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３５０６１１２月１８日 晴 良 （２３阪神６）第６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）

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

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

３３ タガノジョイナー 牝２鹿 ５４ 国分 恭介八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４５２－ ４１：５７．０ ６．４�

６７ タマモクララ 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 ４７２± ０ 〃 クビ ３．０�
４４ シゲルサクランボ 牝２黒鹿５４ 四位 洋文森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４４２－ ２１：５７．６３� ２．６�
５５ クイーンパワー 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４４０± ０１：５７．７クビ ９．５�
８１１ マルヨフレンドリー 牝２鹿 ５４ 幸 英明野村 春行氏 梅田 智之 えりも 上島牧場 ４９４－ ２１：５８．２３ ６９．５�
２２ フィリスバイド 牝２鹿 ５４ 川島 信二村上 憲政氏 佐藤 正雄 日高 厚賀古川牧場 ４５２± ０ 〃 クビ ３９．４�
５６ ロングカリス 牝２青鹿５４ 渡辺 薫彦中井 敏雄氏 佐山 優 日高 天羽牧場 ４７８＋ ２１：５８．９４ ９５．１	
６８ クロンヌドール 牝２鹿 ５４ 岡部 誠岡 浩二氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム ４４６－ ８２：００．１７ ６．７


（愛知）

７１０ ヤマニンラピエール 牝２栗 ５４ 熊沢 重文土井 肇氏 飯田 雄三 新冠 錦岡牧場 ４５２－ ２２：００．７３� ６３．２�
１１ フラワーシェンムー 牝２青 ５４ 秋山真一郎��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４４８－ ８２：０１．５５ ９２．９
７９ フトゥールム 牝２栗 ５４ 吉田 稔�イクタ 小島 貞博 新冠 越湖ファーム ４４６± ０２：０３．２大差 ２０．５�

（愛知）

８１２ ビコーワンダフル 牝２栗 ５４ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４２６＋ ４２：０３．３� １１５．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，４８４，２００円 複勝： ２２，４２６，９００円 枠連： １０，２９６，９００円

馬連： ３５，３８７，０００円 馬単： ２７，３１５，５００円 ワイド： １６，１２９，１００円

３連複： ４９，８３２，６００円 ３連単： ８８，６３６，５００円 計： ２６４，５０８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（３－６） ６００円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ２４０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ４，９６０円

票 数

単勝票数 計 １４４８４２ 的中 � １８１０９（３番人気）
複勝票数 計 ２２４２６９ 的中 � ３１５５５（３番人気）� ５２６８４（２番人気）� ６０７１７（１番人気）
枠連票数 計 １０２９６９ 的中 （３－６） １２８４７（２番人気）
馬連票数 計 ３５３８７０ 的中 �� ３２３４９（３番人気）
馬単票数 計 ２７３１５５ 的中 �� １０４２６（７番人気）
ワイド票数 計 １６１２９１ 的中 �� １２２４６（３番人気）�� １７３１３（２番人気）�� ２０１５７（１番人気）
３連複票数 計 ４９８３２６ 的中 ��� ５５５８７（１番人気）
３連単票数 計 ８８６３６５ 的中 ��� １３２０５（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１３．３―１３．２―１３．３―１３．５―１３．５―１３．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３７．３―５０．５―１：０３．８―１：１７．３―１：３０．８―１：４３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F３９．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

タガノジョイナー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２０１１．１０．１６ 京都８着

２００９．５．２生 牝２鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フトゥールム号・ビコーワンダフル号は，平成２４年１月１８日まで平地競走に出走できない。
※クロンヌドール号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３５０６２１２月１８日 晴 良 （２３阪神６）第６日 第２競走 ��１，４００�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

１：２３．５
１：２３．１

重

重

６１１ レオンビスティー 牡２鹿 ５５ 小林慎一郎備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８０－ ２１：２５．７ １．７�

５９ ウインオーラム 牡２栗 ５５ 岡部 誠�ウイン 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 ４９０－ ４ 〃 クビ ６．９�
（愛知）

３６ モ ネ ロ 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 ４３６＋ ４１：２６．１２� １０．６�
７１４ メイショウムロト 牡２鹿 ５５ 川田 将雅松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 ４６４－ ４１：２６．６３ ７．４�
８１５ ドーントレス 牡２黒鹿５５ 国分 恭介岩� 僖澄氏 野村 彰彦 日高 千葉飯田牧場 ４５４＋ ４１：２６．７� ７３．７�
８１６ サウンドアフリート 牡２栗 ５５ 川島 信二増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４４８＋ ６１：２６．８� ５．０�
３５ ファイアイーター 牡２青鹿５５ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４６４± ０１：２７．０１� ７９．９	
４８ ダイキチパワー 牡２栗 ５５ 熊沢 重文西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４５４－ ４１：２７．５３ １９５．９

６１２ コウエイロックオン 牡２鹿 ５５ 吉田 稔西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４８２± ０１：２７．７１� １１１．５�

（愛知）

７１３ フェアリーズサン 牡２栃栗５５ 藤岡 康太河村 �平氏 高橋 義博 浦河 多田 善弘 ４６０＋ ８１：２８．０１� ２０４．８
２３ クニサキロンワン 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 安達 洋生 ４５０＋ ４１：２９．０６ ２６５．９�
１１ テイエムガッテン 牡２黒鹿５５ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 岩元 市三 むかわ 市川牧場 ４３６－ ４１：２９．２１� １７４．５�
２４ ヴ ー ド ゥ ー 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 元茂 義一 ４１４＋ ２１：２９．３� ３１５．１�
４７ ク ー ノ 牡２栗 ５５

５２ ▲花田 大昂門野 重雄氏 坪 憲章 宮崎 戸田 ゆり子 ４５６± ０１：２９．４クビ ３４７．６�
５１０ ワンパクテンシ 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４４８± ０１：３１．６大差 ４４．９�

（１５頭）
１２ キ ー メ ー ル 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 新冠 高瀬 敦 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，０７０，６００円 複勝： ５８，３４３，６００円 枠連： １１，８６４，９００円

馬連： ３４，６９８，９００円 馬単： ３４，３３２，９００円 ワイド： １６，６２６，１００円

３連複： ５２，４７５，７００円 ３連単： １０６，１９３，４００円 計： ３３１，６０６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（５－６） ５１０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ３，７５０円

票 数

単勝票数 差引計 １７０７０６（返還計 ５８４） 的中 � ８１９３１（１番人気）
複勝票数 差引計 ５８３４３６（返還計 ８０５） 的中 � ３９１５４８（１番人気）� ３６５２９（３番人気）� ３２４９１（５番人気）
枠連票数 差引計 １１８６４９（返還計 ５ ） 的中 （５－６） １７１８３（２番人気）
馬連票数 差引計 ３４６９８９（返還計 ３１９３） 的中 �� ４６２２５（２番人気）
馬単票数 差引計 ３４３３２９（返還計 ２２８６） 的中 �� ３１９７１（２番人気）
ワイド票数 差引計 １６６２６１（返還計 １６２２） 的中 �� １６９９５（２番人気）�� １５２４６（４番人気）�� ４６３３（１０番人気）
３連複票数 差引計 ５２４７５７（返還計 １０００２） 的中 ��� ３１３８０（５番人気）
３連単票数 差引計１０６１９３４（返還計 １７３４３） 的中 ��� ２０９０８（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．６―１：００．４―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオンビスティー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Tabasco Cat デビュー ２０１１．９．１９ 阪神３着

２００９．３．２１生 牡２鹿 母 スパイシークラウン 母母 ウエストバイノースウエスト ５戦１勝 賞金 １２，８００，０００円
〔出走取消〕 キーメール号は，疾病〔左後肢挫創〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 フェアリーズサン号の騎手国分優作は，第５回小倉競馬第７日第５競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンパクテンシ号は，平成２４年１月１８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 プレミアムウォーズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第６回　阪神競馬　第６日



３５０６３１２月１８日 晴 良 （２３阪神６）第６日 第３競走 ��
��２，０００�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

２：００．８
１：５９．９

良

良

４７ ナリタポセイドン 牡２鹿 ５５ 幸 英明�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ４７８－ ６２：０３．２ １０．１�

８１５ エックスマーク 牡２鹿 ５５ C．オドノヒュー 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６４± ０ 〃 クビ ２．８�
（愛）

８１６ クランモンタナ 牡２芦 ５５ M．デムーロ �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２ 〃 アタマ ３．２�
（伊）

５１０ ニューダイナスティ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２＋ ４２：０３．４１� ５．２�

７１４ カ ロ ッ サ ル 牡２鹿 ５５ 藤岡 康太岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 ４８２± ０２：０３．６１� ８．４�
３５ キングブレイク 牡２栗 ５５ 武 豊金井 順一氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 ４９０－ ６２：０３．８１� １５．０	
７１３ アクシーバンダム 牡２黒鹿５５ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４６０－ ４２：０３．９� １１７．６

２４ フォントルロイ 牡２鹿 ５５ 岡部 誠大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２２：０４．３２� １１２．８�

（愛知）

３６ リキサンドラゴン 牡２青鹿５５ 藤田 伸二 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６０＋ ２２：０４．４� ３４．３�
１２ ラインロバート 牡２青鹿５５ 国分 恭介大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４５０－ ４２：０４．５� ４４．０
６１１ マイネルバイカ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 ４５４＋１０２：０４．７１� ６８．０�
５９ カネトシアージ 牡２栗 ５５ 熊沢 重文兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ ３９９．６�
４８ シンボリベローチェ 牡２鹿 ５５ 吉田 稔シンボリ牧場 小崎 憲 日高 シンボリ牧場 ４９４＋ ８２：０５．１２� ３７５．９�

（愛知）

１１ マイネルアズーリ 牡２黒鹿５５ 川島 信二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 藤井 益美 ５０８－ ６２：０５．２クビ ３７０．６�

２３ アポロテイスト 牡２栗 ５５
５４ ☆高倉 稜アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 ５０２± ０２：０５．６２� ５５．５�

６１２ コーリンギデオン 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４４４－ ２２：０６．３４ ５９６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３７３，７００円 複勝： ４３，３９４，１００円 枠連： １８，３０７，９００円

馬連： ４９，００７，７００円 馬単： ３７，４３７，７００円 ワイド： ２５，０９２，０００円

３連複： ７６，７６１，３００円 ３連単： １２９，９０２，５００円 計： ４０３，２７６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２００円 � １３０円 � １４０円 枠 連（４－８） ８４０円

馬 連 �� １，５５０円 馬 単 �� ３，９２０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ６００円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ��� １２，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２３３７３７ 的中 � １８２８９（５番人気）
複勝票数 計 ４３３９４１ 的中 � ４３００８（５番人気）� １０７２７６（１番人気）� ９４７０７（２番人気）
枠連票数 計 １８３０７９ 的中 （４－８） １６１４９（５番人気）
馬連票数 計 ４９００７７ 的中 �� ２３４１５（５番人気）
馬単票数 計 ３７４３７７ 的中 �� ７０６６（１５番人気）
ワイド票数 計 ２５０９２０ 的中 �� １２３９９（５番人気）�� ８８３０（８番人気）�� ４１１６９（１番人気）
３連複票数 計 ７６７６１３ 的中 ��� ４７８５３（３番人気）
３連単票数 計１２９９０２５ 的中 ��� ７４５７（３１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．３―１２．５―１３．０―１３．０―１２．７―１２．１―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３６．０―４８．５―１：０１．５―１：１４．５―１：２７．２―１：３９．３―１：５１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．０
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ナリタポセイドン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Private Account デビュー ２０１１．１１．２７ 京都４着

２００９．２．４生 牡２鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔騎手変更〕 マイネルバイカ号の騎手国分優作は，第５回小倉競馬第７日第５競走での落馬負傷のため四位洋文に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３５０６４１２月１８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３阪神６）第６日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３５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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

７１２ アグネスラナップ 牡６青 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５０６＋ ４３：２０．９ ３．１�

８１３ スナークスペイン 牡４青鹿６０ 今村 康成杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 ４６４± ０３：２１．０� １２．３�
３４ ユウターチェイサー 牡３栗 ５８ 植野 貴也北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４６２＋ ４３：２１．８５ ３．４�
６９ シ ャ ロ ー ム 牡６栗 ６０ 高田 潤田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４５８± ０３：２２．６５ ４．９�
８１４� シシャモフレンド 牝６鹿 ５８ 白浜 雄造阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４９４＋ ８３：２３．５５ ２０．９�
４５ テイエムカミカゼ 牡３栗 ５８ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ５２４＋１０３：２３．６� ２４．４�
５７ バアゼルリバー 牡５鹿 ６０ 小坂 忠士市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ２ 〃 ハナ ９．１�
２２ � ベートーヴェン 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠中島 稔氏 日吉 正和 浦河 冨岡牧場 ５２２＋１６３：２４．１３ ６２．０	
３３ ドリームライナー 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦青山 洋一氏 矢野 英一 静内 井高牧場 ５０６＋１２３：２４．９５ ２８．４

６１０ シゲカツパワー 牝４栗 ５８ 南井 大志�駒秀 武田 博 新ひだか 岡田牧場 ４７２－ ２３：２９．９大差 １６４．６�
１１ エーシンアルカウス 牡４黒鹿６０ 五十嵐雄祐�栄進堂 久保田貴士 浦河 小柳牧場 ４７２＋ ４３：３０．２１� １８．６
７１１ セントヴァリー 牡３鹿 ５８ 田村 太雅加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４５４＋ ８３：３０．３� ３２６．０�
５８ シゲルアサマヤマ 牡５青鹿６０ 難波 剛健森中 蕃氏 藤岡 範士 浦河 冨岡牧場 ５１２＋１４３：３３．４大差 １６４．４�
４６ トムコウクン 牡３鹿 ５８ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 ４７８＋ ４ （競走中止） ２６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，０１３，３００円 複勝： ２３，６６７，４００円 枠連： １３，１８５，６００円

馬連： ３６，５９７，５００円 馬単： ２７，６７８，７００円 ワイド： １７，０１０，９００円

３連複： ５７，７３６，５００円 ３連単： ９３，１８５，１００円 計： ２８４，０７５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（７－８） １，０９０円

馬 連 �� １，８３０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ３００円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 ��� ９，８５０円

票 数

単勝票数 計 １５０１３３ 的中 � ３８５０５（１番人気）
複勝票数 計 ２３６６７４ 的中 � ４１３６１（３番人気）� １８７７３（５番人気）� ５０１００（１番人気）
枠連票数 計 １３１８５６ 的中 （７－８） ８９２９（５番人気）
馬連票数 計 ３６５９７５ 的中 �� １４８１８（５番人気）
馬単票数 計 ２７６７８７ 的中 �� ７８７９（７番人気）
ワイド票数 計 １７０１０９ 的中 �� ６０１６（６番人気）�� １５６２０（２番人気）�� ７４９７（４番人気）
３連複票数 計 ５７７３６５ 的中 ��� ２７０８７（２番人気）
３連単票数 計 ９３１８５１ 的中 ��� ６９８４（１８番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５１．２－３F ３８．８
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

�
�

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

アグネスラナップ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００７．１２．１５ 阪神４着

２００５．４．４生 牡６青 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド 障害：２戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
〔競走中止〕 トムコウクン号は，９号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔その他〕 シゲルアサマヤマ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シゲルアサマヤマ号は，平成２４年１月１８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ビヨンドマックス号



３５０６５１２月１８日 晴 良 （２３阪神６）第６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）

牝，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

４８ サンシャイン 牝２黒鹿５４ M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４１８ ―１：３６．６ ２．７�
（伊）

５１０ ハギノウィッシュ 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ５０４ ―１：３６．８１� ７．１�
３５ トワイスアップ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４０ ―１：３６．９� ８．１�
１２ ガラアフェアー 牝２鹿 ５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム ４２６ ―１：３７．０� ４０．９�
３６ プ レ リ ア ル 牝２鹿 ５４ C．オドノヒュー �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４０ ― 〃 クビ ６．６�

（愛）

７１３ フリップフロップ 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太吉田 哲哉氏 荒川 義之 浦河 有限会社
松田牧場 ４６６ ―１：３７．１� １４．８	

２４ ゴールデンオーラ 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史竹中 一彰氏 飯田 明弘 新冠 ヒカル牧場 ４７２ ―１：３７．７３� ４１．８

１１ ヤマトサクラコ 牝２鹿 ５４ 武 豊谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４７０ ― 〃 クビ ５．１�
４７ メイショウキヨヒメ 牝２黒鹿５４ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 村下 明博 ４４４ ―１：３７．８クビ ２３２．１�
８１６ カ リ ズ マ 牝２鹿 ５４ 吉田 稔 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６０ ― 〃 クビ １８．３
（愛知）

７１４ ハッピーユーゲント 牝２青鹿５４ 川田 将雅馬場 幸夫氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４４０ ―１：３７．９クビ ２６．４�
８１５ トミケンアバンセ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文冨樫 賢二氏 高野 友和 浦河 佐々木 恵一 ４０８ ― 〃 クビ ２５０．１�
５９ アリゾナビスティー 牝２黒鹿５４ 渡辺 薫彦備前島敏子氏 矢作 芳人 浦河 伏木田牧場 ４０６ ―１：３８．１１� １０７．３�
６１２ タマモカフェゼリー 牝２黒鹿５４ 岡部 誠タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４６２ ―１：３８．２� ２８．９�

（愛知）

８１７ シゲルリンゴ 牝２栗 ５４
５３ ☆高倉 稜森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 ４４６ ―１：３８．６２� ３４６．２�

２３ ポケットブーケ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 富菜牧場 ４５２ ―１：３８．９１� １６４．８�
６１１ マラカイトグリーン 牝２黒鹿５４ 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４６４ ―１：４１．３大差 ２５２．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２２，９７２，４００円 複勝： ３４，１９９，３００円 枠連： １６，６９４，２００円

馬連： ４６，７８４，８００円 馬単： ３４，４４７，１００円 ワイド： ２１，６１４，０００円

３連複： ６３，９４６，０００円 ３連単： １０６，８３４，６００円 計： ３４７，４９２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � ２６０円 枠 連（４－５） ８２０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ４４０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ２，４５０円 ３ 連 単 ��� ８，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２２９７２４ 的中 � ６８７８７（１番人気）
複勝票数 計 ３４１９９３ 的中 � ９９４０６（１番人気）� ３６５５１（３番人気）� ２８０７８（５番人気）
枠連票数 計 １６６９４２ 的中 （４－５） １５１４６（３番人気）
馬連票数 計 ４６７８４８ 的中 �� ４３３１０（２番人気）
馬単票数 計 ３４４４７１ 的中 �� １７４０３（２番人気）
ワイド票数 計 ２１６１４０ 的中 �� １５３０６（２番人気）�� １２３６８（４番人気）�� ４８１８（１１番人気）
３連複票数 計 ６３９４６０ 的中 ��� １９２８６（６番人気）
３連単票数 計１０６８３４６ 的中 ��� ９５４４（１２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．３―１２．２―１２．５―１１．７―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３６．６―４８．８―１：０１．３―１：１３．０―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンシャイン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Pistolet Bleu 初出走

２００９．２．２５生 牝２黒鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka 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または施行団体名を表示している。

３５０６６１２月１８日 晴 良 （２３阪神６）第６日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時５５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
１：１０．２

良

不良

３３ コ ラ ン ダ ム 牡２栗 ５５ 幸 英明山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 ４８６ ―１：１３．８ ５．６�

４５ メイショウボクデン 牡２黒鹿５５ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 新ひだか 猪野毛牧場 ４２８ ―１：１４．０１� １７．４�
５８ ドリームチャージ 牡２鹿 ５５ 岡部 誠青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 ４２６ ―１：１４．５３ ２１．２�

（愛知）

４６ ドリームコンサート 牡２栗 ５５ 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 ４８６ ― 〃 アタマ １．８�
７１１ ザゲームイズオン 牡２鹿 ５５ 武 豊大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４８０ ―１：１４．９２� ５．０�
３４ メイショウフォロー 牡２鹿 ５５ 国分 恭介松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 ４７４ ―１：１５．３２� ２５．５�
８１３� シゲルカリン 牡２栗 ５５ 川島 信二森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.

Herbener Jr. ５００ ―１：１５．７２� １１．９�
８１４ スリーピングリーゼ 牡２栗 ５５ 竹之下智昭吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 原 フアーム ４８０ ―１：１６．８７ ９５．７	
５７ ミスズマジシャン 牡２鹿 ５５ 吉田 稔永井 啓弍氏 加藤 敬二 新冠 松浦牧場 ４７４ ―１：１６．９� ２０９．４


（愛知）

７１２ ギルデッドフレーム 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉有限会社シルク清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 ４１０ ―１：１７．０クビ ４９．８�
２２ コ ル マ ー ル 牡２栗 ５５

５４ ☆高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 ４７６ ―１：１７．１� ２７．１
６１０ ブラウンユラナス 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦キャピタルクラブ 田村 康仁 新冠 田鎖牧場 ４８２ ―１：１７．７３� ２１５．２�
６９ シャイニーグリーン 牡２黒鹿５５ 藤岡 康太小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 ４５２ ―１：１７．８� ９４．２�

（１３頭）
１１ シェドゥーブル 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文 �ユートピア牧場 荒川 義之 登別 ユートピア牧場 ４７８ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，８４８，９００円 複勝： ３０，２６４，２００円 枠連： １３，５２６，０００円

馬連： ３９，７２０，８００円 馬単： ３７，６０８，６００円 ワイド： １８，７３８，３００円

３連複： ５２，６７３，３００円 ３連単： １１７，２７７，２００円 計： ３２９，６５７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２３０円 � ６２０円 � ５６０円 枠 連（３－４） ２９０円

馬 連 �� ３，４８０円 馬 単 �� ７，０６０円

ワ イ ド �� １，１２０円 �� １，２３０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� １０，８７０円 ３ 連 単 ��� ６７，６８０円

票 数

単勝票数 差引計 １９８４８９（返還計 ２２８） 的中 � ２８３７９（３番人気）
複勝票数 差引計 ３０２６４２（返還計 ４１７） 的中 � ４０９２９（３番人気）� １１７３４（８番人気）� １３２５３（６番人気）
枠連票数 差引計 １３５２６０（返還計 ９４２） 的中 （３－４） ３５５４０（１番人気）
馬連票数 差引計 ３９７２０８（返還計 １３７４） 的中 �� ８４３９（１１番人気）
馬単票数 差引計 ３７６０８６（返還計 ９７８） 的中 �� ３９３３（１９番人気）
ワイド票数 差引計 １８７３８３（返還計 ７７１） 的中 �� ４１８７（１２番人気）�� ３７８４（１４番人気）�� ２７７８（１９番人気）
３連複票数 差引計 ５２６７３３（返還計 ３６１６） 的中 ��� ３５７９（３２番人気）
３連単票数 差引計１１７２７７２（返還計 ５９００） 的中 ��� １２７９（１６３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．２―１２．２―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．９―３６．１―４８．３―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ラ ン ダ ム �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 ル シ ョ ン 初出走

２００９．４．１６生 牡２栗 母 レインボールビー 母母 サンキヨーセンサー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ギルデッドフレーム号の騎手国分優作は，第５回小倉競馬第７日第５競走での落馬負傷のため野元昭嘉に変更。
〔競走除外〕 シェドゥーブル号は，装鞍所で疾病〔寛骨複骨折〕を発症したため競走除外。
※出走取消馬 キープザメイク号（事故のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３５０６７１２月１８日 晴 良 （２３阪神６）第６日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時２５分 （ダート・右）

５００万円以下；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
１：１０．２

良

不良

８１３� アンリヴィールド 牝２栗 ５４ 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 米
Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

４８０－ ２１：１３．１ ２．７�

４６ ローレルボルケーノ 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ５１０－ ４１：１３．２� １８．８�
５８ マウンテンファスト 牡２鹿 ５５ 国分 恭介山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４４６－ ２１：１３．５２ ６．６�
５７ � シンワウォッカ 牝２鹿 ５４ 川島 信二若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 ４６０－２４ 〃 クビ １０１．９�
６１０ リアライズキボンヌ 牝２鹿 ５４ M．デムーロ工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４２２－ ４１：１３．６クビ １１．３�

（伊）

３４ カシノインカローズ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３０± ０１：１３．７	 １４５．７	
７１１ ストリートハンター 牡２鹿 ５５ C．オドノヒュー �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５１２－ ２１：１３．８� ２．４


（愛）

６９ ヤングエイト 牡２黒鹿 ５５
５４ ☆高倉 稜梶原 重雄氏 崎山 博樹 鹿児島 徳重 正幸 ４１８＋ ６１：１４．３３ ２１０．６�

３３ キセキノハナ 牝２芦 ５４ 野元 昭嘉華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４４０＋ ２１：１４．４クビ ３７．１�
１１ オ リ ー ブ 牝２鹿 ５４ 武 豊下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４４０± ０１：１４．５� １１．１
４５ タマモキャッツアイ 牝２鹿 ５４ 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０６＋ ４１：１５．２４ ４６．４�
７１２
 セントウイナー 牝２栗 ５４ 岡部 誠�ホースケア 山中 輝久 日高 今井牧場 ４２４－ ４１：１５．８３� ３８７．２�

（笠松） （愛知）

２２ 
 イツデモイツマデモ 牝２栗 ５４ 吉田 稔�ホースケア 坂口 義幸 新冠 坂元 芳春 ４０８－ ８１：１６．４３� ３９３．５�
（愛知） （愛知）

（１３頭）
８１４ ケージーハヤブサ 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 ４８６＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２１，２７１，１００円 複勝： ３５，５９５，５００円 枠連： １８，３７５，４００円

馬連： ３８，８２７，０００円 馬単： ２９，１０６，２００円 ワイド： １７，１３３，０００円

３連複： ４２，６６５，０００円 ３連単： ７７，１３２，２００円 計： ２８０，１０５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １６０円 � ２９０円 � ２００円 枠 連（４－８） ２，２６０円

馬 連 �� ３，６６０円 馬 単 �� ５，８７０円

ワ イ ド �� １，２２０円 �� ５００円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ５，４７０円 ３ 連 単 ��� ３４，６９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２１２７１１（返還計 ４２５９７） 的中 � ６２６２７（２番人気）
複勝票数 差引計 ３５５９５５（返還計 ６３４０９） 的中 � ７２３４９（２番人気）� ２７０７６（６番人気）� ４７３７３（３番人気）
枠連票数 差引計 １８３７５４（返還計 １４３８０） 的中 （４－８） ６０２３（９番人気）
馬連票数 差引計 ３８８２７０（返還計２１４１８６） 的中 �� ７８３６（１２番人気）
馬単票数 差引計 ２９１０６２（返還計１５１５５７） 的中 �� ３６６１（２０番人気）
ワイド票数 差引計 １７１３３０（返還計 ８１３５４） 的中 �� ３３３７（１３番人気）�� ９０９８（５番人気）�� ４０７４（１２番人気）
３連複票数 差引計 ４２６６５０（返還計３７０８４３） 的中 ��� ５７５７（１７番人気）
３連単票数 差引計 ７７１３２２（返還計７００１２６） 的中 ��� １６４１（９５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．９―１２．３―１１．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．６―４７．９―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンリヴィールド �
�
父 Forest Wildcat �

�
母父 Forty Niner デビュー ２０１１．１１．２６ 京都１着

２００９．１．１７生 牝２栗 母 Stylish Society 母母 Northern Style ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔騎手変更〕 オリーブ号の騎手国分優作は，第５回小倉競馬第７日第５競走での落馬負傷のため武豊に変更。
〔競走除外〕 ケージーハヤブサ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３５０６８１２月１８日 晴 良 （２３阪神６）第６日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５５分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５１０ アドマイヤサイモン 牡３栗 ５６ 四位 洋文近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ６１：４８．０ １６．４�

４８ ベンジャミン 牡３青鹿５６ 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 ４９８－ ２１：４８．２１� ２０８．４�
７１４ ドリームバスケット 牡４栗 ５７ 国分 恭介セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５６－ ４ 〃 クビ ４．１�
２４ コアレスドラード 牡３栗 ５６ 武 豊小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４４－ ４１：４８．３� ２７．９�
８１７ ラ ロ メ リ ア 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４３６＋１２１：４８．５１ ６．２�
６１２ スマッシュスマイル 牡３栃栗５６ C．オドノヒュー �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：４８．６� ２１．３	

（愛）

１１ ゴーゲッター 牡４鹿 ５７ 岡部 誠松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５４６＋ ６ 〃 ハナ １０．３

（愛知）

６１１ インディーグラブ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４５６＋１６１：４８．７	 ６．８�
３５ テ ン ペ ル 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ８１：４８．８	 ７．０�
５９ ユキノサイレンス 牡４鹿 ５７ 川島 信二遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ １２３．２
７１５ アイウォントユー 牡４栗 ５７ 藤岡 康太薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４６４＋ ６ 〃 ハナ １１３．４�
７１３ アドマイヤエレノア 牝３鹿 ５４ M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３０＋１６ 〃 アタマ ２５．５�

（伊）

２３ マイティージュニア 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５０６＋ ８１：４９．０１� ６４．７�
３６ ウィンチェスター 牡３青 ５６ 秋山真一郎市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：４９．１クビ ５．２�
８１８ キャニオンブラウン 牡５栗 ５７ 吉田 稔 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２ 〃 アタマ ８９．６�

（愛知）

４７ ネオザイオン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５０－ ６１：４９．３１� ３３．８�
１２ マイネルハイセンス 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４８４＋１２１：４９．４クビ １４８．０�

８１６ ジョウショーツヨシ 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４５８＋１６１：４９．５� ５８９．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，８３８，６００円 複勝： ４７，９７７，２００円 枠連： ２３，２５０，４００円

馬連： ７３，５７５，６００円 馬単： ４３，４１０，０００円 ワイド： ３２，５８１，２００円

３連複： １００，１３９，０００円 ３連単： １５８，１０４，０００円 計： ５０６，８７６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６４０円 複 勝 � ４６０円 � ３，３３０円 � １７０円 枠 連（４－５） １２，０４０円

馬 連 �� ８９，６１０円 馬 単 �� ２２０，９５０円

ワ イ ド �� ２２，２９０円 �� １，２１０円 �� １０，４７０円

３ 連 複 ��� １３６，６１０円 ３ 連 単 ��� １，１５５，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２７８３８６ 的中 � １３４１９（７番人気）
複勝票数 計 ４７９７７２ 的中 � ２５００７（７番人気）� ２９１５（１７番人気）� ９８８６５（１番人気）
枠連票数 計 ２３２５０４ 的中 （４－５） １４２６（３１番人気）
馬連票数 計 ７３５７５６ 的中 �� ６０６（１０７番人気）
馬単票数 計 ４３４１００ 的中 �� １４５（２１９番人気）
ワイド票数 計 ３２５８１２ 的中 �� ３５２（１０７番人気）�� ６９２２（１４番人気）�� ７５２（８０番人気）
３連複票数 計１００１３９０ 的中 ��� ５４１（２７３番人気）
３連単票数 計１５８１０４０ 的中 ��� １０１（１７９８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．７―１２．２―１２．５―１２．４―１１．８―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３５．７―４７．９―１：００．４―１：１２．８―１：２４．６―１：３５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤサイモン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．１１．７ 京都７着

２００８．３．１４生 牡３栗 母 ノーザンプリンセス 母母 ウイルプリンセス ８戦２勝 賞金 １６，６４０，０００円
〔騎手変更〕 コアレスドラード号の騎手国分優作は，第５回小倉競馬第７日第５競走での落馬負傷のため武豊に変更。
※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 マイネアロマ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３５０６９１２月１８日 晴 良 （２３阪神６）第６日 第９競走 ��
��１，４００�クリスマスキャロル賞

発走１４時３０分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．１２．１８以降２３．１２．１１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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

８１８ ワ イ ズ リ ー �３栗 ５５ 小林 徹弥前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５８＋ ２１：２２．３ １６．９�

３６ メルシーヨーク 牝６鹿 ５３ 熊沢 重文永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４３４－ ２１：２２．５１� ３５．８�
３５ テイラーバートン 牝４鹿 ５５．５ C．オドノヒュー �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：２２．６� １０．５�

（愛）

５９ 	 エーシンウェズン 牡４鹿 ５８ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５３４－ ４ 〃 アタマ ２．８�

２３ マイネルロガール 牡３鹿 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B４８８－ ４ 〃 クビ １２．９�

４８ ウェザーサイド 牡５鹿 ５３ 国分 恭介吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４６４－ ４１：２２．７� ２５３．８	
１１ 
 タガノシビル 牝４栗 ５３ 武 豊八木 良司氏 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ６ 〃 クビ ２８．２

８１７ アルーリングライフ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－１２１：２２．８クビ ６０．３�
６１１ シャイニーホーク 牡３栗 ５６ 安藤 勝己小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５２２＋ ４ 〃 クビ ３．０�
４７ メイショウルシェロ 牝６黒鹿５２ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４４２－ ６１：２２．９クビ ７４．１
７１３ シシャモチャン 牝５栗 ５２ 田中 克典大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４８６＋ ６１：２３．２１� ８７．１�
７１５ エーティーランボー 牡３鹿 ５３ 田中 健荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ４０．３�
２４ 	 フレッドバローズ �５鹿 ５６ 吉田 稔猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５２０＋ ６ 〃 クビ ２９．６�
（愛知）

７１４
 クリノスレンダー 牝５鹿 ５０ 高倉 稜栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４７０－ ６１：２３．４１� ３３２．８�
１２ マイネルオークベイ 牡７鹿 ５２ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４９０± ０１：２３．５� １５７．９�
５１０ ラナンキュラス 牝４青 ５５．５ 四位 洋文前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０＋ ６１：２３．６� ７．８�
８１６ タイヨウパフューム 牝３鹿 ５１ 藤岡 康太小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ３８４－ ４１：２３．７� １５９．７�
６１２ カレンナサクラ 牝７栗 ５２ 渡辺 薫彦北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４７２＋ ２１：２４．０１� ７４．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，９６７，９００円 複勝： ６３，３８０，３００円 枠連： ３５，５４２，０００円

馬連： １１８，４７４，５００円 馬単： ７２，７３３，６００円 ワイド： ４６，９２７，６００円

３連複： １４９，２９１，９００円 ３連単： ２７０，９１６，３００円 計： ７９２，２３４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ４８０円 � ７４０円 � ３７０円 枠 連（３－８） ４，１６０円

馬 連 �� ２２，６４０円 馬 単 �� ３７，８９０円

ワ イ ド �� ６，０５０円 �� ３，１８０円 �� ３，９３０円

３ 連 複 ��� ７６，３６０円 ３ 連 単 ��� ６３０，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３４９６７９ 的中 � １６３３４（６番人気）
複勝票数 計 ６３３８０３ 的中 � ３５３２８（６番人気）� ２１２６５（９番人気）� ４８０９６（４番人気）
枠連票数 計 ３５５４２０ 的中 （３－８） ６３０７（１４番人気）
馬連票数 計１１８４７４５ 的中 �� ３８６３（４５番人気）
馬単票数 計 ７２７３３６ 的中 �� １４１７（８１番人気）
ワイド票数 計 ４６９２７６ 的中 �� １８９７（４６番人気）�� ３６５６（２８番人気）�� ２９４１（３５番人気）
３連複票数 計１４９２９１９ 的中 ��� １４４３（１４７番人気）
３連単票数 計２７０９１６３ 的中 ��� ３１７（１００２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３４．９―４５．９―５７．３―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワ イ ズ リ ー �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１０．１０．１６ 京都１着

２００８．２．１７生 �３栗 母 プラントパラダイス 母母 ブランドシャトル ７戦３勝 賞金 ３６，１２４，０００円
〔騎手変更〕 タイヨウパフューム号の騎手国分優作は，第５回小倉競馬第７日第５競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アルーリングムーン号・スティルゴールド号・テキーラ号・トウショウフォアゴ号・ドレッドノート号・

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

３５０７０１２月１８日 晴 良 （２３阪神６）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

さかせがわ

逆瀬川ステークス
発走１５時０５分 （芝・右・外）

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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７７ ダノンシャーク 牡３鹿 ５６ M．デムーロ�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４４２＋ ６１：４８．７ ２．１�
（伊）

６６ アナバティック 牡４栗 ５７ 四位 洋文金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ２１：４８．８� １３．２�

１１ ビッグスマイル 牝３黒鹿５４ 川田 将雅大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４４０± ０１：４８．９� ２．９�
４４ タガノエルシコ 牡６栗 ５７ 岡部 誠八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４２± ０１：４９．１１	 ７．１�
（愛知）

８８ 
 カワキタフウジン 牡６栗 ５７ 武 豊川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５１６＋ ４ 〃 クビ １８．６�
３３ シルクアーネスト 牡４栗 ５７ 藤田 伸二有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４９４＋ ６１：４９．３１� ７．５�
８９ トゥリオンファーレ 牡５黒鹿５７ 秋山真一郎 	キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１２－１６１：４９．４� ５８．１

２２ ドリームトラベラー 牡６鹿 ５７ 幸 英明 	社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ５００± ０１：４９．５クビ ７７．１�
５５ 
 ゴールディーロック 牡７鹿 ５７ 渡辺 薫彦松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４６８－ ２１：５０．２４ ２０４．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４８，６７８，４００円 複勝： ６９，６４９，９００円 枠連： ２３，４８１，１００円

馬連： １１１，３６７，９００円 馬単： ８６，０５４，２００円 ワイド： ３７，３０８，４００円

３連複： １３０，４２３，６００円 ３連単： ３８１，１４２，０００円 計： ８８８，１０５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � １２０円 枠 連（６－７） １，５２０円

馬 連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� １６０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 ��� ５，１９０円

票 数

単勝票数 計 ４８６７８４ 的中 � １８２６６９（１番人気）
複勝票数 計 ６９６４９９ 的中 � ２３７００５（１番人気）� ４２６１２（６番人気）� １６７７０５（２番人気）
枠連票数 計 ２３４８１１ 的中 （６－７） １１４０３（７番人気）
馬連票数 計１１１３６７９ 的中 �� ５６００８（６番人気）
馬単票数 計 ８６０５４２ 的中 �� ３１７２１（９番人気）
ワイド票数 計 ３７３０８４ 的中 �� １８３３２（７番人気）�� ８１５８５（１番人気）�� １３７８３（９番人気）
３連複票数 計１３０４２３６ 的中 ��� ８８９２４（４番人気）
３連単票数 計３８１１４２０ 的中 ��� ５４２３５（１６番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．２―１２．５―１２．３―１２．１―１２．４―１１．５―１１．０―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．５―３８．０―５０．３―１：０２．４―１：１４．８―１：２６．３―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３３．９
３ ６－７－（８，９）（３，５）４，１，２ ４ ６（７，９）８，５（３，４）（２，１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンシャーク 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．１０．２ 阪神２着

２００８．３．９生 牡３鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali １１戦４勝 賞金 ６７，１５６，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

２レース目



３５０７１１２月１８日 晴 良 （２３阪神６）第６日 第１１競走 ��
��１，４００�ギャラクシーステークス

発走１５時４５分 （ダート・右）
３歳以上；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬
は超過額１，１５０万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

２２ ヒラボクワイルド 牡５青鹿５６ 幸 英明�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋ ６１：２３．１ ３２．６�

２３ アドバンスウェイ 牡５鹿 ５５ C．オドノヒュー 西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ５００－ ２１：２３．５２� ８６．２�
（愛）

４６ シルクフォーチュン 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ４．０�
８１４ メイショウデイム 牝４黒鹿５３ 渡辺 薫彦松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４５８± ０１：２３．６� ２４．０�
６１０ ナニハトモアレ 牡５黒鹿５５ 安藤 勝己北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５１４＋ ６１：２３．７クビ ７．６�
３４ ケイアイテンジン 牡５栗 ５６ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４８４＋ ２ 〃 クビ ９．４�
１１ ウィキマジック 牡３黒鹿５５ 川田 将雅宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 石郷岡 雅樹 ５１２＋ ６１：２３．９１ ２．８	
７１２ アイアムアクトレス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９４＋１１１：２４．１１	 ４．６

８１５
 ピースオブパワー 牡５青鹿５５ 熊沢 重文田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４９８± ０１：２４．２クビ ２０９．６�
４７ トップカミング �５黒鹿５５ 小坂 忠士�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 B４６２＋１０ 〃 クビ ２０４．７
３５ コンティネント 牡７鹿 ５６ 高倉 稜近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１８－ ４１：２４．４１� ３０４．３�
５８ サワノパンサー 牡５鹿 ５６ 国分 恭介澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５４８－１２１：２４．６１ ８２．６�
５９ セイカアレグロ 牡６鹿 ５６ 吉田 稔久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５２０＋ ６ 〃 クビ ４９０．２�

（愛知）

７１３ アーリーロブスト 牡５鹿 ５７ 武 豊�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５１０＋ ６１：２４．７クビ １３．３�
６１１ シャイニングアワー 牡６栗 ５６ 岡部 誠 �ユートピア牧場 羽月 友彦 登別 ユートピア牧場 B４９０± ０１：２５．１２� ３１２．７�

（愛知）

（１５頭）

売 得 金
単勝： ７８，９９３，０００円 複勝： １０８，８７２，７００円 枠連： ５９，６４９，９００円 馬連： ２９４，３９４，３００円 馬単： １６５，４００，２００円

ワイド： ８６，６０９，２００円 ３連複： ３３８，８０８，５００円 ３連単： ７１０，４９０，０００円 ５重勝： １，０４９，８３４，０００円 計： ２，８９３，０５１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２６０円 複 勝 � ５１０円 � １，２６０円 � ２００円 枠 連（２－２） ３２，１６０円

馬 連 �� ４１，１３０円 馬 単 �� ８２，８７０円

ワ イ ド �� ７，６６０円 �� １，４６０円 �� ４，７９０円

３ 連 複 ��� ７７，１３０円 ３ 連 単 ��� ７１１，４６０円

５ 重 勝
対象競走：中山１０R／阪神１０R／中山１１R／小倉１１R／阪神１１R

キャリーオーバー なし����� ９，１１５，０３０円

票 数

単勝票数 計 ７８９９３０ 的中 � １９１４６（８番人気）
複勝票数 計１０８８７２７ 的中 � ５１５５２（８番人気）� １８８９２（９番人気）� １８４３５３（２番人気）
枠連票数 計 ５９６４９９ 的中 （２－２） １３６９（３１番人気）
馬連票数 計２９４３９４３ 的中 �� ５２８３（４５番人気）
馬単票数 計１６５４００２ 的中 �� １４７３（９３番人気）
ワイド票数 計 ８６６０９２ 的中 �� ２７３７（４３番人気）�� １５０６５（１９番人気）�� ４４０４（３３番人気）
３連複票数 計３３８８０８５ 的中 ��� ３２４２（１１５番人気）
３連単票数 計７１０４９００ 的中 ��� ７３７（８００番人気）
５重勝票数 計１０４９８３４０ 的中 ����� ８５

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．２―１１．８―１２．０―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．７―３３．９―４５．７―５７．７―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００８．９．１５ 阪神３着

２００６．４．１２生 牡５青鹿 母 ノベンバースルー 母母 November Snow ２３戦６勝 賞金 １２０，０９９，０００円
〔騎手変更〕 シャイニングアワー号の騎手国分優作は，第５回小倉競馬第７日第５競走での落馬負傷のため岡部誠に変更。
〔制裁〕 アドバンスウェイ号の騎手C．オドノヒューは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１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または施行団体名を表示している。

３５０７２１２月１８日 晴 良 （２３阪神６）第６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 １０，４００，０００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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６１２ ウ ラ ラ カ 牝５黒鹿 ５５
５４ ☆高倉 稜 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：１２．０ １１．０�

６１１ ダイヤモンドムーン 牝４黒鹿５５ 武 豊岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 ５１２＋ ４１：１２．４２� ４．４�
３６ シルバーキセキ 牝４黒鹿５５ M．デムーロ小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ４．０�

（伊）

２４ テイクエイム 牡４鹿 ５７ 岡部 誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 浦河 ヒダカフアーム ４６２－ ２ 〃 ハナ ８．２�

（愛知）

１２ � ズ ン ダ モ チ 牡５芦 ５７ 川田 将雅吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５４０＋ ８１：１２．７２ ７．７�
４８ オーミレイライン 牡５鹿 ５７ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 境 直行 日高 幾千世牧場 ５３６＋ ２１：１２．９	 １２４．７	
７１４ スズカイルマン 
４栗 ５７ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８６－ ４１：１３．０	 ３．４

５９ ピンクペガサス 牡６黒鹿５７ 幸 英明木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５０６＋ ６１：１３．１	 ２３．４�
８１６� ネオファロス 牡６栗 ５７ 秋山真一郎小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B５１０＋１６１：１３．２クビ ２５７．８�
５１０ メイショウシェイク 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５１４－ ８ 〃 ハナ １６９．５
１１ ナイトレイダー 
３鹿 ５６ 渡辺 薫彦�日進牧場 柴田 政見 白老 社台牧場 ５０２－ ２ 〃 アタマ １４２．３�
４７ ミキノクレシェンド 牝５栗 ５５

５２ ▲菅原 隆一谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ５００＋ ８ 〃 クビ ８３．２�
３５ イッツアチャンス 牡４鹿 ５７ 国分 恭介吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 ５００＋ ４１：１３．３クビ １８．７�
７１３ タピルージュ 牝５鹿 ５５ C．オドノヒュー�下河辺牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 ４９４－１４１：１３．７２� ３２５．７�

（愛）

８１５� アグネスポライト 牡７鹿 ５７ 吉田 稔渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Paul H. Busby &
Cynthia Busby ４９８－ ６１：１４．０２ ２７５．３�

（愛知）

２３ � ブレイドバローズ 
３栗 ５６ 川島 信二猪熊 広次氏 中竹 和也 米 March Thor-
oughbreds ５１８－ ４１：１５．５９ １９７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６５，９１４，０００円 複勝： ９６，７４５，５００円 枠連： ５１，０９３，２００円

馬連： １９２，９７８，９００円 馬単： １１４，８４２，５００円 ワイド： ７１，６２１，０００円

３連複： ２３３，２１３，２００円 ３連単： ４８１，７７０，３００円 計： １，３０８，１７８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２４０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（６－６） ２，３２０円

馬 連 �� ２，３３０円 馬 単 �� ５，４９０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ４９０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，８６０円 ３ 連 単 ��� １６，３７０円

票 数

単勝票数 計 ６５９１４０ 的中 � ４７６４４（６番人気）
複勝票数 計 ９６７４５５ 的中 � ８８１３４（６番人気）� １７９０３２（２番人気）� １８４３５４（１番人気）
枠連票数 計 ５１０９３２ 的中 （６－６） １６２９２（１０番人気）
馬連票数 計１９２９７８９ 的中 �� ６１１９５（１０番人気）
馬単票数 計１１４８４２５ 的中 �� １５４４４（２５番人気）
ワイド票数 計 ７１６２１０ 的中 �� ２９５２５（６番人気）�� ３３６６３（４番人気）�� ８５９２５（１番人気）
３連複票数 計２３３２１３２ 的中 ��� ９２７５１（２番人気）
３連単票数 計４８１７７０３ 的中 ��� ２１７２５（４８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．８―１２．０―１２．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．７―４６．７―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ラ ラ カ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．５ 阪神３着

２００６．４．１６生 牝５黒鹿 母 マルカサワヤカ 母母 サワヤカプリンセス ２０戦１勝 賞金 ４０，１２１，０００円
［他本会外：５戦３勝］

〔騎手変更〕 テイクエイム号の騎手国分優作は，第５回小倉競馬第７日第５競走での落馬負傷のため岡部誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 サダムテンジン号・ジニオマッジョーレ号・ワンダーゴヴェルノ号・ワンモアグリッター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

５レース目



（２３阪神６）第６日 １２月１８日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１８，３００，０００円
２，１１０，０００円
９，５２０，０００円
１，４７０，０００円
２０，６２０，０００円
６１，８５８，０００円
５，２５０，８００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
３９０，４２６，１００円
６３４，５１６，６００円
２９５，２６７，５００円
１，０７１，８１４，９００円
７１０，３６７，２００円
４０７，３９０，８００円
１，３４７，９６６，６００円
２，７２１，５８４，１００円
１，０４９，８３４，０００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
５ 重 勝
計 ８，６２９，１６７，８００円

総入場人員 １９，１０２名 （有料入場人員 １７，６６９名）


