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３５０４９１２月１７日 晴 良 （２３阪神６）第５日 第１競走 ��１，８００�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

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

１１ メイショウブシドウ 牡２青鹿５５ 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ２１：５５．４ ４．１�

４４ ブリスコーラ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠グリーンスウォード 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 ５００－ ２１：５５．７１� ２．１�
６７ ヴォーグトルネード 牡２栗 ５５ 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６８＋ ２１：５５．８� ５．４�
８１０ サダムオベーション 牡２黒鹿５５ 幸 英明大西 定氏 西園 正都 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０１：５６．８６ ２０４．７�
７９ マキハタテノール 牡２鹿 ５５ 小牧 太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ７．７�
３３ シゲルアーモンド 牡２青 ５５ 北村 友一森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５３０＋ ２１：５７．０１� １１７．６�
８１１ ジョウショーサニー 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝熊田 義孝氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 ５２２＋ ４１：５８．４９ ２０．６	
６６ シンゼンユメノスケ 牡２黒鹿５５ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４９６－ ２１：５８．５クビ １７．７

５５ サチノコイノボリ 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 B４６６－ ２１：５９．０３ １４．５�
７８ マイアイビワコ 牝２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜MYI馬主組合 小野 次郎 日高 横井 忠幸 ４２４－ ６２：０１．５大差 ２０６．３�
２２ スギノプリシード 牡２鹿 ５５ 川田 将雅杉山 美惠氏 北出 成人 新ひだか 明治牧場 ４５６－ ８ （競走中止） ５２．０

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，１３２，０００円 複勝： ３６，６９３，４００円 枠連： ８，０９５，４００円

馬連： ３６，２７８，８００円 馬単： ２９，６９４，７００円 ワイド： １６，７９８，７００円

３連複： ５１，４０４，６００円 ３連単： １０７，２４９，５００円 計： ３０６，３４７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（１－４） ３３０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド �� １７０円 �� ３６０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ５７０円 ３ 連 単 ��� ２，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２０１３２０ 的中 � ３９５３８（２番人気）
複勝票数 計 ３６６９３４ 的中 � ６８７３３（２番人気）� １５２５６５（１番人気）� ４５２２４（３番人気）
枠連票数 計 ８０９５４ 的中 （１－４） １８１２６（１番人気）
馬連票数 計 ３６２７８８ 的中 �� ８１６１６（１番人気）
馬単票数 計 ２９６９４７ 的中 �� ２７７１０（２番人気）
ワイド票数 計 １６７９８７ 的中 �� ３０１９１（１番人気）�� ９３５３（６番人気）�� １９６４６（２番人気）
３連複票数 計 ５１４０４６ 的中 ��� ６６７７１（１番人気）
３連単票数 計１０７２４９５ 的中 ��� ３２４５９（３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１３．６―１２．７―１３．２―１２．７―１２．９―１２．４―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３８．０―５０．７―１：０３．９―１：１６．６―１：２９．５―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウブシドウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Creek デビュー ２０１１．８．１４ 小倉４着

２００９．２．１６生 牡２青鹿 母 スイートストームクリーク 母母 Miss Angel Too ４戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔競走中止〕 スギノプリシード号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイアイビワコ号は，平成２４年２月１７日まで平地競走に出走できない。

３５０５０１２月１７日 晴 良 （２３阪神６）第５日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０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
１：１０．２

良

不良

５９ ラガートモヒーロ 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 ４５２－ ４１：１３．０ ９．０�

７１３� エイシントラベラー 牡２芦 ５５ 岩田 康誠平井 豊光氏 西園 正都 米 Machmer
Hall ５０８＋ ６１：１３．３１� ４．１�

１２ ダンシングミッシー 牝２鹿 ５４ 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 ４５０－ ８ 〃 アタマ １４９．９�
３５ メイショウヒデタダ 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 ４６６± ０１：１３．５１� １０．１�
８１５� クルージンミジー 牝２芦 ５４ 福永 祐一吉田 和美氏 安田 隆行 米

Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

４９０＋ ４１：１４．３５ ２．２�
２３ イーグルタイム 牡２黒鹿５５ 北村 友一安原 浩司氏 清水 久詞 浦河 近藤牧場 ４６６＋ ２ 〃 アタマ ４．０�
７１４ アブクマペレ 牡２鹿 ５５ 小牧 太浜野順之助氏 藤沢 則雄 浦河 村下牧場 ５２０－１０１：１４．６１� ６４．９�
１１ ヴォワドランジュ 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦田上 雅春氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４９８－ ２１：１４．７� ２０３．４	
６１１ ヴ ァ ッ プ 牝２黒鹿５４ 幸 英明
ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ４４４＋ ４ 〃 ハナ ７４．３�
４８ ハルピュイア 牝２芦 ５４ 熊沢 重文
ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４３８－ ２１：１５．３３	 １８１．５�
４７ クニノカンタロー 牡２鹿 ５５ 小坂 忠士國立 治氏 境 直行 青森 織笠 時男 ４３８－ ２ 〃 クビ ６８０．２
８１６ ノーネームホース 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ４８２＋ ６１：１５．９３	 １６７．２�
２４ キタサンテンニョ 牝２黒鹿５４ 芹沢 純一
大野商事 鹿戸 明 新冠 �渡 信義 ４６８± ０１：１６．１１� ７３．０�
３６ ラッキーストーム 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド ４１２± ０１：１６．３１ ３１９．２�
５１０ トミケンフラッシュ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介冨樫 賢二氏 鈴木 孝志 新ひだか 小林 嘉弘 ４０８－ ４１：１６．５１	 ５１７．１�
６１２ ル ー パ ウ ス 牝２鹿 ５４ 浜中 俊 
サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ６１：１７．４５ ３４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７８０，８００円 複勝： ３２，２９４，６００円 枠連： １０，５８２，６００円

馬連： ３９，７５２，３００円 馬単： ３０，６５８，５００円 ワイド： １７，５３６，７００円

３連複： ５６，４８１，６００円 ３連単： ９８，８２８，２００円 計： ３０３，９１５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２９０円 � ２１０円 � ３，０６０円 枠 連（５－７） １，５００円

馬 連 �� １，３４０円 馬 単 �� ３，３５０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� １１，２１０円 �� ６，８３０円

３ 連 複 ��� ５７，１１０円 ３ 連 単 ��� ２４９，７８０円

票 数

単勝票数 計 １７７８０８ 的中 � １５５７６（４番人気）
複勝票数 計 ３２２９４６ 的中 � ３１１９０（５番人気）� ４８７４８（３番人気）� ２１６８（１０番人気）
枠連票数 計 １０５８２６ 的中 （５－７） ５２１５（７番人気）
馬連票数 計 ３９７５２３ 的中 �� ２２０２４（７番人気）
馬単票数 計 ３０６５８５ 的中 �� ６７５６（１４番人気）
ワイド票数 計 １７５３６７ 的中 �� ９３００（６番人気）�� ３６５（４８番人気）�� ６０２（３７番人気）
３連複票数 計 ５６４８１６ 的中 ��� ７３０（７９番人気）
３連単票数 計 ９８８２８２ 的中 ��� ２９２（３６６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．６―１１．５―１２．３―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３５．５―４７．０―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラガートモヒーロ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．９．１９ 阪神４着

２００９．４．４生 牡２黒鹿 母 フジタカローズ 母母 ウィンディロマンス ５戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルーパウス号は，平成２４年１月１７日まで平地競走に出走できない。
※ノーネームホース号・ハルピュイア号・ルーパウス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第６回　阪神競馬　第５日



３５０５１１２月１７日 晴 良 （２３阪神６）第５日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０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

５１０ タツストロング 牡２栗 ５５ 安藤 勝己鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 ４９４＋ ８１：２２．０ ２．３�

４７ ウインスラッガー 牡２栗 ５５ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４９４＋ ８１：２２．２１� ３．０�
２４ アズマスターフィー 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ４６４－ ８１：２２．８３� ９５．１�
２３ ピサノベッテル 牝２黒鹿５４ 武 豊市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム ４３２± ０１：２２．９� ７．６�
８１６� ダディーズクール 牡２栗 ５５ I．メンディザバル 加藤 守氏 中竹 和也 米 Ocala Stud ４６６－ ２１：２３．０クビ ２３．０�

（仏）

５９ ウォーターボルカノ 牡２黒鹿５５ 芹沢 純一山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ ６９．９�
８１７ アサヒノネネ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一蔭山 尚正氏 長浜 博之 新ひだか 追分ファーム ４２２＋ ８１：２３．３１� １８３．６	
７１３ ビップヴィットリオ 牡２黒鹿５５ C．ウィリアムズ 鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０± ０ 〃 クビ ５８．９

（豪）

３５ ザプレジデント 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム ４５０± ０１：２３．４クビ １９８．４�
８１８ ヤマカツナタリー 牝２栗 ５４ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ４３８＋ ２ 〃 クビ ３１．３�
４８ リュウノスケ 牡２鹿 ５５ 国分 恭介春藤 良一氏 根本 康広 新冠 津田牧場 ４４２± ０１：２３．６１� ５６０．２
６１１� ベルエアメイダン 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson ４４２－ ６ 〃 アタマ ９．２�
７１５� エーシンスピーダー 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC ４６８± ０１：２３．７� ７０．０�
７１４ ト ッ プ ワ ン 牡２鹿 ５５ 北村 友一本間 義和氏 日吉 正和 新ひだか 木田牧場 ４３４－ ４１：２３．９１ ３１０．６�
３６ マイネアンティーク 牝２黒鹿５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２１：２４．０� ２２．８�
１１ セルリアンラビット 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４４４＋ ４ 〃 アタマ ２１４．６�
６１２ フォーマリスト 牡２青鹿５５ 吉田 豊 �スピードファーム 和田 正道 むかわ 渡辺 隆 ４６２＋ ８１：２４．２１	 ４２３．９�
１２ � レッドグロリア 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松田 国英 愛 H. Yamamoto ４４２－ ２１：２４．８３� ３１．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，１０５，７００円 複勝： ３４，１２８，０００円 枠連： １４，２１８，０００円

馬連： ４７，４１０，１００円 馬単： ３３，８６６，４００円 ワイド： ２１，８３８，５００円

３連複： ６４，１５７，４００円 ３連単： １０７，９０２，７００円 計： ３４５，６２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ７５０円 枠 連（４－５） ３００円

馬 連 �� ２９０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ２，８４０円 �� ２，７９０円

３ 連 複 ��� ８，１００円 ３ 連 単 ��� ２５，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２２１０５７ 的中 � ７８８８０（１番人気）
複勝票数 計 ３４１２８０ 的中 � ９３４８８（１番人気）� ８７００２（２番人気）� ６４８０（１１番人気）
枠連票数 計 １４２１８０ 的中 （４－５） ３５５０６（１番人気）
馬連票数 計 ４７４１０１ 的中 �� １２０９６５（１番人気）
馬単票数 計 ３３８６６４ 的中 �� ４１３７４（１番人気）
ワイド票数 計 ２１８３８５ 的中 �� ４３５６６（１番人気）�� １５３０（３０番人気）�� １５５６（２９番人気）
３連複票数 計 ６４１５７４ 的中 ��� ５８５１（２３番人気）
３連単票数 計１０７９０２７ 的中 ��� ３１５３（６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．１―３４．３―４６．０―５７．９―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タツストロング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１１．１１．６ 京都５着

２００９．３．７生 牡２栗 母 リンリングリーン 母母 トライトップゴール ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ウインスラッガー号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３番への進路影

響）
※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 セイカフォルトゥナ号
※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。

３５０５２１２月１７日 晴 良 （２３阪神６）第５日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時４０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

１：２３．５
１：２３．１

重

重

４６ ニシノプレゼンス 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 ４９６± ０１：２５．４ ２６．１�

１１ ハンズアップ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８± ０１：２６．１４ ３．６�
６１０ ミヤビリファイン 牡２青鹿５５ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 ４７２－ ２１：２６．２� ８１．１�
４７ ゼロワンシンジロー 牡２鹿 ５５ C．ルメール 国田 正忠氏 飯田 雄三 新冠 長浜牧場 ４６６± ０１：２６．４１� １４．７�

（仏）

８１４ キングヒーロー 牡２黒鹿５５ 北村 友一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ４９６－ ４１：２６．７１� ７．４�
７１２ ヒラボクダッシュ 牡２栗 ５５ 岩田 康誠�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム ４３４－ ８１：２６．８クビ １４．８�
３５ フリーダムシチー 牡２栗 ５５ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 幾千世牧場 ４３４－ ６１：２７．０１� １９．６	
８１５ トキノビスコンティ 牡２栗 ５５ 幸 英明中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 ４７４± ０１：２７．３２ ４３．０

３４ ヤマニンメダイユ 牡２鹿 ５５ 武 豊土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 ４７８＋ ４ 〃 ハナ ３．７�
２３ グランプリブルー 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４１：２７．４� ８．０�
７１３ ブレイブフォース 牡２鹿 ５５ 石橋 脩鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 田湯牧場 ４７８－ ４１：２７．６１ ５０．０
２２ エリモヴィエント 牡２栗 ５５ 太宰 啓介山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４８４＋ ２１：２８．０２� １６４．３�
６１１ アポロエトワール 牡２栗 ５５ 熊沢 重文アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 山下 恭茂 B４３６＋ ８１：２８．４２� ３４２．７�
５８ トライチャンス 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二寺田 秀樹氏 昆 貢 新ひだか 中村 和夫 ４８４＋ ８ 〃 クビ ６．８�
５９ クレバーリバティー 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ４４８－１０１：３２．６大差 ９４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，９１２，８００円 複勝： ４０，４９７，８００円 枠連： １３，０８３，９００円

馬連： ４３，８２２，５００円 馬単： ３０，３５５，４００円 ワイド： ２２，５０９，５００円

３連複： ６２，４９７，３００円 ３連単： ９３，５１９，８００円 計： ３２８，１９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６１０円 複 勝 � １，０３０円 � １７０円 � ２，２００円 枠 連（１－４） １，５００円

馬 連 �� ６，４８０円 馬 単 �� １５，８９０円

ワ イ ド �� １，９３０円 �� ３３，２７０円 �� ７，９６０円

３ 連 複 ��� ２９０，０９０円 ３ 連 単 ��� １，５３３，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２１９１２８ 的中 � ６６２２（９番人気）
複勝票数 計 ４０４９７８ 的中 � ８６１２（９番人気）� ８８２０４（２番人気）� ３８４２（１３番人気）
枠連票数 計 １３０８３９ 的中 （１－４） ６４６５（６番人気）
馬連票数 計 ４３８２２５ 的中 �� ４９９７（２４番人気）
馬単票数 計 ３０３５５４ 的中 �� １４１０（５４番人気）
ワイド票数 計 ２２５０９５ 的中 �� ２９３９（２３番人気）�� １６４（９２番人気）�� ６９１（５４番人気）
３連複票数 計 ６２４９７３ 的中 ��� １５９（２５９番人気）
３連単票数 計 ９３５１９８ 的中 ��� ４５（１４３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３５．０―４７．５―１：００．０―１：１２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．４―３F３７．９
３ ６（８，１０）５（７，９）（１，１５）４，１２（３，１１，１４）－（２，１３） ４ ６（８，１０）５（７，１５）１（４，１２）－（３，１１，１４）－（２，１３）－９

勝馬の
紹 介

ニシノプレゼンス �
�
父 デュランダル �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２０１１．８．７ 新潟７着

２００９．１．２９生 牡２黒鹿 母 ニシノボナリー 母母 デユプリシト ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレバーリバティー号は，平成２４年１月１７日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 プレミアムウォーズ号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※プレミアムウォーズ号は，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。



３５０５３１２月１７日 晴 良 （２３阪神６）第５日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０分 （芝・右・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

６１２ ウイングザムーン 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８２－ ２１：３５．２ ２８．８�

８１６ セ シ リ ア 牝２栗 ５４ 浜中 俊田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４５２＋ ２１：３５．３� １１．３�
６１１ デイジーバローズ 牝２栗 ５４ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４４－ ６１：３５．６２ ５３．９�
１１ マーチャンテイマー 牝２鹿 ５４ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４６６± ０１：３５．７� １３．１�
７１３ サトノジョリー 牝２青鹿５４ 岩田 康誠里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４２４－ ２ 〃 クビ ５２．２�
８１７ オメガセニョリーナ 牝２鹿 ５４ C．ルメール 原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４５４－ ４ 〃 ハナ ３．１�

（仏）

２３ エーシンスピカ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一	栄進堂 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４６２－ ２１：３５．８クビ ７．３

４７ シゲルトマト 牝２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４０± ０ 〃 クビ ６６．３�
５９ アプフェルヴァイン 牝２鹿 ５４ 池添 謙一下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 ４１０－ ４１：３５．９� １９．２�
４８ クラヴェジーナ 牝２栗 ５４ 四位 洋文	G１レーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２１：３６．０� ２．３
５１０ ヒシアルコル 牝２鹿 ５４ 小坂 忠士阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４５４－ ２１：３６．１クビ １３１．３�
２４ スイートブライアー 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三	ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８＋ ２ 〃 アタマ ５３．７�
１２ ガーネットカラー 牝２栗 ５４ C．ウィリアムズ 有限会社シルク村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３８４－ ８１：３６．２� ６７．３�
（豪）

８１８ シゲルヒメリンゴ 牝２鹿 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 清水 出美 日高 千葉飯田牧場 ４３６＋ ２１：３６．３� １８４．９�
７１５ ケイツークロート 牝２栗 ５４

５３ ☆高倉 稜楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム ４４２± ０１：３６．７２� ３２６．８�
７１４ リトルソリア 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 神垣 道弘 ３９６－ ６１：３７．０１� ２７３．３�
３６ ダンツパラダイス 牝２芦 ５４ 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 日高 滝本 健二 ４２０－１０１：３８．０６ ３５１．８�
３５ テイエムチュラウミ 牝２栗 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 日高 テイエム牧場日高支場 ４５０－ ６１：３８．６３� ２４５．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，６２２，２００円 複勝： ４５，３０７，７００円 枠連： １８，７９３，９００円

馬連： ５２，５４５，６００円 馬単： ３７，７９５，９００円 ワイド： ２６，６９７，７００円

３連複： ７７，８６６，３００円 ３連単： １２４，２１４，０００円 計： ４０８，８４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８８０円 複 勝 � ７５０円 � ４１０円 � １，１１０円 枠 連（６－８） ２，６３０円

馬 連 �� １６，４８０円 馬 単 �� ３７，３００円

ワ イ ド �� ４，１００円 �� １０，３１０円 �� ６，４３０円

３ 連 複 ��� １６４，１９０円 ３ 連 単 ��� １，０９１，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２５６２２２ 的中 � ７０２４（７番人気）
複勝票数 計 ４５３０７７ 的中 � １５５６６（７番人気）� ３２００１（４番人気）� １０１７３（８番人気）
枠連票数 計 １８７９３９ 的中 （６－８） ５２７９（１０番人気）
馬連票数 計 ５２５４５６ 的中 �� ２３５４（３２番人気）
馬単票数 計 ３７７９５９ 的中 �� ７４８（６９番人気）
ワイド票数 計 ２６６９７７ 的中 �� １６１３（３２番人気）�� ６３４（６０番人気）�� １０２１（４５番人気）
３連複票数 計 ７７８６６３ 的中 ��� ３５０（１９３番人気）
３連単票数 計１２４２１４０ 的中 ��� ８４（１１３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．２―４６．９―５９．１―１：１１．０―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウイングザムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．１１．６ 京都８着

２００９．４．４生 牝２鹿 母 ウイングドキャット 母母 Winglet ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。
（非抽選馬） ２頭 クロンヌドール号・レインボーカムカム号
※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。

３５０５４１２月１７日 晴 良 （２３阪神６）第５日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１３時００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

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

６１１ ダンツミュータント 牡２青鹿５５ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 ４３２ ―１：２３．９ ６．０�

８１７� レッドヴァージン 牝２鹿 ５４ M．デムーロ �東京ホースレーシング 松田 国英 米 Brushwood
Stable ５２０ ―１：２４．１１� ７．０�

（伊）

４７ ノボリドリーム 牡２鹿 ５５ 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４３４ ― 〃 アタマ １１５．４�
３６ タマモトッププレイ 牡２黒鹿５５ I．メンディザバルタマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８８ ―１：２４．２� ６．８�

（仏）

８１６ ブレイムレスリー 	２鹿 ５５ 池添 謙一�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６ ―１：２４．３� ４９．５�
３５ � アンエイディッド 牝２青鹿５４ C．ルメール�大樹ファーム 浅見 秀一 英 Eurostrait

Ltd ４３０ ―１：２４．４
 １５．５	
（仏）

２４ インクレセント 牝２青鹿５４ 藤田 伸二 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム ４３８ ― 〃 クビ ４．３

５９ メイショウゾンビ 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ 松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４６６ ―１：２４．５� ２８．１�

（豪）

７１３ アンクルスパート 牡２栗 ５５ 福永 祐一塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 ５１２ ―１：２４．９２� １１．１�
１２ トーコーユズキ 牝２黒鹿５４ 武 豊森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６６ ― 〃 クビ ３．７
１１ メイショウシコウ 牡２栗 ５５ 川田 将雅松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 林 孝輝 ４２８ ―１：２５．２１
 ４８．６�
５１０ ア ウ ィ ウ ィ 牡２栗 ５５ 小牧 太橋口 博氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９８ ―１：２５．４１� ５８．０�
４８ シゲルイチジク 牝２栗 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 沖田 繁 ４４２ ―１：２５．５クビ １２６．３�
７１４ トーセンマクレガー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 田村 康仁 日高 荒井ファーム ４５８ ―１：２５．６
 １４４．０�
２３ シルクイングレイヴ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか 千代田牧場 ４４６ ―１：２５．８１� ９８．７�
８１５ クリノタイコウ 牡２鹿 ５５ 国分 恭介栗本 博晴氏 日吉 正和 浦河 中村 雅明 ４７２ ―１：２６．０１� ２６３．８�
６１２ ジャングルホーム 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４７０ ―１：２６．１� ６２．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，５２０，６００円 複勝： ３２，３０２，２００円 枠連： １４，０６３，６００円

馬連： ４３，６９１，９００円 馬単： ２７，０３９，４００円 ワイド： １８，７０２，４００円

３連複： ５５，７８３，６００円 ３連単： ８０，７５９，１００円 計： ２９２，８６２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２８０円 � ２５０円 � ２，１５０円 枠 連（６－８） １，７７０円

馬 連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ４，１６０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� ６，８２０円 �� ７，０３０円

３ 連 複 ��� ７４，０５０円 ３ 連 単 ��� ３３１，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２０５２０６ 的中 � ２７０２１（３番人気）
複勝票数 計 ３２３０２２ 的中 � ３２９１２（５番人気）� ３９０３２（４番人気）� ３２０４（１２番人気）
枠連票数 計 １４０６３６ 的中 （６－８） ５８７３（１０番人気）
馬連票数 計 ４３６９１９ 的中 �� １４６４７（１０番人気）
馬単票数 計 ２７０３９４ 的中 �� ４８０１（１８番人気）
ワイド票数 計 １８７０２４ 的中 �� ５１７５（１０番人気）�� ６５９（５８番人気）�� ６３９（６０番人気）
３連複票数 計 ５５７８３６ 的中 ��� ５５６（１６２番人気）
３連単票数 計 ８０７５９１ 的中 ��� １８０（７２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．９―３６．１―４８．３―１：００．２―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツミュータント �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 リードワンダー 初出走

２００９．４．２０生 牡２青鹿 母 ウメノローマン 母母 タマモデイクター 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。



３５０５５１２月１７日 晴 良 （２３阪神６）第５日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１３時３０分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．８
１：４６．６

良

良

７１１ ワールドエース 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：４９．５ １．４�

８１３ レッドブレイゾン 牡２黒鹿５５ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５２６ ―１：４９．６� ４．９�
２２ エーシンクーフラン 牡２青 ５５ 後藤 浩輝�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４９４ ―１：５０．３４ １５．４�
６９ ア ル ズ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅杉澤 光雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 ４６６ ―１：５０．４� ２４．１�
８１２ ブラボープリンス 牡２栗 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４８８ ― 〃 ハナ ４９．０�
６８ ウノギムレット 牡２鹿 ５５ 浜中 俊松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ５０８ ―１：５０．６１� ４３．５	
４５ ユキノサムライ 牡２栗 ５５ 幸 英明村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４６０ ―１：５１．０２� ２１３．４

７１０ クレバーディオネ 牝２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ４５８ ―１：５１．１クビ １０５．７�

５６ ウォーターレオ �２鹿 ５５ 国分 恭介山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４７６ ―１：５１．２� １１３．４
５７ スリーエンペラー 牡２鹿 ５５ 武 英智永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４４６ ― 〃 アタマ １８．２�
４４ リアルクラシック 牡２鹿 ５５ 武 豊岡田 牧雄氏 平田 修 新ひだか 片山牧場 ４５２ ―１：５１．７３ １６．９�
１１ カワキタリュウジン 牡２栗 ５５ 秋山真一郎川島 吉男氏 増本 豊 新冠 川島牧場 ４５６ ―１：５２．０１� ２１０．６�
３３ ケビンバローズ �２鹿 ５５ I．メンディザバル 猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 天羽牧場 ４７０ ―１：５２．１� １１２．２�

（仏）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，７９１，３００円 複勝： ６８，４２３，３００円 枠連： １３，６０１，７００円

馬連： ４７，３０２，６００円 馬単： ４７，９０３，７００円 ワイド： ２２，１２１，５００円

３連複： ５９，９２０，４００円 ３連単： １５２，６８１，０００円 計： ４４４，７４５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（７－８） ２３０円

馬 連 �� ２４０円 馬 単 �� ３２０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ３２０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ７００円 ３ 連 単 ��� １，３７０円

票 数

単勝票数 計 ３２７９１３ 的中 � １９６５０２（１番人気）
複勝票数 計 ６８４２３３ 的中 � ４６８２２７（１番人気）� ７８８９１（２番人気）� ３３１０６（３番人気）
枠連票数 計 １３６０１７ 的中 （７－８） ４５２９３（１番人気）
馬連票数 計 ４７３０２６ 的中 �� １４９３９４（１番人気）
馬単票数 計 ４７９０３７ 的中 �� １１２４９３（１番人気）
ワイド票数 計 ２２１２１５ 的中 �� ５４５５２（１番人気）�� １４７１４（３番人気）�� ８３８２（５番人気）
３連複票数 計 ５９９２０４ 的中 ��� ６３９４２（１番人気）
３連単票数 計１５２６８１０ 的中 ��� ８２６３９（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．６―３６．７―４９．３―１：０１．８―１：１４．４―１：２６．０―１：３７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワールドエース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango 初出走

２００９．２．２２生 牡２鹿 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht 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。

３５０５６１２月１７日 晴 良 （２３阪神６）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００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

７１４ シ ェ ー カ ー 牡４芦 ５７ 後藤 浩輝深見 富朗氏 北出 成人 新冠 コスモヴューファーム ４８８－１６１：１２．５ ７．１�

６１２ ワンダーフォルテ 牡３栗 ５６ 武 豊山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ ７．２�
１２ レディオブパーシャ 牝３栗 ５４ 幸 英明 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０± ０１：１２．６� ４．４�
４７ サルココッカ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜吉田 和美氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ４０４－ ４１：１２．７� １３．１�
３５ キクノレジーナ 牝３青 ５４ 岩田 康誠菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４４０－ ４１：１２．８� ３．６�
４８ タ オ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �オリオンファーム領家 政蔵 日高 森本牧場 B５３２＋１６１：１３．０１� ８．１�

（伊）

８１５ シゲルケンシン 牡４鹿 ５７ 北村 友一森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ４７６＋ ４１：１３．２１ ９．７	
１１ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４８４＋ ６ 〃 アタマ ４５．１

２３ キングダムキング 牡３鹿 ５６ 石橋 脩西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７０－１４１：１３．３� ３１．９�
５１０ ランドタカラ 牡４黒鹿５７ 浜中 俊木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ４０．１�
５９ � マックスハナレイ 牡５栗 ５７ I．メンディザバル 田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ５２８＋ ４１：１３．６１� ６１．０

（仏）

８１６� ナイスジャパン 牡３青 ５６ 武 英智菅藤 宗一氏 境 直行 浦河 小池 博幸 ４９８－１２１：１３．８１� １０７．９�
２４ � スーパーマークン 牡５芦 ５７ C．ウィリアムズ 小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ４６８＋１０１：１３．９� ６６．１�

（豪）

７１３� シルキーカレント 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介有限会社シルク池上 昌弘 新ひだか 見上牧場 ４３８－１１１：１４．２１� ２９０．９�
６１１ ダイヤヘルメス 牡３青鹿５６ 国分 恭介若菜 俊明氏 菊沢 隆徳 浦河 ダイヤモンドファーム B４９０－ ５１：１４．３� １９９．７�
３６ ケイオークラウン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎ジャパンフードビジネス� 高木 登 浦河 荻伏三好フ

アーム ４９６－ ４１：１４．５１� ２３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６６２，４００円 複勝： ４１，９７５，５００円 枠連： １８，９４４，４００円

馬連： ５９，５０９，６００円 馬単： ３８，５２２，１００円 ワイド： ２８，２７５，２００円

３連複： ８７，８０３，２００円 ３連単： １３２，３６９，９００円 計： ４３１，０６２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２８０円 � ２７０円 � １７０円 枠 連（６－７） ３，３１０円

馬 連 �� ３，２３０円 馬 単 �� ６，０００円

ワ イ ド �� １，２５０円 �� ７７０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ４，４４０円 ３ 連 単 ��� ３２，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２３６６２４ 的中 � ２６３６６（３番人気）
複勝票数 計 ４１９７５５ 的中 � ３５５５３（５番人気）� ３７５２０（４番人気）� ７８２８９（２番人気）
枠連票数 計 １８９４４４ 的中 （６－７） ４２３２（１５番人気）
馬連票数 計 ５９５０９６ 的中 �� １３６１２（１３番人気）
馬単票数 計 ３８５２２１ 的中 �� ４７４４（２３番人気）
ワイド票数 計 ２８２７５２ 的中 �� ５３２７（１５番人気）�� ９１０４（９番人気）�� １３８９３（２番人気）
３連複票数 計 ８７８０３２ 的中 ��� １４５９７（８番人気）
３連単票数 計１３２３６９９ 的中 ��� ２９９１（９４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．９―１２．１―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．６―４７．７―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ェ ー カ ー �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー ２０１０．１．１０ 中山１着

２００７．４．２８生 牡４芦 母 マイネフランシー 母母 ケリーバッグ ６戦３勝 賞金 ２４，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 タオ号の調教師領家政蔵は，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 モウカリマッカー号
（非抽選馬） １頭 ドンビザッツウェイ号
※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。�����������������������

��������������	��������	�������������������

���������	
������������



３５０５７１２月１７日 晴 良 （２３阪神６）第５日 第９競走 ��
��１，８００�

い な が わ

猪 名 川 特 別
発走１４時３５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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２３ リヴェレンテ 牡３青鹿５６ 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム ５００－ ６１：４６．７ ３．６�

８１４ タムロスカイ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８６－ ２１：４７．０１� ５．６�
２２ カレンミロティック 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ 鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ６１：４７．１� ５．６�

（豪）

６１１ マイネジャンヌ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋ ４１：４７．３１ １７．５�

５９ リトルダーリン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４２２＋１０ 〃 クビ ５．２�

５８ サンレガーロ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４２６＋ ８１：４７．４クビ ３０．６	
４６ ナリタプラチナ 牡５黒鹿５７ 藤岡 康太�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：４７．５� １０．３

３４ モーニングフェイス 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝井高 義光氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ５１２± ０ 〃 クビ ４０．４�
１１ マ イ ウ エ イ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４５４－ ８１：４７．６クビ １４．１�
３５ メイショウウズシオ 牡４黒鹿５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７８＋ ８１：４７．７� １５．３
８１５ アドマイヤセナ 牡８栗 ５７ C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９０－ ４ 〃 ハナ ２８．９�

（仏）

６１０ ファイブイーグル 牡４鹿 ５７ I．メンディザバル �ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５３４－ ８１：４７．９１	 １４１．７�
（仏）

７１２ ヤマカツゴールド 牡５栗 ５７ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４６４＋ ２１：４８．０� ３９．８�
４７ ツルマルスピリット 牡４青鹿５７ 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：４８．１� ９７．２�
７１３ キクカラヴリイ 牝７鹿 ５５ 北村 友一飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５２－ ８１：４８．３１� １７９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，２５７，３００円 複勝： ６１，８８２，５００円 枠連： ２７，７５７，９００円

馬連： １０４，５５９，９００円 馬単： ５６，９１６，９００円 ワイド： ４０，５５６，２００円

３連複： １３０，１９５，９００円 ３連単： ２０７，２４９，５００円 計： ６６１，３７６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（２－８） ４５０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ３９０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� ６，２３０円

票 数

単勝票数 計 ３２２５７３ 的中 � ７１６６１（１番人気）
複勝票数 計 ６１８８２５ 的中 � １３１３７０（１番人気）� １０１４１０（２番人気）� ７３８５３（４番人気）
枠連票数 計 ２７７５７９ 的中 （２－８） ４５５２５（１番人気）
馬連票数 計１０４５５９９ 的中 �� ９７１８５（１番人気）
馬単票数 計 ５６９１６９ 的中 �� ２８５９９（１番人気）
ワイド票数 計 ４０５５６２ 的中 �� ２９９０９（１番人気）�� ２６４６２（２番人気）�� １５４０５（６番人気）
３連複票数 計１３０１９５９ 的中 ��� ５７４９６（１番人気）
３連単票数 計２０７２４９５ 的中 ��� ２４５８６（１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１２．０―１２．２―１１．９―１１．７―１１．０―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３６．１―４８．３―１：００．２―１：１１．９―１：２２．９―１：３４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３４．８
３ １，１１，１０（２，１４）３（９，１３）（４，７）（８，１５）５，６，１２ ４ １，１１，１０，２，１４，３（９，１３）４（７，８，１５）（５，６）－１２

勝馬の
紹 介

リヴェレンテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．３０ 京都１着

２００８．３．１３生 牡３青鹿 母 アスペンリーフ 母母 マクダヴィア ８戦３勝 賞金 ３９，９６３，０００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。

３５０５８１２月１７日 晴 良 （２３阪神６）第５日 第１０競走 ��
��１，８００�サンタクロースステークス

発走１５時１０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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２３ リバティバランス 牡４黒鹿５７ 福永 祐一吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B５４２－ ６１：５２．１ ２．６�

５９ バトードール 牡４栗 ５７ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２６－ ２１：５２．４１� ５．７�
（豪）

５１０ ナリタシルクロード 牡４鹿 ５７ 高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５２４± ０１：５２．６１� ２９．０�
１２ マ ス ト ハ ブ 牡４鹿 ５７ 四位 洋文青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５１６－ ６ 〃 クビ ７．９�
３６ ゴッドエンブレム 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２１：５２．７� ７．６�
４７ ス エ ズ 	６鹿 ５７ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５２４＋ ４１：５２．９１ ８．４	
６１１ ラ ル ー チ ェ 牝５芦 ５５ 藤岡 康太植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ６１：５３．１１ ８８．６

７１４ アグネスミヌエット 牝６鹿 ５５ M．デムーロ渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３８＋ ６１：５３．２
 ２７．８�

（伊）

８１５ ウォータールルド 牡３黒鹿５６ 北村 友一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４８０± ０１：５３．４１� ７０．４�
７１３ バックトゥジエース 牡４栗 ５７ 秋山真一郎吉岡 泰治氏 須貝 尚介 日高 庄野牧場 ５３６＋ ４ 〃 ハナ ８．６
８１６ テイエムドンマイ 牡３黒鹿５６ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４９６－ ４１：５３．５クビ ９６．３�
３５ エイシンナナツボシ 牡４鹿 ５７ 小牧 太平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B５４２± ０１：５３．７１� ３４．１�
１１ サクラブライアンス 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 ４８８－１２ 〃 ハナ ２２．６�
２４ メイショウイッキ 牡６鹿 ５７ 熊沢 重文松本 好�氏 高橋 隆 浦河 浦河日成牧場 ４７２－ ２１：５３．８
 ２７６．１�
６１２ ハードシーキング 牡７鹿 ５７ 武 豊津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４９４－ ２１：５４．７５ １３２．６�
４８ ジョーモルデュー 牡７鹿 ５７ 吉田 豊上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４７０± ０ 〃 アタマ ３７３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，５６８，０００円 複勝： ６４，９６９，１００円 枠連： ３２，３８２，６００円

馬連： １３２，５２６，７００円 馬単： ７１，８９７，３００円 ワイド： ４７，６８０，０００円

３連複： １５８，５２５，８００円 ３連単： ２８０，２２５，０００円 計： ８２６，７７４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ５２０円 枠 連（２－５） ６７０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� ３００円 �� １，０１０円 �� ２，１３０円

３ 連 複 ��� ６，２４０円 ３ 連 単 ��� １９，０３０円

票 数

単勝票数 計 ３８５６８０ 的中 � １２１４１５（１番人気）
複勝票数 計 ６４９６９１ 的中 � １８４０４５（１番人気）� ８５７５４（２番人気）� ２２４７０（８番人気）
枠連票数 計 ３２３８２６ 的中 （２－５） ３５７４９（１番人気）
馬連票数 計１３２５２６７ 的中 �� １４９５３３（１番人気）
馬単票数 計 ７１８９７３ 的中 �� ４９７１５（１番人気）
ワイド票数 計 ４７６８００ 的中 �� ４６２８４（１番人気）�� １０９１８（１１番人気）�� ４９８３（２３番人気）
３連複票数 計１５８５２５８ 的中 ��� １８７６２（１７番人気）
３連単票数 計２８０２２５０ 的中 ��� １０８７１（５０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１３．６―１２．５―１２．２―１２．５―１２．６―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３７．５―５０．０―１：０２．２―１：１４．７―１：２７．３―１：３９．３

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

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

勝馬の
紹 介

リバティバランス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．１２．２７ 中山１２着

２００７．３．１３生 牡４黒鹿 母 エ ア ピ ー ス 母母 ジョイアスピルエット １５戦５勝 賞金 ７５，７５６，０００円
〔その他〕 バックトゥジエース号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 バックトゥジエース号は，平成２４年１月１７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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 エナージバイオ号・ジョーメテオ号・パーフェクトラン号・ミダースタッチ号
※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。



３５０５９１２月１７日 晴 良 （２３阪神６）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�第６回阪 神 カ ッ プ（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右）

３歳以上；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ７０，０００，０００円 ２８，０００，０００円 １８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ７，０００，０００円
付 加 賞 １，４９８，０００円 ４２８，０００円 ２１４，０００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 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

７１３ サ ン カ ル ロ 牡５黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００＋ ８１：２０．５ ９．８�

８１６ グランプリボス 牡３鹿 ５６ M．デムーロ�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５１８± ０ 〃 ハナ １０．４�
（伊）

４８ フラガラッハ 牡４鹿 ５７ 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２－ ４１：２０．８２ ５７．４�

６１１ マルセリーナ 牝３鹿 ５４ C．ルメール �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５８－ ４１：２０．９クビ ６．６�
（仏）

５９ シ ル ポ ー ト 牡６鹿 ５７ 幸 英明河� 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ５０２－ ２１：２１．１１� １５．６�
２４ ガ ル ボ 牡４青 ５７ 藤田 伸二石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４６８－ ６ 〃 クビ ３３．９	
２３ � エーシンフォワード 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 Edition Farm ４８４± ０１：２１．２クビ ２５．４

５１０ ヤマカツハクリュウ 牡４芦 ５７ 後藤 浩輝山田 博康氏 小島 貞博 浦河 鮫川 啓一 ４８０± ０ 〃 クビ ２３．５�
３６ � オセアニアボス 牡６青鹿５７ 石橋 脩�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ５０２＋ ４１：２１．３クビ ２７．２�
１１ リアルインパクト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０２－ ６１：２１．４	 ２．８
８１８ リ デ ィ ル 牡４栗 ５７ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８＋ ２１：２１．５クビ ４．７�
３５ ワンカラット 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５４４± ０１：２１．６
 ３７．０�
８１７ ミキノバンジョー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５１８＋ ６ 〃 クビ ９８．５�
４７ � アーバニティ 牡７黒鹿５７ 四位 洋文 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０２± ０１：２１．９１	 ２６８．６�
６１２ スマイルジャック 牡６黒鹿５７ I．メンディザバル 齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ １９．８�

（仏）

７１４ タマモナイスプレイ 牡６黒鹿５７ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４９６＋１２１：２２．１１ ２１９．９�
１２ フォーエバーマーク 牝３鹿 ５４ 池添 謙一青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４ 〃 クビ １６９．９�
７１５ クレバートウショウ 牡５鹿 ５７ 高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ５０６－ ６ （競走中止） ９２．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３５，６８２，０００円 複勝： ２２４，３５６，４００円 枠連： １０９，２５２，２００円

馬連： ５５８，６４４，８００円 馬単： ２７４，８５７，４００円 ワイド： ２１０，６８８，４００円

３連複： ７９３，５８７，２００円 ３連単： １，３４５，４００，１００円 計： ３，６５２，４６８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３１０円 � ４００円 � １，４１０円 枠 連（７－８） １，６２０円

馬 連 �� ５，６６０円 馬 単 �� １２，０９０円

ワ イ ド �� １，９００円 �� ４，９００円 �� ８，４８０円

３ 連 複 ��� ８９，６５０円 ３ 連 単 ��� ４９０，３３０円

票 数

単勝票数 計１３５６８２０ 的中 � １１００８８（４番人気）
複勝票数 計２２４３５６４ 的中 � ２１３９７６（４番人気）� １５４６２６（５番人気）� ３６７７１（１３番人気）
枠連票数 計１０９２５２２ 的中 （７－８） ５００３８（７番人気）
馬連票数 計５５８６４４８ 的中 �� ７２８４４（２０番人気）
馬単票数 計２７４８５７４ 的中 �� １６７８３（３９番人気）
ワイド票数 計２１０６８８４ 的中 �� ２７７９１（２０番人気）�� １０５１９（５７番人気）�� ６０４３（８０番人気）
３連複票数 計７９３５８７２ 的中 ��� ６５３３（２４０番人気）
３連単票数 計１３４５４００１ 的中 ��� ２０２５（１１９１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．１―１１．４―１１．４―１１．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．０―４５．４―５６．８―１：０８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３５．１
３ ・（２，１４）（１，４，１８）９（３，１６）１７（５，１３）１１，６（１０，１２）７，８＝１５ ４ ・（２，１４）１８（１，４）９（３，１６）（１３，１７）（５，１１）（１０，１２）６，７，８

勝馬の
紹 介

サ ン カ ル ロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００８．１０．１９ 東京１着

２００６．２．５生 牡５黒鹿 母 デ ィ ー バ 母母 ミスセクレト ２８戦５勝 賞金 ３４９，５０４，０００円
〔競走中止〕 クレバートウショウ号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 サワヤカラスカル号・マイネルクラリティ号・ワイルドラズベリー号
※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。

３５０６０１２月１７日 晴 良 （２３阪神６）第５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）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６９ カ ス ガ 牝５鹿 ５５ 池添 謙一高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５８＋ ４１：５３．３ ４．４�

４４ ペパーミントラヴ 牝５芦 ５５ C．ルメール �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５１６＋ ４１：５３．７２� １０．７�
（仏）

２２ � エーシンアガペー 牝４青 ５５ 川田 将雅�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 小河 豊水 B４６６＋１０１：５３．９１ １１．３�
６８ トウカイファミリー 牝５黒鹿５５ 秋山真一郎内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４５４± ０１：５４．０� １１．２�
８１２ メメビーナス 牝４青鹿５５ 武 豊本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４８４± ０１：５４．１� ３．０�
１１ タガノガルーダ 牝４栗 ５５ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５６＋ ８１：５４．４１� ３１．４	
５７ パルクエスト 牝５鹿 ５５ C．ウィリアムズ 木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 B５０６＋ ２１：５４．５クビ １８３．８


（豪）

３３ ハーマジェスティ 牝６鹿 ５５ 小林慎一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 B４９８－ ４１：５４．６� １５６．７�

４５ ブライダルベール 牝５鹿 ５５ 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４０６± ０１：５４．８１� ７９．８�

８１３ ス イ リ ン カ 牝５鹿 ５５ 四位 洋文�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４２４－ ２１：５５．１１� ２０．１
５６ ホワイトアルバム 牝３芦 ５４ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ５１２＋２０１：５６．０５ ８．６�
７１１ ケイティーズジェム 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４２８－１０１：５７．０６ ４．８�

（１２頭）
７１０ ワンダープリマ 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ５２，８５７，６００円 複勝： ７１，０２４，８００円 枠連： ３５，０３４，４００円

馬連： １４１，２２２，３００円 馬単： ８４，０２９，９００円 ワイド： ５２，７８５，０００円

３連複： １６５，６８１，９００円 ３連単： ３３０，３８２，６００円 計： ９３３，０１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � ２８０円 � ３１０円 枠 連（４－６） １，６２０円

馬 連 �� ２，３７０円 馬 単 �� ３，９３０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ８９０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� ７，８３０円 ３ 連 単 ��� ３８，４３０円

票 数

単勝票数 差引計 ５２８５７６（返還計 ６４１） 的中 � ９６６８８（２番人気）
複勝票数 差引計 ７１０２４８（返還計 １４３７） 的中 � １３２１８８（２番人気）� ６１９０３（５番人気）� ５５１９１（６番人気）
枠連票数 差引計 ３５０３４４（返還計 １４０） 的中 （４－６） １６０３５（８番人気）
馬連票数 差引計１４１２２２３（返還計 ７４７２） 的中 �� ４３９８４（９番人気）
馬単票数 差引計 ８４０２９９（返還計 ３６３５） 的中 �� １５８０７（１４番人気）
ワイド票数 差引計 ５２７８５０（返還計 ３３３８） 的中 �� １８０４６（９番人気）�� １４６７６（１２番人気）�� ８２８０（２２番人気）
３連複票数 差引計１６５６８１９（返還計 １７２３０） 的中 ��� １５６２４（３０番人気）
３連単票数 差引計３３０３８２６（返還計 ２８６５６） 的中 ��� ６３４５（１３４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１３．４―１２．７―１２．５―１２．５―１２．６―１２．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３７．５―５０．２―１：０２．７―１：１５．２―１：２７．８―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．１
１
３

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

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

カ ス ガ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Houston デビュー ２００９．１．４ 京都１０着

２００６．４．１生 牝５鹿 母 ビワシャンテ 母母 ノーザンプランサー ４２戦３勝 賞金 ５６，９１０，０００円
〔出走取消〕 ワンダープリマ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※スイリンカ号は，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。



（２３阪神６）第５日 １２月１７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 １８５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

３０４，１７０，０００円
２，１３０，０００円
１２，９３０，０００円
３，１６０，０００円
２８，６６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，８１１，０００円
５，１１６，０００円
１，８３１，５００円

勝馬投票券売得金
４４３，８９２，７００円
７５３，８５５，３００円
３１５，８１０，６００円
１，３０７，２６７，１００円
７６３，５３７，６００円
５２６，１８９，８００円
１，７６３，９０５，２００円
３，０６０，７８１，４００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 ８，９３５，２３９，７００円

総入場人員 １７，３３１名 （有料入場人員 １６，０２２名）


