
３４０７３１２月２５日 晴 良 （２２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

５１０ トレンドハンター 牝２青鹿５４ 岩田 康誠飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ２１：５７．４ １．２�

４７ ジャニアリシックス 牡２栗 ５５ 小牧 太深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５６± ０１：５７．６１� １２．７�
１１ クールファルコン 牡２鹿 ５５

５２ ▲国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 久井牧場 ５１２± ０１：５７．７� １１６．３�
３５ インペリアルピサ 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 市川 義美氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B５１４＋ ２ 〃 ハナ ６．３�

（仏）

２４ タマモブラウン 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４９６－ ６１：５７．８クビ ４８７．３�
８１５ サイキョウイシヤマ 牡２鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４８６＋１０ 〃 クビ ３３．３�
２３ エンジェルパレード 牝２鹿 ５４ 岩崎 祐己 �ワイ・アール・シー 西橋 豊治 新ひだか 三石橋本牧場 ４５８－ ４１：５８．５４ ３２２．９	
７１４ メジロミョウジン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一
メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 B５１６－ ８１：５８．６クビ １２５．１�
４８ タガノエテルネル �２鹿 ５５ 幸 英明八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９２－ ６ 〃 クビ ２４．９�
１２ コスモアジル 牡２栗 ５５ 和田 竜二 
ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか 藤沢牧場 ５１６＋ ４１：５８．８１� ８４．８
６１２ カネトシファイター 牡２栗 ５５ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４４８＋ ４ 〃 ハナ ６６．２�
８１６ ス ト レ ー ト 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文久保 敏文氏 郷原 洋行 宮崎 吉野 政敏 ５１６－ ４１：５９．５４ ５１６．９�
７１３ マイネルディビーノ 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ １４３．１�

（豪）

５９ ヴィーヴァゴールド 牡２栗 ５５ 北村 友一芹澤 精一氏 阿部 新生 新ひだか 武 牧場 ４７８± ０１：５９．７１� ５４６．９�
６１１ ルージュマジック 牝２鹿 ５４ 浜中 俊飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 ４８６＋ ６１：５９．８クビ ６２．０�
３６ メイショウハウンド 牡２芦 ５５ 石橋 守松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 B４４０＋ ６２：００．１２ ２５８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６９４，４００円 複勝： ７８，１４６，１００円 枠連： １４，６５６，９００円

普通馬連： ４３，３６９，２００円 馬単： ４１，９２２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２８８，２００円

３連複： ６３，６９３，５００円 ３連単： １２３，５３９，２００円 計： ４０９，３１０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � ２００円 � ８８０円 枠 連（４－５） ３５０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，２００円 �� ２，９３０円

３ 連 複 ��� ５，２７０円 ３ 連 単 ��� ９，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２２６９４４ 的中 � １５７３０７（１番人気）
複勝票数 計 ７８１４６１ 的中 � ５８７５８５（１番人気）� ４０６８５（３番人気）� ６１３７（８番人気）
枠連票数 計 １４６５６９ 的中 （４－５） ３１６１０（２番人気）
普通馬連票数 計 ４３３６９２ 的中 �� ６６５８３（２番人気）
馬単票数 計 ４１９２２８ 的中 �� ５５４７８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２８８２ 的中 �� ２９５９４（２番人気）�� ３９０８（１０番人気）�� １５３２（２２番人気）
３連複票数 計 ６３６９３５ 的中 ��� ８９２０（１２番人気）
３連単票数 計１２３５３９２ 的中 ��� ９８９８（２３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１４．５―１３．９―１３．６―１２．８―１２．５―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３９．１―５３．０―１：０６．６―１：１９．４―１：３１．９―１：４４．４

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

トレンドハンター �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１２．５ 阪神２着

２００８．４．２５生 牝２青鹿 母 ロイヤルペルラ 母母 スターマイライフ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 メジロミョウジン号の調教師大久保洋吉は，登録服色を使用できなかっ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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トーワゴールド号
（非抽選馬） １頭 キングラウレル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４０７４１２月２５日 晴 良 （２２阪神５）第７日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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

７１３ カラフルデイズ 牝２栗 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３６＋ ４１：２６．２ ５．３�

４８ エーシンギムレット 牝２黒鹿５４ 川田 将雅�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４３８± ０１：２６．８３� １１．２�
１１ ユウキマリアッチ 牝２鹿 ５４ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４９２＋ ２１：２７．０１� ７．８�
３６ エーシンパナギア 牝２青 ５４ 岩田 康誠�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５２６－ ６１：２７．６３� ３．８�
２４ トーホウオリーブ 牝２栗 ５４ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４４６－１２１：２７．８１� １５３．５�
６１２ ビーチパレード 牝２黒鹿５４ C．ルメール �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６１：２７．９クビ ２．１	

（仏）

１２ フ ァ ワ ン 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４７４± ０１：２８．１１� ３００．０

３５ メモリーフェスタ 牝２黒鹿５４ 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 成隆牧場 ４７０－ ８１：２８．２� ５５．０�
５１０ ストリングビーン 牝２栗 ５４

５１ ▲国分 優作小山 豊氏 伊藤 伸一 新ひだか マルショウ牧場 ４５４－１０１：２８．６２� ９０．５�
７１４ ニシノガラシャ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ４５４＋ ４１：２８．９１� ４９．６
５９ ハギノギフト 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎安岡美津子氏 野中 賢二 浦河 村下 明博 ４２０－ ４ 〃 ハナ ３１．１�
２３ シゲルフクブチョウ 牝２栗 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 田中 章博 日高 千葉飯田牧場 ４３２－１２１：２９．０� ４２６．３�
６１１ ワンダーエレメント 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４６４－ ２１：２９．４２� ５１４．０�
４７ アキノランラン 牝２芦 ５４ C．ウィリアムズ 穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新冠 競優牧場 ４４８－ ４１：２９．６１ ６４．１�

（豪）

８１５ マヤヴィーナス 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 ４８６－ ２１：３０．４５ ２５４．６�
８１６ トウケイムーディ 牝２栗 ５４ 鷹野 宏史木村 信彦氏 鹿戸 明 新ひだか 坂本 智広 ４３６－ ６１：３０．８２� ８５４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２８５，３００円 複勝： ３３，７９３，７００円 枠連： １１，５８５，９００円

普通馬連： ４１，７３７，８００円 馬単： ３１，００１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５５８，６００円

３連複： ６０，３６０，７００円 ３連単： ９３，１７４，１００円 計： ３１１，４９７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２５０円 � ２７０円 � ２４０円 枠 連（４－７） １，６７０円

普通馬連 �� ２，５７０円 馬 単 �� ４，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ６８０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２，８１０円 ３ 連 単 ��� １８，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２０２８５３ 的中 � ３０２２０（３番人気）
複勝票数 計 ３３７９３７ 的中 � ３６４４８（４番人気）� ３３２８５（５番人気）� ３８１５５（３番人気）
枠連票数 計 １１５８５９ 的中 （４－７） ５１４２（９番人気）
普通馬連票数 計 ４１７３７８ 的中 �� １２０２４（１０番人気）
馬単票数 計 ３１００１１ 的中 �� ５０７７（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５５８６ 的中 �� ５２２６（１０番人気）�� ７１９３（９番人気）�� ７９６８（８番人気）
３連複票数 計 ６０３６０７ 的中 ��� １５８５４（１０番人気）
３連単票数 計 ９３１７４１ 的中 ��� ３８０９（５９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１２．５―１２．８―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．７―４７．２―１：００．０―１：１２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．５―３F３９．０
３ ・（８，５，７）（６，１３）１，１２，１１（９，１０）（２，１４）－（３，４）－１５，１６ ４ ・（８，５，７）（６，１３）１（１２，１１）９（２，１０，１４）４－３－１５，１６

勝馬の
紹 介

カラフルデイズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー ２０１０．８．２１ 小倉２着

２００８．４．１０生 牝２栗 母 アイヴォリーカラー 母母 アピーリングストーリー ４戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４０７５１２月２５日 晴 良 （２２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� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

４７ カルドブレッサ 牡２栗 ５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４９４＋１４１：３６．４ ４．０�

７１３ アドマイヤバートン 牡２栗 ５５ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：３６．５� ５．１�
７１４ ノーザンリバー 牡２鹿 ５５ 武 豊林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４ 〃 アタマ ６．０�
５１０ モ エ ロ ッ ク 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８２－ ８１：３６．６クビ ５２．２�
８１８ シルヴァースプーン 牝２黒鹿５４ M．デムーロ吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：３７．０２� １４．７�

（伊）

６１１ キョウワダッフィー 牡２鹿 ５５ 池添 謙一�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４４４－１０１：３７．２１ ９．２�
８１６� アスターヒューモア 牝２黒鹿５４ C．ルメール 加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Fairlawn

Farm ４５２＋ ４ 〃 アタマ ２０．８	
（仏）

５９ ザ ル グ ー ン 牡２鹿 ５５ C．スミヨン �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８－ ２ 〃 クビ ７．９


（仏）

７１５ メイショウブロガー 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲川須 栄彦松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４２８－ ２１：３７．３� ４１８．５�

２４ � アクアシャンデリア 牝２芦 ５４ 北村 友一山本 英俊氏 池添 兼雄 愛 H. Yamamoto ４４８－ ４１：３７．４クビ ９１．２�
２３ レンヌルシャトー 牝２栗 ５４ 小牧 太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４５２－ ６ 〃 クビ ４２．５
３６ コスモソルフェリノ 牝２栗 ５４ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４０－ ２ 〃 アタマ ５．１�
８１７ ジャマイカジョー 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４２６＋ ２１：３７．５クビ ２９９．３�
３５ ゴールデンオブジェ 牡２栗 ５５ C．ウィリアムズ �協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４６＋ ２１：３７．６� ７０．７�

（豪）

６１２ ホワイトスパルタン 牡２鹿 ５５ 和田 竜二渡邉 光典氏 小島 貞博 浦河 帰山 清貴 ５０２± ０１：３７．７� ２６０．１�
１２ ミスターマスタード 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４５０＋ ８１：３７．８� １２８．０�
１１ メダリオンスター 牝２青鹿５４ 岩田 康誠早川 澄雄氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７４＋１２１：３８．３３ １２１．３�
４８ セイプロスペリティ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４６２＋ ２１：３８．４クビ ２９０．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，１４２，９００円 複勝： ４１，６５６，０００円 枠連： １７，２５４，０００円

普通馬連： ５４，４１２，７００円 馬単： ３８，００７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４５９，９００円

３連複： ７８，８１３，６００円 ３連単： １０５，９５１，１００円 計： ３８２，６９７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ６７０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ４９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ２，７４０円 ３ 連 単 ��� １３，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２２１４２９ 的中 � ４４２３５（１番人気）
複勝票数 計 ４１６５６０ 的中 � ６８８２８（２番人気）� ５１４３４（３番人気）� ５００４５（４番人気）
枠連票数 計 １７２５４０ 的中 （４－７） １９１４７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４４１２７ 的中 �� ２４６４７（４番人気）
馬単票数 計 ３８００７３ 的中 �� １１２４８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４５９９ 的中 �� １０４３３（３番人気）�� １２７３６（２番人気）�� ７５９０（９番人気）
３連複票数 計 ７８８１３６ 的中 ��� ２１２６８（３番人気）
３連単票数 計１０５９５１１ 的中 ��� ６０００（１０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．５―１２．５―１２．９―１２．３―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３５．５―４８．０―１：００．９―１：１３．２―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カルドブレッサ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．２８ 新潟３着

２００８．５．１３生 牡２栗 母 ラ フ ィ カ 母母 オーピーキャット ４戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 キョウワブリット号
※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２５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

６１０� ブ チ カ マ シ 牡６黒鹿６０ 高田 潤中西 功氏 新川 恵 青森 久保フアーム ４７８＋１２３：２０．３ ７．２�

５７ トップシノワーズ 牡３栗 ５８ 石神 深一�宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 尾野 一義 ４６８－１２ 〃 クビ ２．１�
３４ ピサロナイト 牡３黒鹿５８ 中村 将之市川 義美氏 安達 昭夫 えりも 能登 浩 ４７４－ ２３：２１．３６ １４．８�
５８ メイショウブソン 牡３鹿 ５８ 植野 貴也松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４３８＋ ８３：２１．５１� １２．０�
８１４ テンシノアスター 牡３栗 ５８ 岩崎 祐己杉谷 桝夫氏 松元 茂樹 浦河 金成吉田牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ４９．２�
４６ � トウカイロード 牡４鹿 ６０ 熊沢 重文内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４９０＋ ８３：２２．１３� １３．４�
６９ ヤ ラ マ イ カ 牡４黒鹿６０ 平沢 健治内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ５００－１６３：２２．７３� ７０．１	
１１ テイエムリュウジン 牡４芦 ６０ 白浜 雄造竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８２± ０３：２２．８� ４．４

７１１ ツルマルビビッド 牡６鹿 ６０ 南井 大志鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４９６＋１２３：２３．７５ ２４．３�
３３ アペリティフ �７鹿 ６０ 高野 容輔前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５０６± ０３：２４．４４ １４．０�
７１２ クリノイマジン 牡３鹿 ５８ 江田 勇亮栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４４２－１０３：２４．５	 ２１８．３
２２ テイエムブユウデン 牡３鹿 ５８ 田村 太雅竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 ４４６＋ ４３：２６．１１０ ６４．６�
４５ チョウバクシン 牡３栗 ５８ 黒岩 悠丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 武田牧場 ４６８＋２４３：２６．５２� １４８．６�
８１３ テントゥワン 牡７黒鹿６０ 山本 康志宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３０－１２３：２９．９大差 ２２６．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，００４，９００円 複勝： ２１，３２６，５００円 枠連： １４，２０３，８００円

普通馬連： ３７，０９０，６００円 馬単： ３０，９４７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８７１，０００円

３連複： ５６，７６７，１００円 ３連単： ９０，９９７，３００円 計： ２８６，２０８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � ３２０円 枠 連（５－６） ５００円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １，３４０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ３，０１０円 ３ 連 単 ��� １７，１９０円

票 数

単勝票数 計 １７００４９ 的中 � １８７５０（３番人気）
複勝票数 計 ２１３２６５ 的中 � ２５５７７（３番人気）� ６８５０４（１番人気）� １２６０４（７番人気）
枠連票数 計 １４２０３８ 的中 （５－６） ２１０６８（２番人気）
普通馬連票数 計 ３７０９０６ 的中 �� ４０７５１（２番人気）
馬単票数 計 ３０９４７５ 的中 �� １２７１７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８７１０ 的中 �� ２２６３０（１番人気）�� ２８５０（１８番人気）�� ６５４９（６番人気）
３連複票数 計 ５６７６７１ 的中 ��� １３９２５（１０番人気）
３連単票数 計 ９０９９７３ 的中 ��� ３９０８（４３番人気）

上り １マイル １：４７．２ ４F ５３．５－３F ４０．５
コーナー
通過順位

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

�
�

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

�ブ チ カ マ シ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ランズダーン

２００４．３．１６生 牡６黒鹿 母 ランズランサー 母母 ウインダンサー 障害：３戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
地方デビュー ２００６．９．２０ 姫路

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 スズカオペック号・ディアマイホース号・モエレスターレット号
（非抽選馬） １頭 オープンセサミ号



３４０７７１２月２５日 晴 良 （２２阪神５）第７日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０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
１：４６．６

良

良

７１５ ハンドインハンド 牡２青鹿５５ 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４０± ０１：４８．４ ４．２�

３５ アドマイヤカーリン 牡２青鹿５５ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２ 〃 クビ ２．５�
５９ ジェントルマン 牡２黒鹿５５ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４７８± ０１：４８．７１� ２３．３�
２３ サイモンロード 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠澤田 昭紀氏 友道 康夫 日高 ヤナガワ牧場 ５０２－ ４１：４８．８� ８．３�
４８ ソルデマーヨ 牡２黒鹿５５ C．ルメール 吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５３２＋１２１：４８．９� ４．０�

（仏）

３６ スマートリバティー 牡２鹿 ５５ M．デムーロ大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４４６－ ４１：４９．２２ ５３．６�
（伊）

１２ タガノグレイグース 牝２鹿 ５４ 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 浦河 カナイシスタッド ４３８＋１６１：４９．３クビ ３３１．０	
８１６ メイショウヤマカゼ 牡２黒鹿５５ 池添 謙一松本 好雄氏 西浦 勝一 新冠 新冠橋本牧場 ４６４－ ４１：４９．５１� ３４．２

８１８ ウインルキア 牝２青鹿５４ 四位 洋文�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム ４２４－ ２１：４９．８１� ２７．５�
４７ トーワブリッツ 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム ４５０＋ ４１：４９．９� ９７．３�
６１２ ダノンハロー 牡２鹿 ５５ C．スミヨン�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４４± ０ 〃 クビ １４．３

（仏）

７１４ メジロリュウジン 牡２栗 ５５ 福永 祐一�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４３２－ ６１：５０．１１� ２３６．９�
８１７ ド ナ リ ー ベ 牝２栗 ５４ 秋山真一郎山田 貢一氏 須貝 尚介 新冠 若林牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ４０２．４�
２４ テイエムオニキス 牝２黒鹿５４ 田村 太雅竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８４－ ２１：５０．２クビ ６０４．１�
７１３ マテンロウカフェ 牡２黒鹿５５ 武 豊西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４８２－ ４１：５０．３� ６１．９�
５１０ マイネルシトラス 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 長浜牧場 ４８６－ ８１：５０．４� １９４．９�

１１ マ ル キ ー ズ 牝２鹿 ５４
５１ ▲国分 優作武田 茂男氏 田島 良保 浦河 有限会社

吉田ファーム ４００－ ２１：５１．１４ ５０９．３�
６１１ フォーカルシャイン 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介 �キャロットファーム 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２－ ４１：５４．１大差 １３６．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，７５２，６００円 複勝： ４６，７０８，７００円 枠連： １６，０７６，６００円

普通馬連： ５８，７３０，１００円 馬単： ４４，４７０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７９５，９００円

３連複： ８２，１１２，３００円 ３連単： １３２，２３０，５００円 計： ４３４，８７７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ３５０円 枠 連（３－７） ５２０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，０３０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ３，１１０円 ３ 連 単 ��� １２，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２６７５２６ 的中 � ５０６３６（３番人気）
複勝票数 計 ４６７０８７ 的中 � ８８８１４（２番人気）� １４８７２２（１番人気）� ２１９８７（６番人気）
枠連票数 計 １６０７６６ 的中 （３－７） ２３０６２（２番人気）
普通馬連票数 計 ５８７３０１ 的中 �� ７９０１３（２番人気）
馬単票数 計 ４４４７０９ 的中 �� ２４３８１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７９５９ 的中 �� ３６８３６（２番人気）�� ５９１９（１１番人気）�� ６８０５（９番人気）
３連複票数 計 ８２１１２３ 的中 ��� １９５２５（８番人気）
３連単票数 計１３２２３０５ 的中 ��� ８０７７（３１番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．７―１１．９―１２．６―１３．１―１２．１―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．５―３５．２―４７．１―５９．７―１：１２．８―１：２４．９―１：３６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハンドインハンド �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１０．１０．２４ 京都３着

２００８．３．１９生 牡２青鹿 母 シェイクハンド 母母 Dancing Tribute ４戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
〔制裁〕 メジロリュウジン号の調教師大久保洋吉は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

アドマイヤカーリ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過怠金１００，０００円。（８番・１８番
への進路影響）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォーカルシャイン号は，平成２３年１月２５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。
（非抽選馬） ２頭 イイデステップ号・ファヴェラシック号
※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。



３４０７８１２月２５日 晴 良 （２２阪神５）第７日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時５０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

８１２ タガノルナリロ 牡２栗 ５５ C．スミヨン 八木 秀之氏 松田 国英 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B４４６ ―１：２８．０ ８．５�

（仏）

８１１ タガノプリンス 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６２ ―１：２８．１� ４．６�

３３ ホホヲヨセテ 牝２鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４３６ ―１：２８．６３ ３２．１�

５６ スイートレーヌ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ４４０ ―１：２８．７クビ １０．０�
１１ ミッキーセブン 牡２栗 ５５ 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２２ ―１：２８．８� １．６�
６７ ジョウノエンドレス 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ 小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６０ ― 〃 ハナ ３１．０�

（豪）

７１０ ハローザロック 牡２黒鹿５５ 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４８０ ―１：２８．９クビ ９．０�
２２ トーホウエルザ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二東豊物産	 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４６８ ―１：２９．９６ ９９．９

４４ ヘルタースケルター 牡２黒鹿５５ 幸 英明薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４５４ ―１：３１．１７ １８４．７�
５５ カノンハーモニー 牝２栗 ５４ 田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５８ ―１：３１．４２ １４５．１�
７９ シ ュ ン ラ イ 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 ５４０ ―１：３２．４６ １９７．６

（１１頭）
６８ アグネスシャロット 牝２栗 ５４ 武 豊渡辺 孝男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ５０６ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １４，６６７，９００円 複勝： １７，８４１，７００円 枠連： １３，９７３，７００円

普通馬連： ２１，７７０，２００円 馬単： １７，９６６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １０，０８６，５００円

３連複： ２０，９９９，１００円 ３連単： ３７，７３６，８００円 計： １５５，０４２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２４０円 � １７０円 � ４８０円 枠 連（８－８） ２，７４０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，７７０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ８，８８０円 ３ 連 単 ��� ４４，２８０円

票 数

単勝票数 差引計 １４６６７９（返還計 ５５６８０） 的中 � １３６９０（３番人気）
複勝票数 差引計 １７８４１７（返還計 ４５７１１） 的中 � １９８２１（３番人気）� ３３６３５（２番人気）� ７８９５（６番人気）
枠連票数 差引計 １３９７３７（返還計 １５１３） 的中 （８－８） ３７６７（１０番人気）
普通馬連票数 差引計 ２１７７０２（返還計１９４７３４） 的中 �� １２４２９（５番人気）
馬単票数 差引計 １７９６６６（返還計１７３５６１） 的中 �� ４６８７（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １００８６５（返還計 ７９２９１） 的中 �� ６７３１（５番人気）�� １３２６（１８番人気）�� １８２６（１４番人気）
３連複票数 差引計 ２０９９９１（返還計３３６２７６） 的中 ��� １７４６（２３番人気）
３連単票数 差引計 ３７７３６８（返還計６５４９９２） 的中 ��� ６２９（１２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．６―３７．１―４９．９―１：０２．８―１：１５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノルナリロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００８．５．１０生 牡２栗 母 タガノスカーレット 母母 ミハタスカーレット １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 アグネスシャロット号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※アグネスシャロット号は，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２５日 晴 良 （２２阪神５）第７日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１３時２０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

６１０ グルヴェイグ 牝２黒鹿５４ C．ルメール �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４４ ―１：３６．３ １．５�
（仏）

２３ デウスウルト 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６６ ―１：３６．４� １４．９�
７１２ オメガオンリーワン 牡２芦 ５５ C．ウィリアムズ 原 �子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５４６ ―１：３６．９３ ３３．４�

（豪）

４６ セ ラ ヴ ィ 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲川須 栄彦�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４１６ ―１：３７．０� ２２．１�

２２ シードダイレクト 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５３４ ― 〃 クビ ７．６�
７１３ ノーザンスマイル 牝２栗 ５４ 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 ４４０ ―１：３７．６３� １４５．５�
１１ ノーティカルスター 牡２栗 ５５ 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム ５１４ ― 〃 クビ ２４．６	
６１１ サンライズマルス 牡２栗 ５５ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４ ―１：３７．７クビ ３７．９

３４ マスターゾロアーク 牝２黒鹿５４ 川田 将雅�坂東牧場 領家 政蔵 日高 オリオンファーム ４７０ ―１：３８．３３� ２０．４�
４７ サンレイデューク 牡２鹿 ５５ 幸 英明永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡野牧場 ４６６ ―１：３８．４� １３４．０�
５９ ツルミアクセル 牡２鹿 ５５ M．デムーロ�鶴見ホース 柴田 光陽 日高 田端牧場 ４６４ ―１：３８．７１� １０．８

（伊）

８１５ デラノーチェ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４５８ ―１：３９．４４ １２．２�
３５ シーエリアル 牝２鹿 ５４ 大下 智藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４３４ ―１：３９．５� ３４８．４�
８１４ グランオペラ 牝２栗 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６２ ―１：４１．０９ ２７２．９�
５８ イセノメガミ 牝２栗 ５４ 熊沢 重文大橋 堯格氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ４２２ ―１：４２．２７ ２４８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，５７０，８００円 複勝： ５１，２９８，３００円 枠連： １７，２８４，９００円

普通馬連： ５１，９２７，１００円 馬単： ４９，６２４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，００７，９００円

３連複： ６７，３４７，１００円 ３連単： １３５，０３７，１００円 計： ４２５，０９７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３３０円 � ６００円 枠 連（２－６） ３４０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ８４０円 �� ３，６８０円

３ 連 複 ��� ６，１１０円 ３ 連 単 ��� １４，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２９５７０８ 的中 � １５７６１８（１番人気）
複勝票数 計 ５１２９８３ 的中 � ３１６００２（１番人気）� １９５４５（６番人気）� ９５１０（９番人気）
枠連票数 計 １７２８４９ 的中 （２－６） ３７９８４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１９２７１ 的中 �� ４３１４８（４番人気）
馬単票数 計 ４９６２４４ 的中 �� ３０９０２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３００７９ 的中 �� １４１８８（４番人気）�� ６６８７（９番人気）�� １４２０（３９番人気）
３連複票数 計 ６７３４７１ 的中 ��� ８１４３（２５番人気）
３連単票数 計１３５０３７１ 的中 ��� ７０１６（４５番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．４―１１．９―１２．２―１２．８―１１．８―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．２―２４．６―３６．５―４８．７―１：０１．５―１：１３．３―１：２４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グルヴェイグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００８．５．１１生 牝２黒鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 イセノメガミ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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２５日 晴 良 （２２阪神５）第７日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

５９ キングパーフェクト 牡４黒鹿５７ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４５６－ ６１：１１．５ ２５．７�

３５ イ チ オ カ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５２４＋ ４１：１２．１３� ６．１�
４８ スマートキャスター 牡５青 ５７ M．デムーロ大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４８２－１２１：１２．３１� １０．６�

（伊）

６１２ リバーサルブロー 牡４鹿 ５７ 池添 謙一深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４７８＋ ２１：１２．８３ ８．８�
８１５� カレンベルナルド 牡４鹿 ５７ 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４９４＋ ４１：１２．９	 ４１．７�
１２ � コーリングオブラブ 牝３栗 ５４ 小牧 太飯田 正剛氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４５０－２８ 〃 クビ １４７．４�
７１４ プリサイストップ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４９２± ０１：１３．２１	 ２．３�
３６ 
� ラブアダブダブ 牝４青鹿５５ 佐藤 哲三加藤友三郎氏 加藤 征弘 英 Haydock

Park Stud B４６４－ ２ 〃 アタマ ３３５．７	
８１６ ハッピースカッシュ 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 馬場 幸夫氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４３６± ０ 〃 ハナ １０４．３


（豪）

７１３
 フローズンタイム 牡４栗 ５７ 安藤 勝己広尾レース� 加藤 征弘 英 Redmyre, Silfield
and Rathmore ５０４＋ ６１：１３．３クビ ４．２�

４７ ドリームゲイル 牡４鹿 ５７ 上野 翔セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 コスモヴューファーム ５０２－ ６１：１３．４	 ８４．４
５１０ キ ュ ー ト 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４４０± ０１：１３．７２ ４９．５�
２４ ハートフルボディ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ４７４＋１２１：１４．１２� １２．３�
２３ � ミッキーマドラー 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作三木 久史氏 福島 信晴 新ひだか 三宅牧場 ４５２－１８１：１４．４１	 １２３．９�
６１１ テイケイプリオール 牡５黒鹿５７ 幸 英明兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４６８＋ ２１：１５．５７ １８７．６�
１１ � ベートーヴェン 牡５鹿 ５７ 石橋 守中島 稔氏 吉岡 八郎 浦河 冨岡牧場 ４９４－１８１：１６．５６ ４３８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１７５，１００円 複勝： ４５，７５４，５００円 枠連： １９，８２４，８００円

普通馬連： ７２，９５２，５００円 馬単： ５５，５６９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７９４，３００円

３連複： １０９，５５８，３００円 ３連単： １７１，０９２，７００円 計： ５２９，７２１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５７０円 複 勝 � ６５０円 � ２２０円 � ３５０円 枠 連（３－５） ６，１９０円

普通馬連 �� ９，２４０円 馬 単 �� ２３，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６９０円 �� ３，０６０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２２，４１０円 ３ 連 単 ��� １３３，９００円

票 数

単勝票数 計 ２５１７５１ 的中 � ７７４８（７番人気）
複勝票数 計 ４５７５４５ 的中 � １５９３３（７番人気）� ６６２２７（３番人気）� ３３３３２（５番人気）
枠連票数 計 １９８２４８ 的中 （３－５） ２３６６（１６番人気）
普通馬連票数 計 ７２９５２５ 的中 �� ５８２９（２０番人気）
馬単票数 計 ５５５６９２ 的中 �� １７６１（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７９４３ 的中 �� ２６７４（２０番人気）�� ２３４３（２３番人気）�� ８７７７（９番人気）
３連複票数 計１０９５５８３ 的中 ��� ３６０９（５０番人気）
３連単票数 計１７１０９２７ 的中 ��� ９４３（２８０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．４―１２．１―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３４．７―４６．８―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングパーフェクト �
�
父 サニングデール �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．１１．２３ 東京３着

２００６．４．１２生 牡４黒鹿 母 チ ャ ッ プ 母母 セ ナ リ オ ８戦２勝 賞金 １７，９６２，０００円
〔発走状況〕 プリサイストップ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 テイケイプリオール号の調教師大橋勇樹は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

キングパーフェクト号の騎手岩部純二は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベートーヴェン号は，平成２３年１月２５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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 ヴンダーゾンネ号・エイシンアマデウス号・エーティーショパン号・ゴーオンホーマン号・セイウンリファイン号・

ダニエルバローズ号・ビバエルフ号・ヘイセイユニバース号
※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。



３４０８１１２月２５日 晴 良 （２２阪神５）第７日 第９競走 ��
��１，６００�

せ っ つ

摂 津 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

８１３ ドリームゼニス 牡４栗 ５７ C．スミヨンセゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５１４＋１４１：３４．９ ４．８�
（仏）

４５ アドマイヤロイヤル 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２０＋１０１：３５．１１� １５．３�
３３ ジョーメテオ 牡４鹿 ５７ M．デムーロ上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５１２＋ ４１：３５．２� ９．８�

（伊）

５８ ルージュバンブー 牝４青鹿５５ 秋山真一郎�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５０６± ０ 〃 アタマ ７．９�
１１ ナシュワンヒーロー 牡３栗 ５６ 武 豊間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４５２＋ ８ 〃 ハナ ４．０�
３４ � サ バ ー ス 牡５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 ４８８± ０ 〃 アタマ ２８．３	
５７ ナリタスレンダー 	５鹿 ５７ 藤田 伸二�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ５０８＋ ４１：３５．４１
 ３．０

７１１ ナムラボルテージ 牝３鹿 ５４ 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６０－１４１：３５．５� ３９．０�
８１４ テ キ ー ラ 牡５鹿 ５７ 岩崎 祐己 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７６－ ２１：３５．６クビ ６６．２�
４６ ヤマカツゴールド 牡４栗 ５７ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４５８－ ２１：３５．７� ８１．６
２２ ガ ン ダ ー ラ 牡４栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７４＋ ６１：３６．０２ １５．９�
７１２ ザ リ ー ン 牝６鹿 ５５ C．ルメール 田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４５２＋ ２１：３６．１� １４５．４�

（仏）

６９ メイショウナナボシ 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ 松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４８－ ４１：３６．３� ８７．１�

（豪）

６１０� ヒシドンネル 	５青鹿５７ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐山 優 米
Hill ’N’ Dale
Farm & Clas-
sic Reign, LLC

５０４± ０１：３８．５大差 ２８７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３５，８２７，４００円 複勝： ６８，９８０，２００円 枠連： ２７，７９４，７００円

普通馬連： １２９，７４５，７００円 馬単： ７３，６０８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，４８０，４００円

３連複： １５４，０２２，０００円 ３連単： ２７４，４０４，１００円 計： ８０６，８６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２２０円 � ５４０円 � ３１０円 枠 連（４－８） ４，０５０円

普通馬連 �� ４，１３０円 馬 単 �� ７，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� ８９０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� １２，７３０円 ３ 連 単 ��� ６５，０００円

票 数

単勝票数 計 ３５８２７４ 的中 � ５９８９０（３番人気）
複勝票数 計 ６８９８０２ 的中 � ９７５３５（３番人気）� ２９３３６（８番人気）� ５９００８（５番人気）
枠連票数 計 ２７７９４７ 的中 （４－８） ５０７５（１５番人気）
普通馬連票数 計１２９７４５７ 的中 �� ２３２０３（１７番人気）
馬単票数 計 ７３６０８９ 的中 �� ７１０２（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２４８０４ 的中 �� ６６３２（１９番人気）�� １２１２９（９番人気）�� ４５９７（２７番人気）
３連複票数 計１５４０２２０ 的中 ��� ８９３６（４２番人気）
３連単票数 計２７４４０４１ 的中 ��� ３１１６（２１３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１１．２―１２．０―１２．６―１１．７―１１．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．３―３５．５―４７．５―１：００．１―１：１１．８―１：２２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３４．８
３ ・（１，９）（５，１２）２，８（４，１０）１１，１３，３（７，１４）－６ ４ ・（１，９）１２（２，１３）（５，８）（４，１４）（３，１１）（７，１０）６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームゼニス �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．７．６ 阪神４着

２００６．５．３生 牡４栗 母 スレンダーガール 母母 ビクトリアクラウン ２３戦４勝 賞金 ９２，７９４，０００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２５日 晴 良 （２２阪神５）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�

もとまち

元町ステークス
発走１５時０５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２１．１２．２６以降２２．１２．１９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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

１１ マルカボルト 牡３黒鹿５５ 福永 祐一河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４９０＋ ２２：０１．１ ５．５�

７１２� カワキタフウジン 牡５栗 ５７ 北村 友一川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５１６＋ ６２：０１．３１� ６．８�
４６ ヤングアットハート 牡３栗 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２ 〃 クビ ２．８�
８１３ ブラストダッシュ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７２＋ ６２：０１．４� １１．０�
８１４ ワンダームシャ 牡５鹿 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４７６＋ ２２：０１．６１� ２０．１�
６９ メイショウウズシオ 牡３黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８８＋ ８２：０１．８１ ５．３	
５８ マチカネカミカゼ 牡５栗 ５５ C．ウィリアムズ 吉田 千津氏 田中 剛 静内 千代田牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ６１．４


（豪）

５７ シゲルフセルト 牡５鹿 ５６ 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 石川 栄一 ４７４＋１６ 〃 ハナ ２６．１�
３３ アヴェンティーノ 牡６鹿 ５３ 岩田 康誠吉田 和子氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０＋１０２：０２．０� １４１．０�
２２ ジェントルフォーク 牡５鹿 ５５ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４８８＋ ６ 〃 アタマ ２９．９
７１１	 エーシンコンファー 牝５青鹿５１ 川須 栄彦�栄進堂 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ４７６－ ２ 〃 アタマ ８０．５�
６１０� ゴールディーロック 牡６鹿 ５５ 国分 恭介松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４６４＋ ２２：０２．１クビ ２３．４�
３４ ザサンデーフサイチ 牡６黒鹿５６ 安藤 勝己林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ４２：０２．３１� １１．１�
４５ タイセイファイター 牡６鹿 ５４ 小牧 太田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５３０± ０２：０２．９３
 １２４．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３８，９６６，１００円 複勝： ６４，４０７，７００円 枠連： ２９，６２０，５００円

普通馬連： １５０，４３０，０００円 馬単： ８１，７９８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，０６７，６００円

３連複： １７８，０３５，３００円 ３連単： ３０６，８６０，３００円 計： ８９８，１８５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（１－７） ２，２７０円

普通馬連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ４，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ４００円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ２，６３０円 ３ 連 単 ��� ２０，５００円

票 数

単勝票数 計 ３８９６６１ 的中 � ５６２３６（３番人気）
複勝票数 計 ６４４０７７ 的中 � ８０１５１（４番人気）� ８５０３２（３番人気）� １４６８６０（１番人気）
枠連票数 計 ２９６２０５ 的中 （１－７） ９６４６（１２番人気）
普通馬連票数 計１５０４３００ 的中 �� ４７３０１（９番人気）
馬単票数 計 ８１７９８２ 的中 �� １４２０２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８０６７６ 的中 �� １３９０６（８番人気）�� ３１８７８（２番人気）�� ２２１５３（４番人気）
３連複票数 計１７８０３５３ 的中 ��� ５０１４５（４番人気）
３連単票数 計３０６８６０３ 的中 ��� １１０４７（４５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．６―１２．１―１２．４―１２．３―１２．３―１１．９―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．６―３６．２―４８．３―１：００．７―１：１３．０―１：２５．３―１：３７．２―１：４９．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マルカボルト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１１．１５ 京都３着

２００７．２．１９生 牡３黒鹿 母 ラ パ シ オ ン 母母 アヤテンリユウ １１戦４勝 賞金 ５４，７２４，０００円
〔制裁〕 ブラストダッシュ号の騎手秋山真一郎は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
※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２５日 晴 良 （２２阪神５）第７日 第１１競走 ��
��２，０００�第２７回ラジオNIKKEI杯２歳ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）

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

賞 品
本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００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

５８ ダノンバラード 牡２黒鹿５５ 武 豊�ダノックス 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４６０－ ６２：０２．２ ６．９�

２２ オールアズワン 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７８＋１０ 〃 クビ ３．９�
２３ コティリオン 牡２青鹿５５ C．ルメール 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 ４７６－ ２２：０２．３� １１．８�
（仏）

８１５ ウインバリアシオン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ４ 〃 アタマ ４．９�
６１１ アドマイヤコリン 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４２２＋ ２２：０２．６１� ３６．３�
４６ ナリタキングロード 牡２鹿 ５５ 川田 将雅�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ４９０－ ２ 〃 ハナ ２９．５�
３４ ハーバーコマンド 牡２青 ５５ C．ウィリアムズ 谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７６＋ ８２：０２．７クビ ４３．９	

（豪）

７１２ ショウナンマイティ 牡２青鹿５５ 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 ５００＋ ６２：０２．８� ３．１

３５ ノヴァグロリア 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７６＋ ８ 〃 クビ １０１．４�
６１０ イ デ ア 牡２鹿 ５５ M．デムーロ畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８２＋ ８２：０２．９クビ ３４．３�

（伊）

４７ ビップセレブアイ 牡２青鹿５５ 岩田 康誠鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８２－ ２２：０３．１１� ６３．３
５９ ゴットマスタング 牡２青鹿５５ 国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 ４７６＋ ６２：０３．３１� １００．５�
７１３ マーベラスカイザー 牡２栗 ５５ 和田 竜二笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 ４８４＋ ６２：０３．４� ７８．５�
１１ ユニバーサルバンク 牡２黒鹿５５ C．スミヨン �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４ 〃 クビ １６．２�

（仏）

８１４ レッドセインツ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４２０－ ８２：０４．６７ ６１．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４３，９７５，０００円 複勝： ２０４，１２６，６００円 枠連： ８８，１５５，７００円

普通馬連： ５６１，０４６，２００円 馬単： ２９６，１４２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６４，８９５，１００円

３連複： ６７０，７２４，７００円 ３連単： １，２０４，００９，３００円 計： ３，３３３，０７４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � ３２０円 枠 連（２－５） １，０００円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� ３，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ９９０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ５，３１０円 ３ 連 単 ��� ２７，６７０円

票 数

単勝票数 計１４３９７５０ 的中 � １６６３７１（４番人気）
複勝票数 計２０４１２６６ 的中 � ２４８３１３（４番人気）� ４０７７００（２番人気）� １３９２３２（５番人気）
枠連票数 計 ８８１５５７ 的中 （２－５） ６５２８５（４番人気）
普通馬連票数 計５６１０４６２ 的中 �� ２９７００７（５番人気）
馬単票数 計２９６１４２０ 的中 �� ６６５７３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６４８９５１ 的中 �� ６８７３２（５番人気）�� ４０２５８（１１番人気）�� ４９７１６（９番人気）
３連複票数 計６７０７２４７ 的中 ��� ９３３６０（１６番人気）
３連単票数 計１２０４００９３ 的中 ��� ３２１１３（７５番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１３．０―１２．７―１２．５―１２．５―１２．３―１１．８―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．５―３６．５―４９．２―１：０１．７―１：１４．２―１：２６．５―１：３８．３―１：５０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンバラード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．１０．２４ 京都１着

２００８．２．１９生 牡２黒鹿 母 レディバラード 母母 Angelic Song ３戦２勝 賞金 ４３，５６４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４０８４１２月２５日 晴 良 （２２阪神５）第７日 第１２競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ リバプールサウンド 牡７鹿 ５７
５４ ▲川須 栄彦前田 幸治氏 谷 潔 新冠 須崎牧場 ５４６＋１６１：５２．８ ７．７�

１２ メガロスバンダム 牡５鹿 ５７ 小牧 太山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ５２０＋ ６１：５３．１２ ２８．９�
３５ キンショーダンデー 牡３栗 ５６ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４８２＋ ８１：５３．２� ５．７�
４８ アドマイヤプレミア 牡３芦 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４１２＋ ４１：５３．４１� ９．９�
７１４ トップオブパンチ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５０４＋１０１：５３．７１� ５０．８�
７１３ ローレルレヴァータ 	３鹿 ５６ C．ウィリアムズ �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４５８－ ２１：５３．９� ５４．０�

（豪）

２４ ロードイノセント 牡４鹿 ５７ C．スミヨン �ロードホースクラブ 池江 泰寿 三石 ケイアイファーム ５８２＋ ４ 〃 クビ １．９	
（仏）

４７ パワーエース 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文
まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４９０－ ４１：５４．２２ １０４．１�
６１２ ミルフィアタッチ 牝４鹿 ５５

５２ ▲国分 優作飯田 正剛氏 西園 正都 静内 千代田牧場 ４６４＋ ２１：５４．３� １４．１�
３６ コートユーフォリア 牡６栗 ５７ 幸 英明前田 幸治氏 岡田 稲男 浦河 昭和牧場 ５００＋ ４１：５４．６２ ９０．７
８１６ スーサンストリーム 牡３芦 ５６ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４５４＋ ６１：５４．８１ １１．６�
６１１ スナークツバサ 牡４芦 ５７ 岩田 康誠杉本仙次郎氏 野中 賢二 様似 清水スタッド B４８８＋ ２１：５４．９クビ ２０．７�
５９ オーシャンクルーズ 牡６鹿 ５７ 岩崎 祐己上田 宗義氏 田所 秀孝 新冠 村田牧場 B４７４－ ６１：５５．２１� ４０６．２�
２３ タニノロッキー 牡６栗 ５７ 中村 将之谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ３１３．５�
５１０ エプソムスタウト 牡６鹿 ５７ 大下 智 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武 宏平 新冠 辻 和明 ４８２－ ２１：５５．４１
 ５３５．２�
８１５ ナムラマハラジャ 牡６栗 ５７

５６ ☆国分 恭介奈村 信重氏 村山 明 新冠 つつみ牧場 B４９０－ ４１：５５．９３ ３５３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，８６９，５００円 複勝： ６８，１００，９００円 枠連： ４３，９０６，１００円

普通馬連： １７０，０３４，３００円 馬単： １１６，７０１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，４６５，６００円

３連複： ２２１，０３７，７００円 ３連単： ４５４，９８７，４００円 計： １，１９０，１０３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２４０円 � ５８０円 � ２３０円 枠 連（１－１） ８，１１０円

普通馬連 �� ８，５８０円 馬 単 �� １４，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１５０円 �� ８００円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� １４，４６０円 ３ 連 単 ��� ９７，１６０円

票 数

単勝票数 計 ５０８６９５ 的中 � ５２５６２（３番人気）
複勝票数 計 ６８１００９ 的中 � ７９１４１（３番人気）� ２６２５７（８番人気）� ８７５３２（２番人気）
枠連票数 計 ４３９０６１ 的中 （１－１） ３９９７（２３番人気）
普通馬連票数 計１７００３４３ 的中 �� １４６３０（２３番人気）
馬単票数 計１１６７０１５ 的中 �� ５７７７（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４４６５６ 的中 �� ７２３１（２１番人気）�� ２０８８３（６番人気）�� ６５０４（２４番人気）
３連複票数 計２２１０３７７ 的中 ��� １１２８５（４６番人気）
３連単票数 計４５４９８７４ 的中 ��� ３４５６（２６３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１３．１―１２．６―１３．０―１２．４―１２．１―１２．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３７．４―５０．０―１：０３．０―１：１５．４―１：２７．５―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リバプールサウンド �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 Danzig デビュー ２００６．５．２１ 中京２着

２００３．５．２０生 牡７鹿 母 レ ッ ド ジ グ 母母 Red Ember ２４戦３勝 賞金 ８３，９４７，０００円
〔制裁〕 コートユーフォリア号の調教師岡田稲男は，登録服色を使用できなかっ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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アグネスラナップ号・シャア号・スエズ号・セトノメジャー号・トウカイトキメキ号・ナムラフューチャー号
※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。



（２２阪神５）第７日 １２月２５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 １８３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

２３６，９３０，０００円
４，２６０，０００円
１４，９１０，０００円
１，７３０，０００円
２３，３６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，４３６，０００円
５，６８７，８００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
４４７，９３１，９００円
７４２，１４０，９００円
３１４，３３７，６００円
１，３９３，２４６，４００円
８７７，７６０，４００円
４９３，７７１，０００円
１，７６３，４７１，４００円
３，１３０，０１９，９００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 ９，１６２，６７９，５００円

総入場人員 １９，７４３名 （有料入場人員 １８，５７２名）




