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３５０７３１２月２４日 晴 良 （２３阪神６）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

１１ メイショウコンカー 牡２栗 ５５ 川田 将雅松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：５７．０ １８．３�

６１１ パレスメダーリア 牝２鹿 ５４ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４３２± ０１：５７．３１� ３３７．４�
６１２ ハリケーンミノル 牡２鹿 ５５ 池添 謙一吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ５０８－ ８１：５７．４� １５．６�
４８ プリンシペアスール 牡２鹿 ５５ C．ルメール 吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４ 〃 クビ １１．７�

（仏）

１２ シゲルスイカ 牡２青鹿５５ 国分 恭介森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 村上 雅規 ４９０－ ２１：５７．６１� １２７．５�
７１３ ブライトポジー 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４２４＋ ２ 〃 ハナ １４１．２�
８１５ シルクルガール 牡２黒鹿５５ 長谷川浩大有限会社シルク西浦 勝一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ５０４－ ４１：５７．８１� ２１０．６	
４７ プライドキングダム 牡２栗 ５５ 四位 洋文三枝 栄二氏 昆 貢 新ひだか 斉藤スタッド ４８６＋ ６１：５８．０１ １１．５

５１０ ダ ヴ ィ ー ド 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６± ０ 〃 ハナ ２．４�
７１４ 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 B４７２－ ２１：５８．１� ２８．８
５９ ジャングルスター 牡２鹿 ５５ 石神 深一冨沢 敦子氏 畠山 重則 日高 石原牧場 ５５２－ ２１：５８．２クビ ４４９．２�
２３ ウォーターカリブ 牝２鹿 ５４ M．デムーロ山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 ４８０＋ ４１：５８．４１� ２．４�

（伊）

３６ ヒシサイクロン 牡２青 ５５ 武 豊阿部雅一郎氏 佐山 優 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：５９．０３� ３３．４�
２４ シルクメガスター 牡２栗 ５５ 川須 栄彦有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 B４８２＋１４ 〃 クビ ２９．８�
３５ エメラルフジ 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎高橋 勉氏 加藤 敬二 日高 オリオンファーム ４５４－ ２２：００．５９ ２６９．２�
８１６ マイネルスクデット 牡２栗 ５５

５２ ▲花田 大昂 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４８０± ０２：００．７１ ３９３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５５４，５００円 複勝： ３８，７５５，８００円 枠連： １３，１６０，４００円

馬連： ４２，６６６，３００円 馬単： ３４，１８２，１００円 ワイド： ２１，５８５，５００円

３連複： ６６，３４８，２００円 ３連単： １１２，２１２，１００円 計： ３４６，４６４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８３０円 複 勝 � ９１０円 � ８，９４０円 � ４７０円 枠 連（１－６） １１，３８０円

馬 連 �� ２４０，３７０円 馬 単 �� ３４５，５７０円

ワ イ ド �� ３６，６９０円 �� ４，４３０円 �� ２９，８７０円

３ 連 複 ��� ９７９，３００円 ３ 連 単 ��� ３，７６４，２１０円

票 数

単勝票数 計 １７５５４５ 的中 � ７５７９（６番人気）
複勝票数 計 ３８７５５８ 的中 � １１１２９（７番人気）� １０４９（１４番人気）� ２３８５４（５番人気）
枠連票数 計 １３１６０４ 的中 （１－６） ８５４（２１番人気）
馬連票数 計 ４２６６６３ 的中 �� １３１（８９番人気）
馬単票数 計 ３４１８２１ 的中 �� ７３（１５７番人気）
ワイド票数 計 ２１５８５５ 的中 �� １４４（７９番人気）�� １２１１（２９番人気）�� １７７（７３番人気）
３連複票数 計 ６６３４８２ 的中 ��� ５０（３１８番人気）
３連単票数 計１１２２１２１ 的中 ��� ２２（１５６８番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．１―１３．６―１２．９―１３．３―１３．４―１３．２―１３．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．３―３７．９―５０．８―１：０４．１―１：１７．５―１：３０．７―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F３９．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウコンカー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２０１１．１１．２０ 京都１５着

２００９．３．１７生 牡２栗 母 マウンテンエンジェル 母母 All An Angel ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 シゲルスイカ号の騎手国分恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 コスモアケルナル号・シゲルキンカン号・ハードコンティ号・ブランドマックス号・マイネルボンド号・

マルサンマイラヴ号
（非抽選馬） １頭 マコトアプサラス号
※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。

３５０７４１２月２４日 晴 良 （２３阪神６）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

３６ リュクスメジャー 牝２栗 ５４ 秋山真一郎田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２± ０１：２６．８ ２．９�

５１０ ラ シ ー ク 牝２鹿 ５４ C．ルメール�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B４６８＋ ６１：２６．９� １４．１�
（仏）

６１１ ナムラアピア 牝２芦 ５４ 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム ４８６＋ ２１：２７．５３� ３．０�
８１６ シルクシンフォニー 牝２栗 ５４ C．ウィリアムズ 有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４４８－ ４１：２７．６� ９．０�

（豪）

６１２ トップバゴスター 牝２栗 ５４ 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４６２± ０１：２７．７� １２．２�
７１３ ラーゼンマイスター 牝２芦 ５４ 幸 英明近藤 克麿氏 清水 出美 新ひだか 坂本 春雄 ４８０＋ ６ 〃 クビ １７４．５	
５９ シゲルマスカット 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 ４６６± ０１：２８．０１� ３８．７

８１５ クレバースカイ 牝２芦 ５４ 藤岡 佑介田� 正明氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 ４３４－ ４１：２８．２１� ２０．８�
１１ ラプターフィリー 牝２栗 ５４ 小牧 太佐藤 恭永氏 羽月 友彦 新ひだか 千代田牧場 ４５８－１０１：２８．４１ １３．８
１２ デンジャラスゲーム 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二ロイヤルパーク 白井 寿昭 浦河 平成ファーム ４５８－１２１：２８．５� ５１．８�
２３ スズカアイキュー 牝２鹿 ５４ 武 英智永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４５６＋ ４１：２９．１３� １６９．５�
２４ レヴィストーン 牝２栗 ５４ I．メンディザバル 岡田 牧雄氏 尾関 知人 新ひだか 小倉 光博 ４６６－ ４ 〃 クビ １４５．０�

（仏）

４８ マンガンヒカル 牝２黒鹿５４ 石神 深一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ４７２＋ ４ 〃 アタマ ５５７．１�
３５ スマートブリーザ 牝２栗 ５４ 武 豊大川 徹氏 小島 太 新冠 駒沢 明憲 ４６２＋ ２１：２９．３１� １５．９�
４７ ラグジュリア 牝２鹿 ５４ 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４６２－１０１：３０．４７ １５．０�
７１４ モンハピネス 牝２青鹿５４ 川須 栄彦星野 壽市氏 大根田裕之 日高 前野牧場 ４０６＋１４１：３０．６１ ２１３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８５５，４００円 複勝： ４２，７０１，５００円 枠連： １６，２７３，５００円

馬連： ４５，７６１，６００円 馬単： ３０，７０７，１００円 ワイド： ２２，８２８，１００円

３連複： ６４，４１７，１００円 ３連単： ９４，９３６，５００円 計： ３３８，４８０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � ３６０円 � １２０円 枠 連（３－５） ２，０３０円

馬 連 �� ３，８２０円 馬 単 �� ５，１１０円

ワ イ ド �� １，１８０円 �� ２１０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ３，２５０円 ３ 連 単 ��� ２４，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２０８５５４ 的中 � ５７０５１（１番人気）
複勝票数 計 ４２７０１５ 的中 � １１０４４７（２番人気）� １８３７３（８番人気）� １１４８１２（１番人気）
枠連票数 計 １６２７３５ 的中 （３－５） ５９３４（９番人気）
馬連票数 計 ４５７６１６ 的中 �� ８８６２（１５番人気）
馬単票数 計 ３０７０７１ 的中 �� ４４３５（２０番人気）
ワイド票数 計 ２２８２８１ 的中 �� ４１０４（１５番人気）�� ３４５４９（１番人気）�� ５３９５（１２番人気）
３連複票数 計 ６４４１７１ 的中 ��� １４６４９（８番人気）
３連単票数 計 ９４９３６５ 的中 ��� ２８４４（５５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．８―１２．５―１３．１―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３５．０―４７．５―１：００．６―１：１３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リュクスメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Gold Alert デビュー ２０１１．７．３１ 小倉１５着

２００９．１．２３生 牝２栗 母 ユーキャンドゥイット 母母 Royal Fit ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 メイショウカワカゼ号・ルチルマニッシュ号
※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。

第６回　阪神競馬　第７日



３５０７５１２月２４日 晴 良 （２３阪神６）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

３５ エアソミュール 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：３５．１ １．９�

７１５ バハドゥール 牡２鹿 ５５ M．デムーロ田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１２± ０１：３５．４１� ７．５�

（伊）

６１１ ミーシャレヴュー 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ４４８－ ６１：３５．７１� ７．７�

８１６ スズカジョンブル 牡２鹿 ５５ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４４６＋ ６１：３６．０１� １８３．４�
１２ スズカチャンプ 牡２鹿 ５５ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８０＋ ８１：３６．２１� ７．４�
５９ コンドッティエーレ 牡２栗 ５５ 池添 謙一村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４７２± ０ 〃 クビ ２０５．９�
８１８ ツキミハナミ 牡２芦 ５５ 川田 将雅木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 ４５８± ０１：３６．３クビ ２９．８	
３６ ボーイフレンド 牡２栗 ５５ 小牧 太北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 ４３２＋ ８ 〃 クビ ２９．５

７１４ タ マ ラ マ 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１６＋１６１：３６．５１� ６１．１�
１１ メイショウコウボウ 牡２黒鹿５５ 北村 友一松本 好雄氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ ３６．２�
２３ フォースチャンス 牡２黒鹿５５ 幸 英明寺田 秀樹氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５１８± ０１：３６．６クビ ４７．９
８１７ 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 ４８２－ ６ 〃 ハナ １７．５�

（仏）

７１３ マイネルアルティマ 牡２芦 ５５ C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 ４６０＋２０１：３６．８１� ６３．２�
（豪）

６１２ オールブラックス 牡２鹿 ５５ C．ルメール 近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ １２．０�
（仏）

４７ サマニビューティ 牝２鹿 ５４ 中村 将之�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４２８－１２１：３７．３３ ４０６．７�
５１０ アールユウボシ 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介星野 良二氏 作田 誠二 むかわ 清水ファーム ４５２＋１２ 〃 ハナ １７８．６�
４８ カネトシヴェルス 牡２黒鹿５５ 福永 祐一兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４６２＋ ２１：３７．７２� ６０．１�
２４ バトルマグマ 牡２栗 ５５

５２ ▲花田 大昂宮川 秋信氏 矢作 芳人 新ひだか 片山牧場 ４６４± ０１：３９．５大差 ４４０．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，９２５，６００円 複勝： ４５，８５３，０００円 枠連： １８，７７２，６００円

馬連： ５１，７２３，２００円 馬単： ３８，６６３，６００円 ワイド： ２５，３３３，４００円

３連複： ６８，７７５，０００円 ３連単： １１６，２６５，４００円 計： ３９０，３１１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ２３０円 枠 連（３－７） ５３０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ４３０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ２，２３０円 ３ 連 単 ��� ６，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２４９２５６ 的中 � １０６２３６（１番人気）
複勝票数 計 ４５８５３０ 的中 � １７７８４３（１番人気）� ４７５２６（３番人気）� ３６１４７（５番人気）
枠連票数 計 １８７７２６ 的中 （３－７） ２６４４３（３番人気）
馬連票数 計 ５１７２３２ 的中 �� ７５５９８（１番人気）
馬単票数 計 ３８６６３６ 的中 �� ３５９２９（１番人気）
ワイド票数 計 ２５３３３４ 的中 �� ２１５４５（３番人気）�� １４９１６（４番人気）�� ４５５８（１３番人気）
３連複票数 計 ６８７７５０ 的中 ��� ２２７６７（６番人気）
３連単票数 計１１６２６５４ 的中 ��� １４１６６（９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１１．３―１２．１―１２．４―１１．８―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．８―３５．１―４７．２―５９．６―１：１１．４―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアソミュール �
�
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 ２０１１．１１．２０ 京都４着

２００９．３．１５生 牡２黒鹿 母 エアラグーン 母母 アイドリームドアドリーム ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルマグマ号は，平成２４年１月２４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 キョウワエレガント号・メイショウヒメユリ号
※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。

３５０７６１２月２４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３阪神６）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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ３６５，０００
３６５，０００

円
円� コースレコード３：１５．７良・良

２２ アスカノバッハ �３黒鹿５８ 南井 大志豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６０± ０３：２３．９ １１．２�

５８ カ シ ノ ネ ロ 牡６鹿 ６０ 植野 貴也柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８６－ ２３：２４．１１� ４．４�
３３ シゲルキョクチョウ 牡３鹿 ５８ 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 ４７４＋１８３：２４．８４ １５．８�
８１４ アグネスハイヤー 牡５鹿 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４７２＋ ８３：２５．０１ ４．０�
３４ ビヨンドマックス 牡５鹿 ６０ 西谷 誠松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５４４＋ ６３：２５．１� ６．７�
５７ バックハウス 牡５栗 ６０ 五十嵐雄祐池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４６８－ ４ 〃 同着 １０．９�
６１０� シ テ ィ ボ ス 牡８鹿 ６０ 黒岩 悠服部 新平氏 日吉 正和 新冠 アラキフアーム ４７８－ ２３：２５．６３ ９８．２�
７１２ メイショウユウシャ 牡６栗 ６０ 今村 康成松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 中脇 満 ５００＋ ４ 〃 ハナ ８．５	
８１３� ハ ツ ノ ボ リ 牝５栗 ５８ 草野 太郎栗本 博晴氏 星野 忍 千歳 社台ファーム ４５２－ ２３：２５．９２ １４７．５

４５ � シ テ ィ オ 牝４鹿 ５８ 石神 深一伊達 敏明氏 田中 剛 日高 サンシャイン

牧場 ４５２＋１４３：２８．９大差 １０１．０�
６９ グレートディール �３青鹿５８ 岩崎 祐己吉田 和美氏 飯田 雄三 日高 待兼牧場 ５２４＋ ８３：２９．８５ １５．８�
７１１ テイエムタカシオ 牡３栗 ５８ 平沢 健治竹園 正繼氏 加藤 和宏 新ひだか 山田牧場 ４７０＋ ２３：３４．０大差 １７７．７
４６ � シゲルホンブチョウ 牡３鹿 ５８ 田嶋 翔森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 前川 隆則 ４６２＋ ２ （競走中止） ７０．５�
１１ テイエムライジン 牡３栗 ５８ 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４５２＋ ４ （競走中止） ６．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，９７３，０００円 複勝： １９，９１９，４００円 枠連： １３，２２２，９００円

馬連： ３５，５６９，１００円 馬単： ２４，８８２，８００円 ワイド： １５，８８０，０００円

３連複： ５５，３３９，６００円 ３連単： ８０，６０７，８００円 計： ２５７，３９４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ２８０円 � １７０円 � ５２０円 枠 連（２－５） １，３６０円

馬 連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ４，７１０円

ワ イ ド �� ８９０円 �� ２，８９０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� １８，８３０円 ３ 連 単 ��� １０８，１７０円

票 数

単勝票数 計 １１９７３０ 的中 � ８４２７（７番人気）
複勝票数 計 １９９１９４ 的中 � １８１３６（６番人気）� ３８９７６（１番人気）� ８２５９（９番人気）
枠連票数 計 １３２２２９ 的中 （２－５） ７１８４（７番人気）
馬連票数 計 ３５５６９１ 的中 �� １１９１２（１１番人気）
馬単票数 計 ２４８８２８ 的中 �� ３９０２（２４番人気）
ワイド票数 計 １５８８００ 的中 �� ４５８５（１２番人気）�� １３１４（３３番人気）�� ２４９９（２５番人気）
３連複票数 計 ５５３３９６ 的中 ��� ２１７０（６２番人気）
３連単票数 計 ８０６０７８ 的中 ��� ５５０（３６８番人気）

上り １マイル １：４７．８ ４F ５２．０－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスカノバッハ �
�
父 タガノマイバッハ �

�
母父 タバスコキャット デビュー ２０１０．７．１０ 阪神１３着

２００８．４．２生 �３黒鹿 母 アスカノヒミコ 母母 ティリオブストラッフォード 障害：５戦１勝 賞金 ９，８３０，０００円
〔競走中止〕 テイエムライジン号は，１周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

シゲルホンブチョウ号は，競走中に前進気勢を欠いたため２周目向正面で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シゲルホンブチョウ号は，競走中に前進気勢を欠き，２周目向正面で競走を中止したことについて

平成２３年１２月２５日から平成２４年１月１５日まで出走停止。停止期間の満了後に障害調教再審査。
※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 アラタマポケット号・キクノセンヒメ号・レナプリンセス号



３５０７７１２月２４日 晴 良 （２３阪神６）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

７１３ ベールドインパクト 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４１：４９．０ １．８�
（伊）

４８ シルクキングリー 牡２鹿 ５５ 池添 謙一有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４７４－ ６１：４９．２１ １３．７�
８１６ ダノングーグー 牡２黒鹿５５ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０６－ ２ 〃 ハナ ４．１�
６１１ ファントムライト 牡２黒鹿５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２１：４９．３� １０．９�
３５ プ レ レ フ ア 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５１０± ０１：４９．５１� ２４．７�
４７ スズカキングダム 牡２鹿 ５５ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４９０－ ４ 〃 ハナ ３８．６	
１１ ギリサントポケサン 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己小田切有一氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 ４７８－１０１：４９．６� ８６．４

５９ セ ン グ レ ン 牡２青鹿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 ４７６± ０１：４９．７� ２９．４�
７１５ サ マ ー ル ナ 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 ４５２± ０１：４９．８� ２９．６�
６１２ ロードバッカス 牡２栗 ５５ C．ルメール �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４６０＋１２１：４９．９� ２４．１

（仏）

３６ スリーヴェローチェ 牡２鹿 ５５ 川島 信二永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４６０＋ ８１：５０．２１� ３８７．２�
８１８ ス キ ピ オ 牡２栗 ５５ C．ウィリアムズ 小村アセットM� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：５０．３クビ ４２．７�

（豪）

２４ コスモアダム 牡２黒鹿５５ 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ２ 〃 アタマ ４６８．０�
８１７ テイエムオペラドン 牡２鹿 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４６２－ ２１：５０．４� ４４．６�
２３ マイネルドメニカ 牡２栗 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４６８－１０１：５１．１４ ４１．０�
１２ アイミーマイン 牝２鹿 ５４ 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４３８＋ ２１：５１．５２� ３４９．７�
５１０ ジョウノメジャー 牡２栗 ５５ 藤田 伸二小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６４＋ ２１：５１．７１� ２００．７�
７１４ マヤステッラ 牝２鹿 ５４ 小林 徹弥�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４３８± ０１：５１．８� ２８９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，５９２，６００円 複勝： ５８，８７６，９００円 枠連： １９，７４５，８００円

馬連： ６０，６２８，９００円 馬単： ５０，９０８，３００円 ワイド： ３１，２１５，７００円

３連複： ８８，１０８，２００円 ３連単： １５３，８８６，８００円 計： ４９４，９６３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（４－７） ７４０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� １６０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ９５０円 ３ 連 単 ��� ４，８３０円

票 数

単勝票数 計 ３１５９２６ 的中 � １４４８４３（１番人気）
複勝票数 計 ５８８７６９ 的中 � ２４８３７２（１番人気）� ４２６８５（４番人気）� １１７０６１（２番人気）
枠連票数 計 １９７４５８ 的中 （４－７） １９８５０（３番人気）
馬連票数 計 ６０６２８９ 的中 �� ４１０９５（３番人気）
馬単票数 計 ５０９０８３ 的中 �� ２６１５２（４番人気）
ワイド票数 計 ３１２１５７ 的中 �� １８２０２（３番人気）�� ６３８１６（１番人気）�� １０５９２（５番人気）
３連複票数 計 ８８１０８２ 的中 ��� ６８６１３（２番人気）
３連単票数 計１５３８８６８ 的中 ��� ２３５３５（７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．４―１２．９―１３．０―１２．０―１１．２―１１．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．５―４９．４―１：０２．４―１：１４．４―１：２５．６―１：３６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．６
３ １５，１８（１４，１７）（３，６，８）（２，７）１１（１，５，１６）１３（４，１０）１２，９ ４ ・（１３，１１）（１５，１８，１７）８（１６，１２）１４（６，７）（３，５）１０（１，４，９）２

勝馬の
紹 介

ベールドインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２０１１．１１．１３ 京都５着

２００９．５．１４生 牡２鹿 母 ヴァイオレットラブ 母母 ヴアインゴールド ３戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 クリノラウエン号・ドラゴネッティ号・ハッピーメイカー号
（非抽選馬） １頭 セルリアンラビット号
※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。

３５０７８１２月２４日 晴 良 （２３阪神６）第７日 第６競走 ��
��１，８００�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

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

５５ スペシャルザダイヤ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一青山 洋一氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ５００ ―１：５７．２ ６．３�

２２ � シゲルカシス 牡２鹿 ５５ 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 米 Brereton
C. Jones ４９２ ― 〃 アタマ ５３．１�

６８ アントニオピサ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８ ―１：５７．３クビ １４．６�

８１１ スナークタキオン 牡２鹿 ５５ 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 ４９６ ―１：５７．４� ９．５�
７１０ ユリオプスデイジー 牝２栗 ５４ 北村 友一飯田 正剛氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 ４７８ ― 〃 クビ ８．７�
８１２ エーシンヴンダバー 牡２鹿 ５５ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 築紫 洋 ５０６ ― 〃 アタマ ３．６�
１１ キクノグラード 牡２栗 ５５ 川須 栄彦菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４５８ ―１：５７．８２� ５７．５	
７９ スリーキングス 牡２栗 ５５ 岩田 康誠永井商事� 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１８ ―１：５８．０１� １２．３

５６ ハイランドジャガー 牡２芦 ５５ 秋山真一郎小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ５１４ ― 〃 アタマ ４３．７�
４４ ブルータンザナイト 牡２青鹿５５ 幸 英明桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ５４８ ―１：５８．１クビ ８．０�
６７ ミッキーエール 牡２栗 ５５ 池添 謙一野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 ４７６ ―１：５８．３１� ４．４
３３ サンライズシックス 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８４ ―１：５９．８９ ２６．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，１１５，８００円 複勝： ２８，８６７，６００円 枠連： １４，７５２，２００円

馬連： ４６，６５４，９００円 馬単： ３１，０３８，１００円 ワイド： １８，５６１，１００円

３連複： ５６，９７７，５００円 ３連単： ９０，７７８，８００円 計： ３０６，７４６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２６０円 � １，２９０円 � ４１０円 枠 連（２－５） ９，１８０円

馬 連 �� １２，８１０円 馬 単 �� １９，５２０円

ワ イ ド �� ３，０００円 �� １，２６０円 �� ４，８７０円

３ 連 複 ��� ４０，３２０円 ３ 連 単 ��� ２４１，８６０円

票 数

単勝票数 計 １９１１５８ 的中 � ２４１９４（３番人気）
複勝票数 計 ２８８６７６ 的中 � ３４１１８（３番人気）� ５０９８（１１番人気）� １８７６８（７番人気）
枠連票数 計 １４７５２２ 的中 （２－５） １１８７（２３番人気）
馬連票数 計 ４６６５４９ 的中 �� ２６８８（４１番人気）
馬単票数 計 ３１０３８１ 的中 �� １１７４（７０番人気）
ワイド票数 計 １８５６１１ 的中 �� １５１０（３７番人気）�� ３７２９（１７番人気）�� ９２１（５０番人気）
３連複票数 計 ５６９７７５ 的中 ��� １０４３（１２２番人気）
３連単票数 計 ９０７７８８ 的中 ��� ２７７（６７９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１３．６―１３．２―１３．５―１２．９―１２．８―１２．４―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．６―３８．２―５１．４―１：０４．９―１：１７．８―１：３０．６―１：４３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．４
１
３
２，５（１，８，１０）－（７，１１）（９，１２）－３，４，６
２－（５，８）（１，１０）７（９，１１，４）１２，３－６

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

勝馬の
紹 介

スペシャルザダイヤ �
�
父 シーキングザダイヤ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

２００９．４．２１生 牡２鹿 母 ダノンスペシャル 母母 オ エ ノ セ ラ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３５０７９１２月２４日 晴 良 （２３阪神６）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

８１３ ヤマニンファラオ 牡２栗 ５５ 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４７８ ―１：３８．０ ７．３�

１１ トーセンホマレボシ 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２０ ―１：３８．１� ２．１�
（仏）

６９ グランプリブラッド 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４５８ ―１：３８．３１� ５．７�
４５ ハギノクィーン 牝２栗 ５４ 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント ４３０ ―１：３８．７２� ２３．６�
３３ トーアディアマンテ 牝２鹿 ５４ 北村 友一高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 ４５０ ―１：３８．８� ２０４．１�
７１１� サウンドガガ 牝２黒鹿５４ C．ウィリアムズ 増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

４６６ ―１：３８．９� ６．２	
（豪）

５７ クレバーインパクト 牝２鹿 ５４ 幸 英明田
 正明氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 ４４０ ―１：３９．０� ２２．５�
８１２ エレガントカクテル 牝２鹿 ５４ 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４６４ ―１：３９．２１� ８２．１�
２２ ハートオブグリーン 牝２黒鹿５４ 国分 恭介 �グリーンファーム 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ４５２ ― 〃 アタマ ６．９�
７１０ リッカスキップ 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦立花 幸雄氏 田中 章博 新ひだか 原口牧場 ４４６ ―１：３９．３クビ １８３．１�
６８ シンボリエクレール 牡２黒鹿５５ 川田 将雅シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５５２ ―１：３９．５１	 ３９．４�
５６ クイーンズライフ 牝２栗 ５４ 長谷川浩大 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 ４４２ ―１：３９．７１	 ７８．２�
４４ ストームセンター 牡２栗 ５５ 武 豊岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４６２ ―１：３９．９１	 ５４．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，７０６，６００円 複勝： ３４，７３５，８００円 枠連： １５，２１２，０００円

馬連： ４９，１０９，４００円 馬単： ４０，４８０，２００円 ワイド： ２２，４２２，３００円

３連複： ６４，３２５，４００円 ３連単： １２０，５９３，７００円 計： ３７４，５８５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（１－８） ６６０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ５９０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� ８，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２７７０６６ 的中 � ３０１６４（５番人気）
複勝票数 計 ３４７３５８ 的中 � ４５０４５（４番人気）� １００２９０（１番人気）� ５０２９７（２番人気）
枠連票数 計 １５２１２０ 的中 （１－８） １７１９３（２番人気）
馬連票数 計 ４９１０９４ 的中 �� ４４９１５（３番人気）
馬単票数 計 ４０４８０２ 的中 �� １５００９（６番人気）
ワイド票数 計 ２２４２２３ 的中 �� １５４７５（４番人気）�� ８６６１（６番人気）�� ２１４２５（２番人気）
３連複票数 計 ６４３２５４ 的中 ��� ４４７２２（１番人気）
３連単票数 計１２０５９３７ 的中 ��� １１０６６（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２５．０―３８．０―５０．７―１：０３．４―１：１５．１―１：２６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンファラオ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

２００９．２．１２生 牡２栗 母 マ ダ ニ ナ 母母 Minya 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。

３５０８０１２月２４日 晴 良 （２３阪神６）第７日 第８競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１５ エアラギオール 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：５５．０ ８．９�

７１４ コ ル ー ジ ャ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４９８＋ ４１：５５．３２ ８．３�
７１３ ア ル バ ト ン 牡４栗 ５７ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ３．４�
５９ アドマイヤカーリン 牡３青鹿５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７２± ０１：５５．５１ ３．８�
１２ マーリンシチー 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ９．４�
４８ トランソニック 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介太田 美實氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 ４７４± ０１：５５．９２� １７．５	
２３ � テーオーダンシング 	４鹿 ５７ 幸 英明小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 ５２４＋１１１：５６．０� １３０．７

１１ ディアトゥドリーム 牡５栗 ５７ 和田 竜二増田 雄一氏 勢司 和浩 新ひだか 三石橋本牧場 ４６０＋ ４ 〃 アタマ １３８．５�
５１０ サンライズドバイ 牡３芦 ５６ 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８６＋ ２１：５６．１� ８５．９�
８１６� マサノエクスプレス 牡３鹿 ５６ 国分 恭介古賀 禎彦氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４４０－ ８１：５６．４１
 ５４．２
３６ キングブラーボ 牡３黒鹿５６ 北村 友一村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５１８－１０ 〃 ハナ １０．３�
６１１ スマートジェネシス 牡４青鹿５７ 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８２＋１２１：５６．５クビ ９．１�
３５ フミノキララ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B４４４－ ２ 〃 クビ １２０．０�
６１２ ドリームボンバー 牡３鹿 ５６ 小牧 太セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４７４± ０１：５６．６クビ ２３．０�
４７ � サカジロタイヨー 牡３鹿 ５６ 川島 信二ロイヤルパーク 武 宏平 日高 下河辺牧場 ４３０＋ ４１：５７．１３ ４３８．４�
２４ � モウカリマッカー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥疾風組合 大和田 成 新冠 川越 省蔵 ４５４＋ ２１：５７．４２ ３０６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２５７，１００円 複勝： ４７，４０５，０００円 枠連： ２１，４５９，５００円

馬連： ７０，８０６，５００円 馬単： ４１，４０１，５００円 ワイド： ３０，３５７，８００円

３連複： ９０，５５７，０００円 ３連単： １４０，６３２，１００円 計： ４６８，８７６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２８０円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（７－８） ８５０円

馬 連 �� ３，７９０円 馬 単 �� ７，１００円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ５４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ３，５００円 ３ 連 単 ��� ２７，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２６２５７１ 的中 � ２３３０５（４番人気）
複勝票数 計 ４７４０５０ 的中 � ３８８７４（６番人気）� ５７３３８（３番人気）� ９５０３６（１番人気）
枠連票数 計 ２１４５９５ 的中 （７－８） １８７０１（４番人気）
馬連票数 計 ７０８０６５ 的中 �� １３８１９（１６番人気）
馬単票数 計 ４１４０１５ 的中 �� ４３０５（３２番人気）
ワイド票数 計 ３０３５７８ 的中 �� ６７４０（１８番人気）�� １４３０８（４番人気）�� １７０８６（２番人気）
３連複票数 計 ９０５５７０ 的中 ��� １９１０８（１０番人気）
３連単票数 計１４０６３２１ 的中 ��� ３７４３（８４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．０―１３．８―１３．２―１３．０―１２．５―１２．５―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．０―３７．８―５１．０―１：０４．０―１：１６．５―１：２９．０―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．５
１
３
６，１５，１６，１２－（９，１４）（１１，１３）５（７，１０）－（２，４）（３，８）１・（６，１５）（１６，１２）（９，１４，１３）１１（７，１０）５（２，８，４）－（１，３）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エアラギオール �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１１．２．５ 京都１２着

２００８．２．１９生 牡３黒鹿 母 タッチオブゴールド 母母 ダイナタツチ ５戦２勝 賞金 １２，９４０，０００円



３５０８１１２月２４日 晴 良 （２３阪神６）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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：３２．０
１：３１．４

良

良

３４ � ノーブルジュエリー 牝３黒鹿５４ C．ルメール �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm ４９６－ ２１：３５．６ ４．４�
（仏）

７１１ デンコウジュピター 牡３鹿 ５６ 武 豊田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５１２± ０１：３５．９１� １８．３�
４６ � スナイプビッド 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４９４－ ２ 〃 クビ １３．２�
（伊）

８１３ セイルラージ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �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 ４６４± ０ 〃 アタマ １．９�

３３ ヴ ィ ジ ャ イ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ４１：３６．２２ １７．７�

５８ スティルゴールド 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４９０＋ ６１：３６．３クビ ２８．６	
８１４ リアルハヤテ 牡６鹿 ５７ 川田 将雅伊藤 誠吉氏 大和田 成 静内 井高牧場 ４３０＋ ４１：３６．４	 ７０．１

６９ キョウエイアシュラ 牡４鹿 ５７ I．メンディザバル 田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４７２＋１４１：３６．５� ２４．９�

（仏）

５７ テ キ ー ラ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ ２０５．１�

７１２ ナリタシリカ 牝５黒鹿５５ 佐藤 哲三�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４５６＋ ８１：３６．６クビ １９５．５
２２ フェイズシフト 牝５黒鹿５５ 秋山真一郎吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４７０－ ８ 〃 クビ ２９５．７�
６１０ アドマイヤテンバ 牝４芦 ５５ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ６１：３６．７	 ７．３�
１１ アドマイヤプリンス 牡４鹿 ５７ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５４６＋ ４１：３６．９１	 ２５．４�
４５ � ロックバルーン 牡６栗 ５７ C．ウィリアムズ �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch

Bages Ltd ４７６＋ ８１：３７．６４ ５８．１�
（豪）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４５，２４５，２００円 複勝： ８５，４３９，６００円 枠連： ２８，５８７，８００円

馬連： １４３，６０１，０００円 馬単： ８９，５３８，８００円 ワイド： ４７，７５４，１００円

３連複： １５０，６６３，１００円 ３連単： ３０３，４４３，９００円 計： ８９４，２７３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２３０円 � ４３０円 � ３６０円 枠 連（３－７） ３，０８０円

馬 連 �� ４，３００円 馬 単 �� ６，７７０円

ワ イ ド �� １，１９０円 �� ８９０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� １２，４００円 ３ 連 単 ��� ６３，１８０円

票 数

単勝票数 計 ４５２４５２ 的中 � ８２８７６（２番人気）
複勝票数 計 ８５４３９６ 的中 � １１３７７４（２番人気）� ４８６４５（５番人気）� ６１２８５（４番人気）
枠連票数 計 ２８５８７８ 的中 （３－７） ６８６９（１０番人気）
馬連票数 計１４３６０１０ 的中 �� ２４６６７（１４番人気）
馬単票数 計 ８９５３８８ 的中 �� ９７６２（１８番人気）
ワイド票数 計 ４７７５４１ 的中 �� ９９３２（１３番人気）�� １３６２８（１０番人気）�� ６９６５（１７番人気）
３連複票数 計１５０６６３１ 的中 ��� ８９６７（３９番人気）
３連単票数 計３０３４４３９ 的中 ��� ３５４５（１７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２５．０―３７．２―４９．４―１：０１．４―１：１２．９―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ノーブルジュエリー �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Monsun デビュー ２０１０．１２．４ 阪神１着

２００８．２．１３生 牝３黒鹿 母 Noble Stella 母母 Noble Pearl ６戦３勝 賞金 ４１，０８５，０００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。

３５０８２１２月２４日 晴 良 （２３阪神６）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，２２．１２．２５以降２３．１２．１８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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

５７ リッカロイヤル 牡６芦 ５６ 福永 祐一立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ５４６＋ ２２：０３．８ １３．１�

１１ ワンダームシャ 牡６鹿 ５６ 幸 英明山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４８４＋ ４２：０３．９� １１．６�
７１２ リフトザウイングス 牡３青鹿５６ C．ルメール �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５３６＋ ６２：０４．０� ３．８�

（仏）

８１３ ムスカテール 牡３黒鹿５５ C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ６２：０４．２１� ３．１�
（豪）

８１４ アヴェンティーノ 牡７鹿 ５２ 秋山真一郎吉田 和子氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２４＋ ４ 〃 クビ １９０．２�

３３ レジェンドブルー 牝５鹿 ５３ 藤岡 佑介平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ６２．４�
６１０ トウカイオーロラ 牡４黒鹿５５ 佐藤 哲三内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４８２＋ ８ 〃 ハナ ５．４	
７１１ メイショウジンム 牡５鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４５２－ ２２：０４．４１� ２５．３

２２ マイネルアトレ 牡６栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４８０＋ ８ 〃 ハナ ４６．４�
６９ � エックスダンス 牡６鹿 ５５ I．メンディザバル 吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５２６－ ８２：０４．５クビ ４９．９

（仏）

５８ デンコウオクトパス 牡４鹿 ５６ 川須 栄彦田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４５８＋１４２：０４．７１� ２５．７�
３４ ゴールドブライアン 牡３青鹿５４ 岩田 康誠杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４６２＋ ４２：０４．８� ７．５�
４５ トモロポケット 牡５栗 ５６ 藤田 伸二戸賀 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４９０＋ ２２：０５．４３� ２３．６�
４６ ブルースターキング 牡５黒鹿５４ 小牧 太 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ２００．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，１６５，６００円 複勝： ６７，７６５，４００円 枠連： ３１，４８４，４００円

馬連： １４８，９７６，０００円 馬単： ７８，４７２，６００円 ワイド： ５２，１７６，６００円

３連複： １７３，８９２，３００円 ３連単： ３１６，５１９，９００円 計： ９０８，４５２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３５０円 � ３００円 � １８０円 枠 連（１－５） ３，３７０円

馬 連 �� ４，１１０円 馬 単 �� ８，４１０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� ８７０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ６，３８０円 ３ 連 単 ��� ４８，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３９１６５６ 的中 � ２３６６０（６番人気）
複勝票数 計 ６７７６５４ 的中 � ４５５８３（６番人気）� ５４５８１（５番人気）� １２４１４１（２番人気）
枠連票数 計 ３１４８４４ 的中 （１－５） ６９１１（１５番人気）
馬連票数 計１４８９７６０ 的中 �� ２６８０９（１５番人気）
馬単票数 計 ７８４７２６ 的中 �� ６８９１（３３番人気）
ワイド票数 計 ５２１７６６ 的中 �� １３１３０（１３番人気）�� １４９２２（１１番人気）�� １５５１４（１０番人気）
３連複票数 計１７３８９２３ 的中 ��� ２０１４３（２０番人気）
３連単票数 計３１６５１９９ 的中 ��� ４７９５（１５６番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．３―１３．１―１２．５―１２．５―１２．８―１２．４―１１．８―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２５．２―３８．３―５０．８―１：０３．３―１：１６．１―１：２８．５―１：４０．３―１：５１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リッカロイヤル �
�
父 シ ー ロ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００７．８．２５ 札幌１着

２００５．４．１９生 牡６芦 母 エトアールピオン 母母 ニホンピロバーデス ２３戦５勝 賞金 ９２，２４３，０００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。



３５０８３１２月２４日 晴 良 （２３阪神６）第７日 第１１競走 ��
��２，０００�第２８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 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００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

１２ アダムスピーク 牡２黒鹿５５ C．ルメール �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６６－ ８２：０２．４ １０．０�
（仏）

２３ ゴールドシップ 牡２芦 ５５ 安藤 勝己小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 ５０２＋ ２２：０２．６１� ５．９�
７１３ グランデッツァ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４ 〃 ハナ ３．５�
６１２ ト リ ッ プ 牡２芦 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５００－ ２２：０２．９１� ２．５�
５１０ ブライトライン 牡２青 ５５ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋ ２ 〃 クビ ２１．５�
４７ サンライズマヌー 牡２黒鹿５５ M．デムーロ松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５３８＋１０２：０３．０クビ １４．１	

（伊）

７１４ マイネルエクレウス 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル �サラブレッドクラブ・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４７６－ ４ 〃 ハナ １０６．０

（仏）

１１ エタンダール 牡２鹿 ５５ 川田 将雅広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４３８＋ ４２：０３．１クビ ３６．４�
３６ エーシングングン 牡２栗 ５５ 川須 栄彦�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 ４６８＋ ４２：０３．４２ １９．６�
４８ タガノグーフォ 牡２黒鹿５５ C．ウィリアムズ 八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 ４８４－ ２ 〃 アタマ ２７５．７

（豪）

２４ シンゼンレンジャー 牡２黒鹿５５ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ
ナル牧場 ４７４＋ ２２：０３．６１� １９９．２�

８１６ エ ネ ア ド 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３４－ ４２：０３．９１� １３．３�

６１１ フレージャパン 牡２栗 ５５ 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５６＋ ２２：０４．１１� １６６．６�
５９ ハッピーウィーク 牝２栗 ５４ 小牧 太小川 勲氏 宮 徹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－１０ 〃 クビ ２１５．１�
３５ ハタノヴァンクール 牡２栗 ５５ 四位 洋文 �グッドラック・ファーム 昆 貢 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４９０－ ２２：０５．２７ ２３０．４�
８１５ メイショウデビッド 牡２鹿 ５５ 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 岡部牧場 ４６６－ ２２：０７．３大差 ２５２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５７，７８０，０００円 複勝： ２１３，２４９，２００円 枠連： ７９，２５３，９００円

馬連： ５７３，８３８，９００円 馬単： ２９５，０３１，６００円 ワイド： １７０，０２１，０００円

３連複： ６３２，５１２，７００円 ３連単： １，２０６，３５５，０００円 計： ３，３２８，０４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２７０円 � １９０円 � １７０円 枠 連（１－２） ２，０５０円

馬 連 �� ３，１００円 馬 単 �� ６，５９０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� ８４０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ３，０１０円 ３ 連 単 ��� ３０，９７０円

票 数

単勝票数 計１５７７８００ 的中 � １２５２０９（４番人気）
複勝票数 計２１３２４９２ 的中 � １８１５４４（４番人気）� ３１４７８６（３番人気）� ３７１３６６（２番人気）
枠連票数 計 ７９２５３９ 的中 （１－２） ２８６７０（９番人気）
馬連票数 計５７３８３８９ 的中 �� １３７０２８（１２番人気）
馬単票数 計２９５０３１６ 的中 �� ３３０４５（２４番人気）
ワイド票数 計１７００２１０ 的中 �� ５３９３８（９番人気）�� ４７２８４（１０番人気）�� １２８５５９（３番人気）
３連複票数 計６３２５１２７ 的中 ��� １５５３２０（９番人気）
３連単票数 計１２０６３５５０ 的中 ��� ２８７４９（１０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．０―３６．７―４９．５―１：０２．１―１：１４．７―１：２７．０―１：３８．８―１：５０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アダムスピーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー ２０１１．１２．４ 阪神１着

２００９．２．１２生 牡２黒鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize ２戦２勝 賞金 ３９，６０２，０００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。

３５０８４１２月２４日 晴 良 （２３阪神６）第７日 第１２競走 ��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

７１４ トシギャングスター 牡４芦 ５７ 藤岡 佑介田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋ ８１：２５．１ ９．５�

１１ トキノエクセレント 牡３黒鹿５６ 福永 祐一田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４５４－ ４１：２５．３１� ３．８�
４７ ムスタングリーダー 牡４芦 ５７ 武 豊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４４０＋ ２ 〃 クビ ６．０�
７１３ アマノレインジャー 牡３栗 ５６ 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ４９４＋ ４１：２５．４クビ ２０．１�
８１５ エーシンハダル 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B４９８－ ２ 〃 クビ ９．８�
３５ マーブルデイビー 牡５栗 ５７ 上野 翔下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４８６－ ４１：２５．６１� ２１１．１�
６１２ ブレーヴゴールド 牡５青鹿５７ 安藤 勝己磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４６２－ ４１：２５．７� １９．５	
２３ ペガサスヒーロー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋１０１：２５．８クビ ３．０

５１０ ピサノプリヴェ 牝５栗 ５５ 池添 謙一市川 義美氏 安達 昭夫 日高 下河辺牧場 ４９２－ ４１：２５．９� ２６２．４�
８１６ マヤフィオーレ 牝５栗 ５５ 小林 徹弥�まの 大橋 勇樹 日高 中川牧場 ４４８－ ８１：２６．１１� １８０．６
４８ ラディアーレ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６８＋１２ 〃 クビ ８．３�
６１１ ザッハトルテ 牝４芦 ５５ 川田 将雅永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 ４４０－ ５１：２６．２� １１３．７�
２４ サダムテンジン 牝５栗 ５５ 川島 信二大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４７２－ ４ 〃 ハナ １９０．１�
５９ トーセンディケム 牡５鹿 ５７ 北村 友一島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７４＋ ４ 〃 ハナ ９１．９�
３６ キリシマウイング 牝４栗 ５５ 国分 恭介土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋 修孝 ４６８＋ ２１：２６．４１� ５８７．６�
１２ ローレルレガリス 牡５鹿 ５７ 中村 将之 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４７６± ０１：２６．５� ５０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５６，０６７，６００円 複勝： ８１，５６４，５００円 枠連： ４６，７７７，９００円

馬連： １７７，３４１，８００円 馬単： １００，５４７，９００円 ワイド： ６３，１９０，１００円

３連複： ２０７，３１８，３００円 ３連単： ４１３，５０３，７００円 計： １，１４６，３１１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ２５０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（１－７） １，１３０円

馬 連 �� ２，０００円 馬 単 �� ４，１７０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ９９０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ４，４００円 ３ 連 単 ��� ３０，７９０円

票 数

単勝票数 計 ５６０６７６ 的中 � ４６５１４（５番人気）
複勝票数 計 ８１５６４５ 的中 � ７２２００（５番人気）� １６８６２７（１番人気）� １２７０９６（３番人気）
枠連票数 計 ４６７７７９ 的中 （１－７） ３０５７４（５番人気）
馬連票数 計１７７３４１８ 的中 �� ６５５２０（８番人気）
馬単票数 計１００５４７９ 的中 �� １７８１７（１５番人気）
ワイド票数 計 ６３１９０１ 的中 �� ２１６９８（９番人気）�� １５０６６（１５番人気）�� ３９０８７（３番人気）
３連複票数 計２０７３１８３ 的中 ��� ３４８４４（１３番人気）
３連単票数 計４１３５０３７ 的中 ��� ９９１４（９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．４―４７．８―１：００．４―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トシギャングスター �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２７ 阪神１４着

２００７．２．２７生 牡４芦 母 ピサノバーキン 母母 ビ バ ム ー ル ２２戦３勝 賞金 ４７，２５６，０００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。
（非当選馬） ３頭 トウカイセレブ号・トウショウクラウン号・ビーチパレード号



（２３阪神６）第７日 １２月２４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

２３５，４５０，０００円
３，２２０，０００円
５，３９０，０００円
１，８６０，０００円
２２，２４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，２０８，０００円
５，７０４，８００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
４７８，２３９，０００円
７６５，１３３，７００円
３１８，７０２，９００円
１，４４６，６７７，６００円
８５５，８５４，６００円
５２１，３２５，７００円
１，７１９，２３４，４００円
３，１４９，７３５，７００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 ９，２５４，９０３，６００円

総入場人員 １９，８２５名 （有料入場人員 １８，２１４名）


