜二水戸 富雄氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 ４６８ ―１：３８．４２� １７１．１	
５８ ソラヲカケル 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎
協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４８４ ― 〃 アタマ ５６．７�
６１０ アドニスラモーサ 牝２青鹿５４ C．ルメール 飯田 正剛氏 平田 修 静内 千代田牧場 ４９０ ―１：３８．５� ９．８�

（仏）

５９ クリエイティブラブ 牡２芦 ５５
５４ ☆浜中 俊越田 英喜氏 坪 憲章 静内 越田牧場 ４９６ ―１：３８．９２� １０２．３

４６ ジニオマッジョーレ 牝２栗 ５４ 松岡 正海畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４５２ ― 〃 クビ ３４．７�
３４ クリノステップ 牝２栗 ５４ 秋山真一郎栗本 守氏 武田 博 千歳 社台ファーム ４３２ ― 〃 ハナ １２４．９�
８１５ ユリカジョウ 牝２鹿 ５４ 角田 晃一河内 孝夫氏 藤岡 健一 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７０ ―１：３９．０� １３２．２�
７１３ ワイレアビーチ 牡２鹿 ５５ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５０４ ―１：３９．１クビ ３９．１�
２３ ユウサンチップ 牝２芦 ５４ 川田 将雅柳葉 敏郎氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４４ ―１：４１．６大差 ５０．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，７３９，２００円 複勝： ２０，８８４，０００円 枠連： １７，２８３，４００円

普通馬連： ４７，１７１，８００円 馬単： ３７，９１２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３５３，５００円

３連複： ５６，６１４，２００円 ３連単： ８７，６３０，４００円 計： ３０１，５８９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２７０円 � ２３０円 � １６０円 枠 連（１－２） ２，０５０円

普通馬連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ４，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ７１０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 ��� ２５，２６０円

票 数

単勝票数 計 １７７３９２ 的中 � １６３６０（５番人気）
複勝票数 計 ２０８８４０ 的中 � １８０００（６番人気）� ２２８２５（４番人気）� ４３９１７（１番人気）
枠連票数 計 １７２８３４ 的中 （１－２） ６２５１（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４７１７１８ 的中 �� １３０１６（１３番人気）
馬単票数 計 ３７９１２９ 的中 �� ５６３８（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３５３５ 的中 �� ３９５２（１４番人気）�� ５５５９（９番人気）�� １０６８５（３番人気）
３連複票数 計 ５６６１４２ 的中 ��� １３３２５（９番人気）
３連単票数 計 ８７６３０４ 的中 ��� ２５６１（７８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１２．２―１２．４―１２．４―１１．８―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．０―３６．２―４８．６―１：０１．０―１：１２．８―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイベストソング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gone West 初出走

２００６．２．２４生 牡２黒鹿 母 ソングフォーミー 母母 My Song for You １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 トップフリーダム号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
※クリエイティブラブ号は，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。



３４０７９１２月２７日 晴 良 （２０阪神５）第７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

６１１� ヒシウィンザー 牡４鹿 ５７ C．ルメール 阿部雅一郎氏 河内 洋 愛 M. Abe B５０２＋ ２１：５４．２ １．４�
（仏）

８１５ ニューイチトク 牡３鹿 ５６ 小牧 太高浦 正雄氏 吉田 直弘 門別 中前 義隆 ４７６＋ ２１：５４．３� ６．１�
４８ アコニットライアン 牡３青鹿５６ 和田 竜二渡邉 光典氏 服部 利之 静内 大典牧場 ４７４± ０１：５４．５１ ３２．５�
４７ ツルマルシルバー 牡４芦 ５７ 橋本 美純鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ７．４�
１２ 	 ブルークリケット 牡５鹿 ５７ 川田 将雅 �ブルーマネジメント鈴木 伸尋 静内 片岡牧場 ４７８＋ ２１：５４．８２ ５２．９�
２４ ク オ ン 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 鮫川牧場 ４７４＋ ２１：５４．９� １０４．５�
５１０ ミシックキョウト 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士円城 和男氏 境 直行 静内 マツケン農場 ４４４＋ ６１：５５．１１
 ２００．４	
５９ ウィッシュアウェイ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ５０６－ ２１：５５．３１� ４１．３

３６ � ゼットファースト 牡４栗 ５７ 石橋 守�フォーレスト 田所 清広 英 J. Ellis ５００＋１２１：５５．７２� ９４．１�
８１６�	 ジューシージーン 牝３鹿 ５４ 横山 典弘山本 英俊氏 鹿戸 雄一 英

Sheikh Ab-
dulla Bin lsa
Al－Khalifa

４７４＋ ４１：５５．８� ３０．７
７１４ シークレバー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４８８＋ ６１：５５．９クビ １４．１�
３５ シゲルシュクラン 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太森中 蕃氏 沖 芳夫 様似 ホウセイ牧場 ４８６± ０ 〃 ハナ １１７．８�
７１３ フロントダッシュ 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥池田 豊治氏 小島 貞博 新冠 中本 隆志 ４７６＋ ６ 〃 アタマ ３７９．５�
６１２	 レーザーウイング 牡４黒鹿５７ 角田 晃一服部 新平氏 吉岡 八郎 静内 グランド牧場 ４６０＋ ６１：５６．２２ １７２．３�
１１ コメンテーター 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ５２６± ０１：５６．８３� １１４．０�
２３ � ダノンバッカス 牡３鹿 ５６ O．ペリエ �ダノックス 小崎 憲 英 T. Light-

bowne ４５２－ ４１：５６．９� ９５．７�
（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２９３，３００円 複勝： ６０，９３０，８００円 枠連： １９，０４５，６００円

普通馬連： ６９，８９８，９００円 馬単： ５７，８２９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９８９，６００円

３連複： ７８，６１３，９００円 ３連単： １６０，６９０，４００円 計： ４９２，２９１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ３８０円 枠 連（６－８） ３３０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５６０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� ５，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２２２９３３ 的中 � １２８０６２（１番人気）
複勝票数 計 ６０９３０８ 的中 � ４０６４００（１番人気）� ５７６３７（２番人気）� １４０４６（５番人気）
枠連票数 計 １９０４５６ 的中 （６－８） ４３５３７（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９８９８９ 的中 �� １３０１６４（１番人気）
馬単票数 計 ５７８２９３ 的中 �� ８４９６７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９８９６ 的中 �� ３６１０１（１番人気）�� ９３３５（５番人気）�� ３３２７（１４番人気）
３連複票数 計 ７８６１３９ 的中 ��� ２８１４１（４番人気）
３連単票数 計１６０６９０４ 的中 ��� ２２３５７（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３７．０―４９．５―１：０２．７―１：１５．６―１：２８．０―１：４０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒシウィンザー �
�
父 Singspiel �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００６．１２．２４ 阪神４着

２００４．３．６生 牡４鹿 母 Hishi Lover 母母 Nijinsky’s Lover １８戦３勝 賞金 ４１，７７６，０００円
※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 エーシンカマンダー号・クレスコドリーム号・スズカファイト号
（非抽選馬） ３頭 カネトシヴィゴーレ号・シゲルエスペレ号・マイネルトリオンフ号
※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２７日 晴 良 （２０阪神５）第７日 第８競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�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

２：２４．７
２：２２．１

良

良

８１０ エーシンダードマン 牡４青鹿５７ O．ペリエ 平井 宏承氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４９８＋１６２：２９．２ ５．４�
（仏）

５５ シャイニーブラウン 牡３鹿 ５５ 鮫島 良太小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５２４＋ ４２：２９．３クビ １１．０�
１１ ウォーゲーム 牡４青鹿５７ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２６± ０ 〃 アタマ １．５�
７８ ハギノジョイフル �４鹿 ５７ C．ルメール 安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４７４＋ ４ 〃 ハナ １４．３�

（仏）

８１１ デンコウミサイル 牡５栗 ５７ 池添 謙一田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５０８± ０ 〃 アタマ ５０．６�
６７ マイネルファーマ 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 三石 山際牧場 ５０４＋ ６２：３０．２５ ５７．２	
２２ ソウルオブジャパン 牡４鹿 ５７ 福永 祐一太田 美實氏 友道 康夫 静内 藤原牧場 ４７８＋ ４ 〃 アタマ ８．１

６６ � ティズインパルス 牡５鹿 ５７ 和田 竜二鷹野 馨氏 池江 泰寿 米 John T.

Crane Jr. ４８４＋ ４２：３０．３	 ５７．８�
４４ シゲルアンビシャス 牡３栗 ５５ 小牧 太森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ４９４± ０ 〃 ハナ １７２．０�
７９ ビクトリーフラッグ 牡５栗 ５７ 幸 英明セゾンレースホース� 松元 茂樹 白老 白老ファーム ４６０＋ ８２：３０．５１	 １７２．９
３３ マ ヒ オ レ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９０± ０ 〃 アタマ １８．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２７，５６７，３００円 複勝： ６４，７４３，０００円 枠連： １７，０５１，３００円

普通馬連： ７３，００１，２００円 馬単： ６１，９１８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８８７，４００円

３連複： ７７，３８６，７００円 ３連単： ２０４，７９２，９００円 計： ５５０，３４７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １７０円 � ２５０円 � １１０円 枠 連（５－８） ３，９７０円

普通馬連 �� ４，１８０円 馬 単 �� ８，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ２１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 ��� １９，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２７５６７３ 的中 � ４０９７０（２番人気）
複勝票数 計 ６４７４３０ 的中 � ４６７０３（２番人気）� ２３９０２（６番人気）� ４５４４６８（１番人気）
枠連票数 計 １７０５１３ 的中 （５－８） ３１７０（９番人気）
普通馬連票数 計 ７３００１２ 的中 �� １２８９９（１２番人気）
馬単票数 計 ６１９１８１ 的中 �� ５６１４（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８８７４ 的中 �� ５８１３（１１番人気）�� ３３３９４（２番人気）�� １６３５３（４番人気）
３連複票数 計 ７７３８６７ 的中 ��� ３６１３４（６番人気）
３連単票数 計２０４７９２９ 的中 ��� ７６１１（６１番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．６―１２．４―１２．３―１２．８―１２．８―１２．７―１３．０―１２．５―１１．７―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２４．７―３７．１―４９．４―１：０２．２―１：１５．０―１：２７．７―１：４０．７―１：５３．２―２：０４．９―２：１６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンダードマン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Woodman デビュー ２００６．１２．１６ 中京８着

２００４．５．３１生 牡４青鹿 母 エイシンマッカレン 母母 Ladanum １８戦３勝 賞金 ５７，７４４，０００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２７日 晴 良 （２０阪神５）第７日 第９競走 ��
��１，４００�さざんかステークス

発走１４時２５分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

１１ タイガーストーン 牡２鹿 ５５ 小牧 太後藤 繁樹氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ４９４－ ２１：２２．８ ５９．２�

８８ グローリールピナス 牝２栃栗５５ 川田 将雅大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４３２－ ６ 〃 クビ ７．１�
２２ トップカミング 牡２黒鹿５５ 幸 英明�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５６＋１０１：２３．０１ ５．８�
７７ ナンヨーアイドル 牡２黒鹿５５ C．ルメール 中村 �也氏 領家 政蔵 新ひだか 佐藤 陽一 ４７２＋ ６１：２３．２１� ４．９�

（仏）

３３ 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 ４７６－ ８１：２３．５１� ３６．４�
５５ ダノンカモン 牡２黒鹿５６ O．ペリエ �ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５３０＋１０１：２３．７１	 １．７	

（仏）

４４ スズノハミルトン 牡２鹿 ５６ 和田 竜二阿部 雅子氏 五十嵐忠男 静内 棚川 光男 ４７６＋ ６１：２３．９１ １７．８

６６ アキノカウンター 牡２栗 ５５ 松岡 正海穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４４６＋ ６１：２４．１１� ２５．９�

（８頭）

売 得 金

単勝： ３２，０６１，４００円 複勝： ６４，５８７，３００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １１０，４４３，２００円 馬単： ９８，８１１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３３６，０００円

３連複： ９６，６３１，１００円 ３連単： ３４９，６６０，１００円 計： ７８１，５３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，９２０円 複 勝 � ２，２１０円 � ３２０円 � ２９０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １３，０００円 馬 単 �� ４０，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９１０円 �� ２，６９０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２１，７５０円 ３ 連 単 ��� ３１４，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３２０６１４ 的中 � ４２６９（８番人気）
複勝票数 計 ６４５８７３ 的中 � ６４６８（８番人気）� ５７３８７（４番人気）� ６４５１９（３番人気）
普通馬連票数 計１１０４４３２ 的中 �� ６２７１（２２番人気）
馬単票数 計 ９８８１１８ 的中 �� １８０８（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３３６０ 的中 �� １７７２（２５番人気）�� ２６００（２１番人気）�� １３１３７（７番人気）
３連複票数 計 ９６６３１１ 的中 ��� ３２８０（３９番人気）
３連単票数 計３４９６６０１ 的中 ��� ８２１（２７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．９―４６．８―５８．２―１：１０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．０
３ ８－３，４（１，５）６，７，２ ４ ・（８，３）（４，５）（１，６，７，２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイガーストーン �

父 ア フ リ ー ト �


母父 Rainbow Quest デビュー ２００８．１０．１８ 京都１着

２００６．３．８生 牡２鹿 母 ルンバブギー 母母 Key Flyer ５戦２勝 賞金 ２６，０４５，０００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。



３４０８２１２月２７日 晴 良 （２０阪神５）第７日 第１０競走 ��
��１，４００�サンタクロースステークス

発走１５時０５分 （ダート・右）

３歳以上，１，６００万円以下；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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ � セントラルコースト 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�ダノックス 池江 泰寿 米 J. V. Shields Jr.
& Robert N. Clay ５０２＋ ２１：２３．３ １３．７�

１１ � アンダーカウンター 牡３栗 ５６ O．ペリエ 加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne
L Morris Sr. ５０８＋ ４１：２３．５１� １．８�

（仏）

８１６ ノーリプライ 	４芦 ５７ 横山 典弘�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４８２± ０ 〃 ハナ ８．０�
５９ シルクアルボーレ 牡６鹿 ５７ 池添 謙一有限会社シルク藤原 英昭 新冠 早田牧場新

冠支場 ４５４＋ ８１：２３．６クビ １８．７�
７１４ ワンダーポデリオ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４７４＋ ４１：２３．７
 １１．３�
４８ マジックボンバー 牡４鹿 ５７ C．ルメール 沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４９４＋１２ 〃 クビ ５．９�

（仏）

６１２� セイウンプレジャー 牡６鹿 ５７ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 米
Dale Roberts,
Bob Austin &
Bill Austin

４９６＋ ８１：２３．９１
 ２０．１	
３６ ア ナ モ リ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４２０－ ４１：２４．１１
 ２１．３

４７ ランヘランバ 牡５黒鹿５７ 幸 英明田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５２＋ ２１：２４．３１� ７０．１�
８１５� ウォーターバロン 牡７黒鹿５７ 武 幸四郎山岡 良一氏 武 邦彦 米 Kotaro

Tanaka ５１２＋ ６１：２４．５１� １２９．４�
６１１ サワノブレイブ 牡７栗 ５７ 藤岡 佑介澤田 子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４９０＋ ２１：２５．２４ ２３４．９�
７１３ グレイトフルタイム 牡４鹿 ５７ 小牧 太 �社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム B５３６－ ６１：２５．４１� ３７．３�
２４ マイネルラファエロ 牡７栗 ５７ 小林 徹弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 道見牧場 ５５６＋ ８１：２５．８２
 ４８７．５�
２３ カシノエスケイプ 牝５栗 ５５ 大下 智柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ５１４＋１６１：２６．２２
 １５２．５�
３５ ジェットバニヤン 牡５鹿 ５７ 四位 洋文津村 靖志氏 鮫島 一歩 千歳 ロイヤルファーム ５１６＋ ４１：２８．１大差 １００．７�
５１０� コスモラナップ 牡５栗 ５７ 秋山真一郎 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Gainsborough
Stud（Austra-
lia）Pty Ltd

B４９２－ ６１：２８．２
 ２５０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，６３７，８００円 複勝： ７６，４０６，１００円 枠連： ４５，６９４，０００円

普通馬連： ２０６，２４４，９００円 馬単： １４１，２５３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，７１１，０００円

３連複： ２１０，４７１，６００円 ３連単： ５０５，６５８，０００円 計： １，２８７，０７６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３７０円 複 勝 � ２４０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（１－１） ９６０円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ９１０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，８９０円 ３ 連 単 ��� １５，５００円

票 数

単勝票数 計 ４６６３７８ 的中 � ２６９６１（５番人気）
複勝票数 計 ７６４０６１ 的中 � ５７７５７（４番人気）� ２８４６３２（１番人気）� ９６１６１（３番人気）
枠連票数 計 ４５６９４０ 的中 （１－１） ３５１４２（４番人気）
普通馬連票数 計２０６２４４９ 的中 �� １６７３３２（３番人気）
馬単票数 計１４１２５３１ 的中 �� ３４６９１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４７１１０ 的中 �� ３８６８７（３番人気）�� １２８２７（１１番人気）�� ６１３１０（１番人気）
３連複票数 計２１０４７１６ 的中 ��� ８２４８４（４番人気）
３連単票数 計５０５６５８０ 的中 ��� ２４０７７（４６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．３―１１．６―１１．８―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．７―３４．０―４５．６―５７．４―１：０９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セントラルコースト �
�
父 War Chant �

�
母父 Sir Ivor デビュー ２００８．２．３ 京都１着

２００５．２．２６生 牡３鹿 母 Taine 母母 Darlin Lindy ８戦４勝 賞金 ５０，３２５，０００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。



３４０８３１２月２７日 晴 良 （２０阪神５）第７日 第１１競走 ��
��２，０００�第２５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 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００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

６６ ロジユニヴァース 牡２鹿 ５５ 横山 典弘久米田正明氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５０４＋１０２：０１．７ ５．８�

３３ リーチザクラウン 牡２青鹿５５ 武 豊臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５０４－ ４２：０２．４４ １．３�
４４ トゥリオンファーレ 牡２黒鹿５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８８± ０２：０２．６１� ３４．１�
１１ マッハヴェロシティ 牡２青 ５５ 安藤 勝己井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５０４－ ６ 〃 クビ １８．１�
５５ � イグゼキュティヴ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海岡田 繁幸氏 河津 裕昭 新ひだか 沖田 忠幸 ４７８－ ８２：０２．８１� １８．５�

（川崎）

７９ 	 ロードロックスター 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 愛 K.I. Farm ４８６－ ２２：０３．４３� ２６．５	
７８ 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 ４７０－ ６２：０３．５クビ １４４．５

６７ ファミリズム 牝２青鹿５４ C．ルメール 國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ４８０－ ６２：０３．９２� １７．０�

（仏）

２２ 
 スーパーマークン 牡２芦 ５５ 福永 祐一小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ４４６± ０２：０５．０７ １３８．９�
８１０ ラ ブ ミ ラ ー 牝２青鹿５４ 浜中 俊増田 陽一氏 中村 均 日高 中川 浩典 ４３８＋ ２２：０６．６１０ ２４４．２
８１１ トップクリフォード 牡２黒鹿５５ 和田 竜二横瀬 兼二氏 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム ４９２－ ２２：３１．７大差 ５９．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６１，２２１，１００円 複勝： ２５１，８８７，６００円 枠連： ７０，００２，７００円

普通馬連： ４３７，８１７，２００円 馬単： ４２５，６７８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２４，９８７，０００円

３連複： ４７３，５０１，８００円 ３連単： １，７１４，９１０，４００円 計： ３，６６０，００５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ３９０円 枠 連（３－６） １７０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� １，０３０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� １１，０５０円

票 数

単勝票数 計１６１２２１１ 的中 � ２１９８２７（２番人気）
複勝票数 計２５１８８７６ 的中 � ３１１８９８（２番人気）� １６８８２０６（１番人気）� ５１０８０（７番人気）
枠連票数 計 ７０００２７ 的中 （３－６） ３０５８９７（１番人気）
普通馬連票数 計４３７８１７２ 的中 �� １４３８９９３（１番人気）
馬単票数 計４２５６７８１ 的中 �� ３４４９５１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２４９８７０ 的中 �� ３０８１０１（１番人気）�� ２２１６６（１４番人気）�� ５９３２６（５番人気）
３連複票数 計４７３５０１８ 的中 ��� １８７３８９（６番人気）
３連単票数 計１７１４９１０４ 的中 ��� １１４６２３（３５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．３―１２．２―１１．８―１２．０―１２．３―１２．３―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３５．９―４８．１―５９．９―１：１１．９―１：２４．２―１：３６．５―１：４８．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロジユニヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Cape Cross デビュー ２００８．７．６ 阪神１着

２００６．３．１１生 牡２鹿 母 アコースティクス 母母 ソ ニ ン ク ３戦３勝 賞金 ７１，９５２，０００円
〔制裁〕 リーチザクラウン号の騎手武豊は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔その他〕 トップクリフォード号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。
※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２７日 晴 良 （２０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
１：０８．７

重

重

６１１� エーシンドゥベター 牡３青鹿５６ 福永 祐一平井 宏承氏 小崎 憲 米 Winches-
ter Farm ４９６＋ ２１：１１．４ ３．４�

６１２ リリーハーバー 牡４黒鹿５７ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ４８８－ ４１：１１．７２ ６．４�
５９ ベンティスカ 牡４芦 ５７ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 野中 賢二 三石 鳥井牧場 ４６４＋ ４１：１１．９１� ６．４�
４７ � エ イ ワ ナ ギ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B５３０－ ２１：１２．０クビ ３５．５�
１１ � エビスオール 牝３青鹿５４ C．ルメール 加藤友三郎氏 加藤 征弘 米 Bourbon

Oaks Farm ４８６＋ ６ 〃 クビ ５．５�
（仏）

８１５ 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± ０１：１２．２１	 ２９．４�
５１０� セントエドワード 牡３栗 ５６ 和田 竜二齋藤 文男氏 小崎 憲 加 R. M. C.

Stable ５１０－１４ 〃 ハナ ４４．４	
３６ タニノジュレップ 牝３栗 ５４ 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４２４－ ２１：１２．３クビ １３．７

７１３ ブラックティー 牝４鹿 ５５ 幸 英明�日進牧場 柴田 政見 様似 スイートフアーム ４６０－ ２１：１２．６１
 ８．９�
３５ サウスサプライズ 牝３栗 ５４

５３ ☆浜中 俊南波 壽氏 加用 正 門別 木村牧場 ４４４－ ４１：１２．８１� ２５．６�
２３ コウエイアンズ 牝３黒鹿５４ 小坂 忠士伊東 政清氏 小島 貞博 鹿児島 伊東 政清 ５０８－ ４１：１３．１１
 ９３．９
８１６ メイショウゴルゴ 牡４栗 ５７ 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５３４＋ ２ 〃 ハナ ６１．９�
１２ � フロムスクラッチ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 沖 芳夫 米 John C.
Oxley ５０２－ ８１：１３．２
 １３．７�

４８ インディゴラヴ 牝４芦 ５５ 橋本 美純�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム ５０８＋ ２１：１３．３	 ２２３．２�
２４ � 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± ０１：１５．３大差 ２５４．９�
７１４ ナックルパート 牡４鹿 ５７ 角田 晃一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B５０４± ０１：１５．７２	 １８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，３５０，９００円 複勝： ７５，２５４，５００円 枠連： ７２，８９３，０００円

普通馬連： ２２４，５０２，９００円 馬単： １３６，３９６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，３１６，３００円

３連複： ２５８，１２７，７００円 ３連単： ５６０，９７０，５００円 計： １，４４１，８１２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ２１０円 枠 連（６－６） １，０３０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ４３０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� ６，６３０円

票 数

単勝票数 計 ４９３５０９ 的中 � １１４４５８（１番人気）
複勝票数 計 ７５２５４５ 的中 � １７６０８０（１番人気）� １０９７４９（２番人気）� ８３６６２（４番人気）
枠連票数 計 ７２８９３０ 的中 （６－６） ５２２３１（４番人気）
普通馬連票数 計２２４５０２９ 的中 �� １７７００４（１番人気）
馬単票数 計１３６３９６３ 的中 �� ６４４６６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４３１６３ 的中 �� ５８４０３（１番人気）�� ３６３２１（３番人気）�� ２５１６６（５番人気）
３連複票数 計２５８１２７７ 的中 ��� １１８２４６（１番人気）
３連単票数 計５６０９７０５ 的中 ��� ６２５０６（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．２―１２．０―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．９―４５．９―５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３７．５
３ ・（１，１４）３，６－１１（５，１２）７，１０（２，９，１５）－（１６，４）（８，１３） ４ １（６，１４，３）１１（５，１２）７，９（１０，１５）２，４，１６（８，１３）

勝馬の
紹 介

�エーシンドゥベター �
�
父 Dixie Union �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００７．１１．１８ 京都２着

２００５．２．９生 牡３青鹿 母 Eishin Blaine 母母 Hot Love ９戦３勝 賞金 ３５，６３４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナックルパート号は，平成２１年１月２７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スリーサンフレンチ号・テイエムハヤテオー号
※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。



（２０阪神５）第７日 １２月２７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７４頭 本 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

２５１，７７０，０００円
２０，３４０，０００円
１，５５０，０００円
２６，７７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，３０７，０００円
５，３３７，６００円
１，７５７，４００円

勝馬投票券売得金
４３７，０５１，１００円
７５４，４３１，１００円
３１８，１６８，９００円
１，３９６，２５５，４００円
１，１５３，７０７，０００円
４１９，８９６，０００円
１，５４８，７０７，９００円
４，０３１，２７４，８００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １０，０５９，４９２，２００円

総入場人員 ２３，８５３名 （有料入場人員 ２１，７１８名）




