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３４０３７１２月９日 晴 良 （２４阪神５）第４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

４５ ソ ロ ル 牡２黒鹿５５ M．デムーロ �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム ４７０± ０１：５７．６ １．７�
（伊）

５７ バロンミノル 牡２黒鹿５５ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４９０± ０１：５８．３４ ７．４�
１１ エーティータラント 牡２芦 ５５ 熊沢 重文荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４８２± ０１：５８．６１� ８．９�
５６ タガノビリーヴィン 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４８８－ ８１：５８．７� ３．９�
８１２ ミラクレスト 牡２青鹿５５ 浜中 俊 �サンデーレーシング 岡田 稲男 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ５０４－ ４１：５９．０１� ３２．９�
６９ シークレットゾーン 牡２鹿 ５５ 松山 弘平小林 久義氏 鈴木 孝志 新ひだか 神垣 道弘 ４９０－ ６１：５９．３２ １４２．３�
６８ セイグリッター 牡２鹿 ５５ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 日高 原田牧場 ４９６－ ８１：５９．９３� ６２．３	
２２ メイキングドラマ 牡２栗 ５５ 大野 拓弥齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 ４７２± ０ 〃 アタマ １８９．３

４４ パワーオブシャドー 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一深見 富朗氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大

作ステーブル ５０４＋ ６２：００．１１� １２５．７�
３３ スピーディシャープ 牡２鹿 ５５ 国分 優作吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム ４１６＋ ４２：００．４２ ６４．１�
７１０ ニホンピロローズ 牝２栗 ５４ 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４１８± ０２：００．５� ７２．６
８１３ ワ イ カ プ 牡２栗 ５５ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 ４２８－ ２２：００．６� １９．８�
７１１ シャルパンテ 牡２栗 ５５ 太宰 啓介岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか タイヘイ牧場 ４８４－ ８２：０１．９８ ２４２．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，７９１，０００円 複勝： ３４，８６８，３００円 枠連： １０，４８５，０００円

馬連： ３１，６９９，７００円 馬単： ２８，０９１，６００円 ワイド： １８，０８５，３００円

３連複： ４９，０６２，３００円 ３連単： ９８，３４０，１００円 計： ２８７，４２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ２１０円 枠 連（４－５） ２００円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ３２０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ３，２７０円

票 数

単勝票数 計 １６７９１０ 的中 � ８０８４４（１番人気）
複勝票数 計 ３４８６８３ 的中 � １８６６００（１番人気）� ２８３６１（３番人気）� ２４８１８（４番人気）
枠連票数 計 １０４８５０ 的中 （４－５） ３８８６８（１番人気）
馬連票数 計 ３１６９９７ 的中 �� ４１６９９（２番人気）
馬単票数 計 ２８０９１６ 的中 �� ２５１４５（２番人気）
ワイド票数 計 １８０８５３ 的中 �� １６３９３（２番人気）�� １４４９９（３番人気）�� ７０７４（６番人気）
３連複票数 計 ４９０６２３ 的中 ��� ３３０５９（３番人気）
３連単票数 計 ９８３４０１ 的中 ��� ２２２１４（８番人気）

ハロンタイム １３．４―１１．９―１４．２―１３．４―１３．３―１２．９―１２．９―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．４―２５．３―３９．５―５２．９―１：０６．２―１：１９．１―１：３２．０―１：４４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

ソ ロ ル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１０．２８ 東京１０着（１位）

２０１０．３．２９生 牡２黒鹿 母 ラバヤデール 母母 ニ キ ー ヤ ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔制裁〕 エーティータラント号の騎手熊沢重文は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

３４０３８１２月９日 晴 良 （２４阪神５）第４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

３４ ホッコージョイフル 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 ４６４＋１２１：２６．６ ３７．７�

７１２ ナムラバクサイ 牡２栗 ５５ 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 平野牧場 ４７４± ０ 〃 クビ ２．０�
８１４ メイショウラムダ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 ４４８－ ２１：２７．３４ １１．２�
７１１ ヒミノコンドル 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介佐々木八郎氏 境 直行 新冠 須崎牧場 ５０８－ ６１：２７．８３ １３．０�
４６ ガッサンプレイ 牡２栗 ５５ 丸山 元気西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ １６．６�
３３ ペプチドマンボウ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 B４８２＋ ２ 〃 クビ １４９．２�
６１０ メイショウオトワカ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４８２＋ ２１：２７．９クビ ７．８	
５７ リバイバルワンダー 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 ４８２－ ２１：２８．５３� ４９．９

４５ パープルアイズ 牡２栗 ５５ 国分 恭介吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４４６＋ ２１：２９．３５ ４．０�
５８ ライブリシュネル 牡２鹿 ５５ 国分 優作加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４７２－ ２ 〃 ハナ １９５．０�
２２ ナムラシンバ 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文奈村 信重氏 武 宏平 新ひだか 八田ファーム ４９８＋ ４ 〃 ハナ １２４．８
１１ パープルルビー 牝２黒鹿５４ 幸 英明中野 銀十氏 境 直行 日高 藤本ファーム ４５４－ ２ 〃 クビ １５．９�
６９ エ ン バ ー ゴ 牡２黒鹿５５ 大野 拓弥 H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５３２＋１０ 〃 アタマ ２５４．６�
８１３ シゲルリョウケンザ 牡２青鹿５５ 川島 信二森中 蕃氏 谷 潔 日高 千葉飯田牧場 ４７０－ ６１：２９．６１� ８３．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，２２０，２００円 複勝： ４５，４０３，６００円 枠連： １０，８０８，５００円

馬連： ３６，１１３，３００円 馬単： ２７，９７９，８００円 ワイド： １９，６６４，３００円

３連複： ５４，８０９，０００円 ３連単： ９１，９１７，９００円 計： ３０３，９１６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７７０円 複 勝 � ８５０円 � １１０円 � ２７０円 枠 連（３－７） ２，８４０円

馬 連 �� ３，９１０円 馬 単 �� １２，０８０円

ワ イ ド �� １，５２０円 �� ２，７５０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ５，８９０円 ３ 連 単 ��� ５７，４００円

票 数

単勝票数 計 １７２２０２ 的中 � ３６０６（８番人気）
複勝票数 計 ４５４０３６ 的中 � ６８０９（９番人気）� ２３７９５５（１番人気）� ２７２３０（５番人気）
枠連票数 計 １０８０８５ 的中 （３－７） ２８１３（１１番人気）
馬連票数 計 ３６１１３３ 的中 �� ６８２４（１２番人気）
馬単票数 計 ２７９７９８ 的中 �� １７１０（３２番人気）
ワイド票数 計 １９６６４３ 的中 �� ３０５８（１４番人気）�� １６５２（２８番人気）�� １２７５８（３番人気）
３連複票数 計 ５４８０９０ 的中 ��� ６８７０（２０番人気）
３連単票数 計 ９１９１７９ 的中 ��� １１８２（１５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３４．９―４７．０―５９．５―１：１２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコージョイフル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．７．７ 中京６着

２０１０．２．１８生 牡２鹿 母 ギブソンガール 母母 マジックキス ６戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

第５回 阪神競馬 第４日



３４０３９１２月９日 晴 良 （２４阪神５）第４日 第３競走 ��１，４００�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

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

８１８ ル ゴ ス 牡２栗 ５５ 松山 弘平杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新ひだか 有限会社石川牧場 ４５０－ ２１：２２．８ ２３．８�

３６ リオグランデ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２－ ４１：２３．２２� ５．８�

１１ マッハジール 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 松平牧場 ４５２＋ ２１：２３．５１� １１７．３�
２４ キュールエアリス 牝２青鹿５４ 浜中 俊岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム ４５０＋ ２１：２３．６クビ ２．９�
５１０ プランスペスカ 牡２鹿 ５５ 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４５６± ０１：２３．７� ２０．１�
６１２ トゥルーカラーズ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４３０＋ ８１：２３．８クビ ７８．５�
７１５ イ キ 牡２栗 ５５ 福永 祐一前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４８８－ ４１：２３．９� ２．７	
３５ グ ラ ッ ソ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎藤田 孟司氏 大根田裕之 宮城 佐藤 和夫 ４９２－ ６ 〃 クビ ９４．１

４７ ノーザンハリアー �２芦 ５５ 丸山 元気岡田 牧雄氏 清水 久詞 むかわ 渡辺 隆 ４３８－ ４１：２４．１１ ７９．５�
６１１ シゲルコンパスザ 牡２鹿 ５５ 国分 優作森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ４ 〃 アタマ ３４．７�
７１３ トップランチャー 牡２黒鹿５５ 国分 恭介吉永 清美氏 藤岡 範士 えりも エクセルマネジメント ４９０＋ ８１：２４．２� ５６．３
８１７ セーノークイン 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成國立 治氏 境 直行 浦河 細道牧場 ４７８－ ２１：２４．４１� ９．２�
８１６ カワキタミラクル 牡２黒鹿５５ 大野 拓弥川島 吉男氏 梅内 忍 新ひだか 木田牧場 ４７２－ ８１：２４．６１� １１０．６�
５９ カシノソラーレ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 ４５８± ０１：２４．８１� ２０８．７�
１２ アイアンブランド 牝２青鹿５４ 太宰 啓介池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム ３９４－ ６ 〃 クビ ２３５．２�
４８ ハギノサキガチ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４４８± ０ 〃 同着 １９．１�
２３ カシノガーネット 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也柏木 務氏 境 直行 新冠 村上牧場 ４３２＋ ２１：２５．０１� １８６．８�
７１４ シゲルクジャクザ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 千葉飯田牧場 ４５６－ ６１：２５．１� ２５３．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，３９６，４００円 複勝： ３５，３２７，１００円 枠連： １２，６０５，３００円

馬連： ４０，９１４，０００円 馬単： ２８，４７３，４００円 ワイド： ２３，６６０，６００円

３連複： ６４，９２８，０００円 ３連単： ９８，１９０，７００円 計： ３２５，４９５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３８０円 複 勝 � ５８０円 � ２４０円 � ２，１７０円 枠 連（３－８） １，２８０円

馬 連 �� ４，４２０円 馬 単 �� １２，７７０円

ワ イ ド �� １，６６０円 �� １４，７７０円 �� ６，９３０円

３ 連 複 ��� １３４，９８０円 ３ 連 単 ��� ３０１，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２１３９６４ 的中 � ７０９４（７番人気）
複勝票数 計 ３５３２７１ 的中 � １５２０５（７番人気）� ４７１４５（３番人気）� ３６６９（１３番人気）
枠連票数 計 １２６０５３ 的中 （３－８） ７２８９（６番人気）
馬連票数 計 ４０９１４０ 的中 �� ６８３５（１４番人気）
馬単票数 計 ２８４７３４ 的中 �� １６４６（３５番人気）
ワイド票数 計 ２３６６０６ 的中 �� ３６０７（１６番人気）�� ３８８（８０番人気）�� ８３２（４８番人気）
３連複票数 計 ６４９２８０ 的中 ��� ３５５（１９７番人気）
３連単票数 計 ９８１９０７ 的中 ��� ２４０（５８１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１１．８―１２．１―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．９―４６．７―５８．８―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ゴ ス �
�
父 デュランダル �

�
母父 Fly So Free デビュー ２０１２．７．７ 函館２着

２０１０．３．１生 牡２栗 母 ジャックシーマックズ 母母 Eishin Georgia ４戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔発走状況〕 カシノガーネット号は，発進不良〔膠着・出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カシノガーネット号は，平成２４年１２月１０日から平成２４年１２月３０日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。

３４０４０１２月９日 晴 良 （２４阪神５）第４日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時３５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

６８ コピーライター 牡２鹿 ５５ 幸 英明グリーンスウォード 境 直行 新ひだか 米田牧場 ５１８ ―１：１５．１ ３．７�

６９ スリーカーニバル 牝２鹿 ５４ 和田 竜二永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 ４７０ ― 〃 ハナ ６．０�
３３ タイザンホクト 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 ４９４ ―１：１５．５２� ２．７�
８１２ メイショウビオラ 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４３８ ―１：１６．４５ ２３．１�
５７ シゲルカニザ 牡２栗 ５５ 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 小倉牧場 ４９８ ―１：１６．７２ ６．０�
４４ ショウナンナパ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊国本 哲秀氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８８ ―１：１６．８� ８．８	
７１１ ヤマイチフォルーテ 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥坂本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 競優牧場 ４７６ ―１：１６．９� ２６．８

４５ コウエイチャレンジ 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成伊東 政清氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４４２ ―１：１７．０� ２２．９�
７１０ トーアシチヘンゲ 牡２栗 ５５ 国分 優作高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 ４３４ ―１：１７．３２ ８５．５�
８１３ エンペラーバイオ 牡２芦 ５５ 国分 恭介バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４８０ ―１：１７．４クビ １６８．６
２２ ウインスマイル 牝２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４６８ ―１：１７．９３ １７１．６�
１１ ラスカルクィーン 牝２鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４２６ ―１：１９．２８ １２３．９�
５６ テイエムカイリキ 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ４７８ ―１：２２．８大差 １９３．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，５６８，７００円 複勝： ２９，３８４，５００円 枠連： １１，４２９，０００円

馬連： ３３，４９７，２００円 馬単： ２６，２３０，０００円 ワイド： １６，６９４，６００円

３連複： ４４，４０３，０００円 ３連単： ７９，２７１，４００円 計： ２５９，４７８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（６－６） １，１５０円

馬 連 �� １，２００円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ２６０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ６，７５０円

票 数

単勝票数 計 １８５６８７ 的中 � ４０２１５（２番人気）
複勝票数 計 ２９３８４５ 的中 � ５２９３１（２番人気）� ４３２７１（４番人気）� ６６３１１（１番人気）
枠連票数 計 １１４２９０ 的中 （６－６） ７３５７（６番人気）
馬連票数 計 ３３４９７２ 的中 �� ２０７１４（６番人気）
馬単票数 計 ２６２３００ 的中 �� ９４５０（７番人気）
ワイド票数 計 １６６９４６ 的中 �� ８９９０（６番人気）�� １７８１３（１番人気）�� １１１４０（２番人気）
３連複票数 計 ４４４０３０ 的中 ��� ３０９３３（１番人気）
３連単票数 計 ７９２７１４ 的中 ��� ８６７２（１１番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．１―１２．４―１２．６―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１３．０―２５．１―３７．５―５０．１―１：０２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．６
３ ・（８，９）（３，５）（４，１１）１，１２，１０－（２，７）－１３＝６ ４ ・（８，９）５，３－（１１，１２）４，１０－１－７，２，１３＝６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コピーライター �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

２０１０．４．２７生 牡２鹿 母 メディアプランナー 母母 タカノプリマ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムカイリキ号は，平成２５年１月９日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 オーミフェニックス号（事故のため）



３４０４１１２月９日 晴 良 （２４阪神５）第４日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時２５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
１：４６．０

良

良

５６ サトノキングリー 牡２鹿 ５５ M．デムーロ里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：４８．８ ３．０�
（伊）

６８ リヤンドファミユ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６ ― 〃 ハナ １．６�

８１１ シークレットレシピ 牡２鹿 ５５ 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 ４５８ ―１：４９．４３� １３．７�

８１２ エーシンマイェスタ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ５０４ ―１：４９．７１� １４．６�
５５ スズカカイゼル 牡２鹿 ５５ 国分 優作永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４７０ ― 〃 クビ １６５．８�
１１ マコトエクサルシス 牝２芦 ５４ 国分 恭介尾田左知子氏 梅田 智之 日高 白井牧場 ４５６ ―１：５０．１２� ６０．４	
６７ サンマルジュエリー 牝２鹿 ５４ 和田 竜二相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 武 牧場 ４８６ ―１：５０．２� １１３．０

７９ アヴェンタドール 牡２青鹿５５ 福永 祐一前原 敏行氏 須貝 尚介 日高 チャンピオン

ズファーム ５２４ ―１：５０．６２� １６．２�
２２ ショウナンカメリア 牝２黒鹿５４ 幸 英明国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 静内フアーム ４８４ ―１：５０．９１� １８７．５�
３３ サルタイアー 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム ４３８ ―１：５１．１１� ８５．５
７１０ スリーマーゴーン 牡２芦 ５５ 太宰 啓介永井商事� 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７２ ―１：５１．８４ ２０６．８�
４４ コリエドペルル 牝２黒鹿５４ 川島 信二和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４７０ ―１：５２．５４ ４３．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３３，２１３，７００円 複勝： ７４，２７５，２００円 枠連： １２，８３６，８００円

馬連： ４８，１５９，４００円 馬単： ４８，０６３，６００円 ワイド： ２３，３９２，６００円

３連複： ６３，１７２，３００円 ３連単： １６３，３４１，２００円 計： ４６６，４５４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（５－６） １７０円

馬 連 �� １８０円 馬 単 �� ４６０円

ワ イ ド �� １２０円 �� ３１０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 ��� １，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３３２１３７ 的中 � ８８２２７（２番人気）
複勝票数 計 ７４２７５２ 的中 � １４３０９５（２番人気）� ４６６２８０（１番人気）� ３３５６５（４番人気）
枠連票数 計 １２８３６８ 的中 （５－６） ５５９２１（１番人気）
馬連票数 計 ４８１５９４ 的中 �� ２０８２５８（１番人気）
馬単票数 計 ４８０６３６ 的中 �� ７７９５３（２番人気）
ワイド票数 計 ２３３９２６ 的中 �� ７５６４４（１番人気）�� １３６８５（３番人気）�� １５１９０（２番人気）
３連複票数 計 ６３１７２３ 的中 ��� １０２８４６（１番人気）
３連単票数 計１６３３４１２ 的中 ��� ６２３０８（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．０―４８．５―１：００．６―１：１２．８―１：２４．９―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
３ １２，１０，７（３，１１）（５，９，８）１（２，６）＝４ ４ ・（１２，７）（３，５，１０）１１（１，８）（９，６）２＝４

勝馬の
紹 介

サトノキングリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Law Society 初出走

２０１０．２．５生 牡２鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie 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。

３４０４２１２月９日 晴 良 （２４阪神５）第４日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３３ コ ル ー ジ ャ �４鹿 ５７ 川田 将雅野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 B４９０＋ ４１：５６．０ ４．０�

８１４ エアラーテル 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ ６．５�
８１３ ミッキークリスエス 牡３黒鹿５６ M．デムーロ野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２２－ ２１：５６．４２� ４．２�

（伊）

７１２ ガンガンユコウゼ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４５８± ０ 〃 クビ １７．１�
５８ トランソニック 牡６栗 ５７ 和田 竜二太田 美實氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 ４８８＋１４１：５６．５クビ ３０．８�
４５ メイショウアサアケ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 B５００＋２４１：５６．６� ７．７�
１１ マ カ ハ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム ４６６＋１６１：５６．７クビ ３．３	
６１０ シンボリカンヌ 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５１２－ ４１：５６．９１� ５３．５

３４ � テーオーダンシング �５鹿 ５７ 小林慎一郎小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 ５３８＋１４ 〃 アタマ ４３．７�
６９ サ ー ノ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋１４１：５７．２１� ９４．５�
７１１ チキリリキオー 牡３黒鹿５６ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム ４９４＋１８ 〃 ハナ １１９．９
２２ サンライズコア 牡６鹿 ５７ 国分 恭介松岡 隆雄氏 河内 洋 門別 下河辺牧場 ４６４－ ６ 〃 ハナ ２９９．４�
５７ アムールクエスト 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４６０＋ ３ 〃 ハナ １７５．０�
４６ � エクスプレミオン 牡４青鹿５７ 丸山 元気前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 B４６８＋ ８１：５９．３大差 ６３．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，０４２，３００円 複勝： ３３，１３７，１００円 枠連： １４，３８８，８００円

馬連： ４５，９４３，０００円 馬単： ２９，７８６，３００円 ワイド： ２２，４９９，０００円

３連複： ６７，９１８，３００円 ３連単： １０８，０９６，２００円 計： ３４２，８１１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（３－８） ４００円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ３１０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� ６，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２１０４２３ 的中 � ４２０１４（２番人気）
複勝票数 計 ３３１３７１ 的中 � ６６８６５（１番人気）� ４４９７１（４番人気）� ６２１３７（２番人気）
枠連票数 計 １４３８８８ 的中 （３－８） ２６６４７（１番人気）
馬連票数 計 ４５９４３０ 的中 �� ３０９８６（４番人気）
馬単票数 計 ２９７８６３ 的中 �� １１２５０（７番人気）
ワイド票数 計 ２２４９９０ 的中 �� １１４５６（５番人気）�� １９１６３（１番人気）�� １５１９１（３番人気）
３連複票数 計 ６７９１８３ 的中 ��� ４１３６０（２番人気）
３連単票数 計１０８０９６２ 的中 ��� １２３２９（９番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．９―１４．０―１３．０―１２．９―１２．５―１２．６―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．０―３９．０―５２．０―１：０４．９―１：１７．４―１：３０．０―１：４２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コ ル ー ジ ャ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神７着

２００８．５．２５生 �４鹿 母 ロッチラヴウインク 母母 ロ ツ チ ア イ １５戦３勝 賞金 ３５，４８０，０００円
※ガンガンユコウゼ号は，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。



３４０４３１２月９日 晴 良 （２４阪神５）第４日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２５分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３０．７

良

良

５１０ ワ イ ズ リ ー �４栗 ５７ 松山 弘平前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６０＋ ４１：３４．１ １５．３�

２４ � タマモマーブル �４栗 ５７
５４ ▲水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４８４＋ ８１：３４．３１	 １３．７�

８１６ サンライズメジャー 牡３栗 ５６ 四位 洋文松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４９２－ ２ 〃 クビ ２．５�
５９ ブレイズアトレイル 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ８１：３４．５１	 １２．６�
１１ サンマルクイーン 牝３栗 ５４ 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 B４５２－１２ 〃 ハナ １６．３�
１２ ナリタスレンダー �７鹿 ５７ 浜中 俊�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ５０６＋ ８１：３４．８２ ３０．４	
４８ ケイアイユニコーン 牡３栗 ５６ M．デムーロ �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４８４＋ ６１：３５．０１ １２．５


（伊）

３５ キリシマトリオ 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 ４９８＋ ４１：３５．１
 ４６．５�
７１４ アドマイヤキュート 牝３黒鹿５４ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４２８＋ ４１：３５．２クビ ６．８�
６１１ フェイズシフト 牝６黒鹿５５ 北村 宏司吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４７０＋ ４ 〃 アタマ １３５．６
６１２ ビーチパーティー 牝５芦 ５５ 川島 信二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：３５．３クビ ２８２．７�
２３ ブルーハーツクライ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 ４９６＋ ６１：３５．７２� ８３．６�
３６ リフトザウイングス 牡４青鹿５７ 藤田 伸二 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５２６＋ ２１：３５．８
 ５．６�
７１３ マルカファイン 牡３栗 ５６ 国分 恭介河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 ５０４＋ ２１：３６．０１	 １００．４�
４７ ゴールドベル 牡３黒鹿５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４７４＋ ２１：３６．２１	 １４．７�
８１５ ナムラアピア 牝３芦 ５４ 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム ４９０＋ ６１：３６．６２� ６９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，４０２，４００円 複勝： ４７，７８９，６００円 枠連： １９，３０６，１００円

馬連： ６６，８４９，３００円 馬単： ４０，８８２，３００円 ワイド： ３５，７４５，８００円

３連複： ９７，５８８，２００円 ３連単： １５５，０３３，８００円 計： ４９０，５９７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５３０円 複 勝 � ３７０円 � ３１０円 � １４０円 枠 連（２－５） ３，６２０円

馬 連 �� ８，４２０円 馬 単 �� １６，１９０円

ワ イ ド �� ２，２００円 �� ７８０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ５，８００円 ３ 連 単 ��� ６０，９００円

票 数

単勝票数 計 ２７４０２４ 的中 � １４１８７（８番人気）
複勝票数 計 ４７７８９６ 的中 � ２６３７６（７番人気）� ３３３３８（４番人気）� １３６５９２（１番人気）
枠連票数 計 １９３０６１ 的中 （２－５） ３９４５（１７番人気）
馬連票数 計 ６６８４９３ 的中 �� ５８６０（３２番人気）
馬単票数 計 ４０８８２３ 的中 �� １８６４（５９番人気）
ワイド票数 計 ３５７４５８ 的中 �� ３８０８（２９番人気）�� １１５７６（７番人気）�� １３３９６（４番人気）
３連複票数 計 ９７５８８２ 的中 ��� １２４２３（１８番人気）
３連単票数 計１５５０３３８ 的中 ��� １８７９（２００番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．８―１２．２―１１．７―１１．６―１１．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．２―４７．４―５９．１―１：１０．７―１：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．０
３ １３，１５（１，７）（４，５，８）（９，１４）（２，１０）（１１，１６）１２（３，６） ４ １３（１５，７）１（５，８）４（９，１４，１６）（２，１０）１１（１２，６）３
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 �４栗 母 プラントパラダイス 母母 ブランドシャトル １７戦４勝 賞金 ６４，１４７，０００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。

３４０４４１２月９日 晴 良 （２４阪神５）第４日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５５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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

５８ キクノフレヴァン 牡６鹿 ５７ 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４８８＋ ２１：１２．０ ３．４�

５９ キンシザイル 牡３鹿 ５６ 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 ４８６＋ ８ 〃 クビ １３．７�
３４ トップフライアー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲水口 優也井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 ４８４－ ２ 〃 ハナ １７．２�
７１３ ゴッドツェッペリン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４６６－１０１：１２．５３ ２．７�
２３ ワイキキブリーズ 牝５栗 ５５ 川島 信二折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ５０４－ ２１：１２．７１� ３３．９�
６１１ ツリーズオブホープ 牡５栗 ５７ 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４６８＋１０ 〃 クビ １５．０�
４６ � エーシンユリシーズ 牡３栗 ５６ 福永 祐一�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ５２８－１６１：１３．０１� ２２．１	
２２ スマイリングムーン 牝４黒鹿５５ 川田 将雅吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ５０８－ ２１：１３．２１� ２８．３

１１ � パフォーマンス 牡４栗 ５７ 熊沢 重文野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ５１８＋ ２ 〃 ハナ ３２．８�
３５ キャプテンサクラ 牝３栗 ５４ 和田 竜二武田 茂男氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム ４８０＋ ６ 〃 ハナ １３．９�
８１４ リバーアゲイン 牡７栗 ５７ 三浦 皇成河越 武治氏 作田 誠二 三石 沖田 忠幸 ４８２－ ２１：１３．８３� ２１９．２
６１０� デュークワンダー 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ

ワ牧場 B５０２＋ ２１：１４．１１� １８５．６�
７１２ ケージーヨシツネ 牡４鹿 ５７ M．デムーロ川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 ４５６± ０１：１４．２� ６．７�

（伊）

４７ トーホウガーデン 牝４鹿 ５５ 丸山 元気東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６４－１２ 〃 アタマ ２４３．３�
８１５ パープルタイガー 牡３栗 ５６ 松山 弘平中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 B４７８＋ ４１：１４．４１� ９４．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，６９８，４００円 複勝： ４０，０８１，３００円 枠連： ２０，５５５，２００円

馬連： ６３，５９０，４００円 馬単： ３９，７４７，５００円 ワイド： ３０，３２４，８００円

３連複： ８６，４７０，５００円 ３連単： １４２，０３３，１００円 計： ４４９，５０１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ３００円 � ３９０円 枠 連（５－５） ２，１３０円

馬 連 �� ２，１２０円 馬 単 �� ３，３９０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ５４０円 �� ２，６６０円

３ 連 複 ��� １１，７１０円 ３ 連 単 ��� ４８，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２６６９８４ 的中 � ６２８５２（２番人気）
複勝票数 計 ４００８１３ 的中 � ９７５５７（１番人気）� ３０３０９（４番人気）� ２２１０７（６番人気）
枠連票数 計 ２０５５５２ 的中 （５－５） ７１２２（９番人気）
馬連票数 計 ６３５９０４ 的中 �� ２２２３０（４番人気）
馬単票数 計 ３９７４７５ 的中 �� ８６５６（７番人気）
ワイド票数 計 ３０３２４８ 的中 �� １０９９３（５番人気）�� １４８０８（４番人気）�� ２６２０（２７番人気）
３連複票数 計 ８６４７０５ 的中 ��� ５４５０（３１番人気）
３連単票数 計１４２０３３１ 的中 ��� ２１６３（１３８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１２．１―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．５―４６．６―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．５
３ ・（４，９）（１２，１５）（２，８，１３）３，１（６，５，１１）（７，１４）１０ ４ ４，９（２，８，１５）（１２，１３）（１，３）（６，５）１１（１０，１４）７

勝馬の
紹 介

キクノフレヴァン �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．１．１７ 京都３着

２００６．４．７生 牡６鹿 母 キクノロマニー 母母 キクノサンシャイン ３１戦４勝 賞金 ６２，０４６，０００円
※出走取消馬 メイショウフォロー号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ランドタカラ号
（非抽選馬） １頭 ヒシワイルド号
※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。



３４０４５１２月９日 晴 良 （２４阪神５）第４日 第９競走 ��
��２，０００�エ リ カ 賞

発走１４時２５分 （芝・右）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．８
１：５９．９

良

良

１１ マイネルマエストロ 牡２青鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム ４７８± ０２：０４．７ １７．９�

６８ ラストインパクト 牡２青鹿５５ 野元 昭嘉有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８± ０２：０４．９１� ５．９�

２２ リジェネレーション 牡２栗 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７４＋ ８ 〃 クビ ２．０�
３３ サトノプレステージ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ４２：０５．１１� ３．３�
５６ ダンツクロノス 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 ４９４－ ２２：０５．３１� ６８．５�
７１０ ブレークビーツ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム ４４８－ ６２：０５．４クビ ２０．４	

（伊）

８１２� タンスチョキン 牝２鹿 ５４ 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ６０．４

４４ シェイクザバーレイ 牡２鹿 ５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２４－ ６２：０５．６１� ２８．４�
８１１ トウシンモンステラ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム ４８４＋１２ 〃 クビ １２．４�
５５ � ファイアキング 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 ４５４－ ８２：０６．４５ ２８１．３
６７ バリローチェ 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５０－ ２２：０６．７１	 ４０．３�

（１１頭）
７９ グランデアモーレ 牝２芦 ５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４９，７８３，８００円 複勝： ６６，０２２，９００円 枠連： １８，８０８，０００円

馬連： ９６，９１２，７００円 馬単： ６７，６８９，３００円 ワイド： ３９，０２０，２００円

３連複： １２４，７０１，２００円 ３連単： ２７６，７２９，６００円 計： ７３９，６６７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７９０円 複 勝 � ３４０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（１－６） ５，２７０円

馬 連 �� ５，１３０円 馬 単 �� １３，７６０円

ワ イ ド �� １，３００円 �� ６００円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ３，４７０円 ３ 連 単 ��� ４２，１９０円

票 数

単勝票数 差引計 ４９７８３８（返還計 ４７４） 的中 � ２１９７４（５番人気）
複勝票数 差引計 ６６０２２９（返還計 ６６２） 的中 � ３３８５８（６番人気）� ８７５６６（３番人気）� ２２９２５１（１番人気）
枠連票数 差引計 １８８０８０（返還計 １１） 的中 （１－６） ２６３７（１５番人気）
馬連票数 差引計 ９６９１２７（返還計 １３７６） 的中 �� １３９５４（１４番人気）
馬単票数 差引計 ６７６８９３（返還計 ９９８） 的中 �� ３６３１（３５番人気）
ワイド票数 差引計 ３９０２０２（返還計 ６７３） 的中 �� ６５３６（１４番人気）�� １５３７１（５番人気）�� ４４３０１（２番人気）
３連複票数 差引計１２４７０１２（返還計 ４５７９） 的中 ��� ２６５７０（９番人気）
３連単票数 差引計２７６７２９６（返還計 ８６６１） 的中 ��� ４８４１（１１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．４―２５．７―３８．０―５１．１―１：０４．２―１：１６．５―１：２８．９―１：４１．０―１：５２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルマエストロ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１０．１４ 京都５着

２０１０．３．２８生 牡２青鹿 母 ウエスタンシャープ 母母 ミュージカルラーク ３戦２勝 賞金 １５，４９４，０００円
〔出走取消〕 グランデアモーレ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※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。

３４０４６１２月９日 晴 良 （２４阪神５）第４日 第１０競走 ��
��２，４００�オリオンステークス

発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．１２．１０以降２４．１２．２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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

５７ エーシンミラージュ 牡４鹿 ５７．５ 浜中 俊�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５２２－ ２２：２７．２ ８．０�

７１１ カルドブレッサ 牡４栗 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８８－ ４ 〃 アタマ ６．７�
１１ タニノエポレット 牡５鹿 ５６ 秋山真一郎谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５１２＋ ８２：２７．３� ２１．１�
７１２ ロードラテアート 牡６黒鹿５４ 川田 将雅 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４８６± ０ 〃 ハナ ４０．１�
３４ ノ ー ス テ ア �４栗 ５８ 三浦 皇成山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５３０－ ６２：２７．４� ４．４�
６９ エナージバイオ 牡７栗 ５３ 幸 英明バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６６＋１０２：２７．５� １０５．５	
５８ メイショウジンム 牡６鹿 ５５ 藤田 伸二松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４２± ０２：２７．９２� ７０．４

６１０ トウカイオーロラ 牡５黒鹿５６ 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４７４± ０２：２８．０� １８．４�
８１４ エキストラエンド 牡３鹿 ５５ M．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２± ０ 〃 ハナ ２．２�

（伊）

８１３ チュウワブロッサム 牝５鹿 ５２ 北村 宏司中西 忍氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４８２＋ ２２：２８．２１� ５９．２

４６ トラストワン 牡４黒鹿５４ 和田 竜二大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 ５０６± ０２：２８．４１ １６．８�
３３ タガノキャプテン 牡５栗 ５４ 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０６－ ２２：２９．０３� １６．６�
２２ ジャングルハヤテ 牡５黒鹿５４ 松山 弘平伊藤 誠吉氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ ７８．９�
４５ シンボリボルドー 牡５鹿 ５３ 大野 拓弥シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４５０－１２２：２９．２１	 ２６２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４７，９７４，２００円 複勝： ７４，４８８，６００円 枠連： ２９，９７６，７００円

馬連： １３７，１４１，１００円 馬単： ８１，８３６，０００円 ワイド： ５６，３７０，２００円

３連複： １７６，５５８，７００円 ３連単： ３２８，９８３，８００円 計： ９３３，３２９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２５０円 � ２４０円 � ４５０円 枠 連（５－７） １，５００円

馬 連 �� ２，３７０円 馬 単 �� ５，０９０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� １，６００円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� １２，３００円 ３ 連 単 ��� ６０，１２０円

票 数

単勝票数 計 ４７９７４２ 的中 � ４７８０１（４番人気）
複勝票数 計 ７４４８８６ 的中 � ８４３８９（４番人気）� ８６８６８（３番人気）� ３９１２２（８番人気）
枠連票数 計 ２９９７６７ 的中 （５－７） １４７７６（６番人気）
馬連票数 計１３７１４１１ 的中 �� ４２７６５（１０番人気）
馬単票数 計 ８１８３６０ 的中 �� １１８７２（１８番人気）
ワイド票数 計 ５６３７０２ 的中 �� １７４１３（９番人気）�� ８５５７（２１番人気）�� ８６１２（２０番人気）
３連複票数 計１７６５５８７ 的中 ��� １０６００（３７番人気）
３連単票数 計３２８９８３８ 的中 ��� ４０３９（１７７番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．２―１３．３―１２．４―１２．３―１２．０―１２．０―１２．１―１１．７―１１．６―１１．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２５．３―３８．６―５１．０―１：０３．３―１：１５．３―１：２７．３―１：３９．４―１：５１．１―２：０２．７―２：１４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンミラージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．２ 阪神６着

２００８．５．３生 牡４鹿 母 エイシンワンシャン 母母 エイシンテネシー ２０戦５勝 賞金 ７８，０７９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。

２レース目



３４０４７１２月９日 晴 良 （２４阪神５）第４日 第１１競走
第６４回農林水産省賞典

��
��１，６００�阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

牝，２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・日本軽種馬協会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ６５，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ６，５００，０００円
付 加 賞 １，３１６，０００円 ３７６，０００円 １８８，０００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 � 基準タイム

中央レコード

レースレコード

１：３３．１
１：３３．１
１：３３．１

良

良

良

１１ ローブティサージュ 牝２青 ５４ 秋山真一郎有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４４２－ ４１：３４．２ ８．１�

４７ クロフネサプライズ 牝２芦 ５４ 柴山 雄一畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４７２＋１８ 〃 クビ ８９．９�
５１０ レッドセシリア 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４１６－１０１：３４．３クビ ４４．５�
３６ コレクターアイテム 牝２黒鹿５４ 浜中 俊�G１レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：３４．４� ２．９�
７１４ カラフルブラッサム 牝２鹿 ５４ 和田 竜二吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ２１：３４．５� １７．５�
３５ プリンセスジャック 牝２栗 ５４ 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４６２－ ２１：３４．７１� １５．１�
８１８ ア ユ サ ン 牝２鹿 ５４ 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４９６＋ ２１：３４．８クビ ７．４	
４８ サンブルエミューズ 牝２栗 ５４ 津村 明秀 
キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４３２＋１０１：３５．０１� ５．９�
７１５ ディアマイベイビー 牝２青鹿５４ 川田 将雅 
キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４４０－ ４ 〃 クビ ２２．６�
２４ メイショウマンボ 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４９０－ ２ 〃 アタマ ７８．６
８１６ フィールドメジャー 牝２栗 ５４ 国分 優作地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４２８－１２１：３５．１� ２４２．４�
８１７ トーセンレディ 牝２栗 ５４ 藤田 伸二島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 服部 牧場 ４７８＋ ２１：３５．３１� １９７．６�
１２ タガノミューチャン 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９２－ ８１：３５．４クビ ５５．２�
５９ レッドマニッシュ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６６－ ４ 〃 アタマ ５０．９�
７１３ ストークアンドレイ 牝２芦 ５４ 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 ４７６－ ６１：３５．５� ７０．６�
６１２	 エイシンラトゥナ 牝２黒鹿５４ 幸 英明平井 豊光氏 松元 茂樹 米 R. S. Evans ４８８－ ８１：３５．９２� ３６．３�
２３ サウンドリアーナ 牝２黒鹿５４ M．デムーロ増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 ４９２＋１０１：３６．０� ６．０�

（伊）

６１１ コウエイピース 牝２青鹿５４ 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４３４－ ４１：３７．５９ ９６．８�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ３５７，１５１，２００円 複勝： ４０２，６２１，７００円 枠連： ３３１，４４３，４００円 馬連： １，４７９，９５３，３００円 馬単： ８１３，０８１，３００円

ワイド： ４２７，３３４，０００円 ３連複： ２，０３６，３２８，１００円 ３連単： ４，１３２，９４６，２００円 ５重勝： ８１５，５５２，９００円 計： １０，７９６，４１２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ３００円 � ２，４３０円 � １，４６０円 枠 連（１－４） ２，２５０円

馬 連 �� ３５，９９０円 馬 単 �� ６２，１００円

ワ イ ド �� ９，１９０円 �� ５，７１０円 �� ３２，４８０円

３ 連 複 ��� ４９０，３２０円 ３ 連 単 ��� ３，０４７，０７０円

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

キャリーオーバー １００，９３８，３２０円�����
�����

２００，０００，０００円
１５，０４６，９９０円

票 数

単勝票数 計３５７１５１２ 的中 � ３４８４５４（５番人気）
複勝票数 計４０２６２１７ 的中 � ４１９９３２（５番人気）� ３９４４２（１５番人気）� ６７３０４（１２番人気）
枠連票数 計３３１４４３４ 的中 （１－４） １０９１８３（１０番人気）
馬連票数 計１４７９９５３３ 的中 �� ３０３４８（６７番人気）
馬単票数 計８１３０８１３ 的中 �� ９６６３（１１７番人気）
ワイド票数 計４２７３３４０ 的中 �� １１４５１（７２番人気）�� １８５１２（５１番人気）�� ３２１９（１１９番人気）
３連複票数 計２０３６３２８１ 的中 ��� ３０６５（４４７番人気）
３連単票数 計４１３２９４６２ 的中 ��� １００１（２３９９番人気）
５重勝票数 計８１５５５２９ 的中 ����� １ ����� ２０

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．２―１１．８―１１．９―１２．２―１１．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２２．９―３４．１―４５．９―５７．８―１：１０．０―１：２１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローブティサージュ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Singspiel デビュー ２０１２．７．１５ 函館１着

２０１０．１．２８生 牝２青 母 プチノワール 母母 リッチアフェアー ３戦２勝 賞金 ８４，４７０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アメージングムーン号・エフティチャーミー号・オツウ号・オーキッドレイ号・ガムザッティ号・

シャスターデイジー号・ジーブラック号・ナンシーシャイン号・ビリオネア号・ファンアットコート号・
マイネヴァイザー号

（非抽選馬） １頭 タンスチョキン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３４０４８１２月９日 晴 良 （２４阪神５）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�

み か げ

御影ステークス
発走１６時２０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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

８１４ メイショウマシュウ 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ５２０± ０１：２３．３ ４．４�

３４ スピルオーバー 牡５栗 ５７ 秋山真一郎村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５５６＋１２１：２４．０４ ５５．８�
３５ ホクセツダンス 牝４栗 ５５ 浜中 俊平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４４４＋ ４１：２４．２１� ３１．７�
６１０ ト ラ バ ン ト 牡４栗 ５７ 丸山 元気吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２６＋ ４１：２４．４１� １６．５�
７１２	 キモンレッド 牝４栗 ５５ 幸 英明小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 ４６２－ ４１：２４．６１ １２．５�
２２ イチエイクリッパー 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５０８－１０ 〃 クビ ２２１．０�
５９ 	 ポアゾンブラック 牡３青鹿５６ 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 ５２６＋２４１：２４．７� ７９．４�
２３ ステキナシャチョウ 牡５鹿 ５７ 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 ４６６＋ ２１：２４．８クビ １１２．９	
７１３ レッドヴァンクール 牡６鹿 ５７ M．デムーロ 
東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５２４－ ４１：２５．１２ １８．４�

（伊）

４７ ニ チ リ ン 牡５栗 ５７ 国分 恭介
嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B４８４＋ ８ 〃 ハナ ２８１．８�
１１ エーシンビートロン 牡６黒鹿５７ 川田 将雅
栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 ４８２＋ ４１：２５．２クビ ７．１
４６ 	 コパノカチーノ 牡６栗 ５７ 松山 弘平小林 祥晃氏 崎山 博樹 日高 ヤナガワ牧場 ５２８＋ ８１：２５．３� ２５５．８�
５８ キ ズ マ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９２－ ２ 〃 ハナ ２．７�
６１１ アルゴリズム 牡４芦 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B４８０－ ４ 〃 アタマ ４．３�
８１５ ヒシコモンズ 牡６栗 ５７ 三浦 皇成阿部 雅英氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８８± ０１：２６．４７ １９９．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８０，６１３，８００円 複勝： １１６，００２，３００円 枠連： ５２，９５０，２００円

馬連： １９５，８６２，３００円 馬単： １１５，９６９，４００円 ワイド： ７９，８６４，４００円

３連複： ２５０，２５７，１００円 ３連単： ４９４，５８０，０００円 計： １，３８６，０９９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２００円 � ９７０円 � ５９０円 枠 連（３－８） ４，０８０円

馬 連 �� ９，５３０円 馬 単 �� １４，６００円

ワ イ ド �� ２，３９０円 �� １，７８０円 �� ５，４４０円

３ 連 複 ��� ５１，０８０円 ３ 連 単 ��� ２７６，５２０円

票 数

単勝票数 計 ８０６１３８ 的中 � １４５２１２（３番人気）
複勝票数 計１１６００２３ 的中 � １９８３５４（３番人気）� ２６７８７（９番人気）� ４６２８９（８番人気）
枠連票数 計 ５２９５０２ 的中 （３－８） ９５９６（１５番人気）
馬連票数 計１９５８６２３ 的中 �� １５１７５（２６番人気）
馬単票数 計１１５９６９４ 的中 �� ５８６４（４４番人気）
ワイド票数 計 ７９８６４４ 的中 �� ８２６４（２５番人気）�� １１２４２（２２番人気）�� ３５６０（３９番人気）
３連複票数 計２５０２５７１ 的中 ��� ３６１６（１０３番人気）
３連単票数 計４９４５８００ 的中 ��� １３２０（５１３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．１―１１．９―１２．５―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．７―３３．８―４５．７―５８．２―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウマシュウ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１１．１．９ 京都１着

２００８．４．１生 牡４黒鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア １０戦５勝 賞金 ７６，３４１，０００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。

５レース目



（２４阪神５）第４日 １２月９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３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

３１２，２６０，０００円
２，０８０，０００円
８，４２０，０００円
３，２５０，０００円
２８，６８０，０００円
６０，６０４，０００円
５，１６４，０００円
１，６６０，８００円

勝馬投票券売得金
７１７，８５６，１００円
９９９，４０２，２００円
５４５，５９３，０００円
２，２７６，６３５，７００円
１，３４７，８３０，５００円
７９２，６５５，８００円
３，１１６，１９６，７００円
６，１６９，４６４，０００円
８１５，５５２，９００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
５ 重 勝
計 １６，７８１，１８６，９００円

総入場人員 ２４，２３４名 （有料入場人員 ２２，２５４名）


