
３４０２５１２月９日 曇 稍重 （１８阪神３）第３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

１：５２．５
１：５２．５

不良

不良

６６ メイショウエグル 牡２鹿 ５５ 幸 英明松本 好雄氏 池添 兼雄 静内 フジワラフアーム ５２４＋ ４１：５５．３ ６．３�

７９ ジョーモルデュー 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４５２－ ４１：５６．６８ ８．６�
２２ � チアズジョイ 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二北村キヨ子氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４９２－ ４１：５６．７� ５．２�
５５ � ディジュリドゥー 牡２鹿 ５５ 四位 洋文�錦岡牧場 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ５００＋ ２１：５６．９１� ２．４�
７８ ゴールデンエビス 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三山本 廣氏 服部 利之 静内 静内白井牧場 ４９６＋ ４１：５７．５３� １６．２�
４４ �� ゴーストライター 牡２黒鹿５５ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 三石 中村 和夫 ５３８± ０ 〃 ハナ ６．１�
１１ � マルカグレイシー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：５８．６７ ５８．１	
６７ ファイトシーン 牡２黒鹿５５ 本田 優村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４６６－ ６１：５９．２３� ３２．０

８１０� カルストンチーター 牡２青 ５５ 熊沢 重文清水 貞光氏 大根田裕之 様似 �村 伸一 ４５６－ ２２：００．０５ ３６．１�
８１１ ユウターディーン 牡２黒鹿５５ 吉田 稔上山 利広氏 西橋 豊治 浦河 大道牧場 ４８４－ ６ 〃 ハナ １６．８�

（愛知）

３３ � テイエムニンジャ 牡２鹿 ５５ 安部 幸夫竹園 正繼氏 五十嵐忠男 三石 猪野毛牧場 ４７２－ ８２：０２．１大差 １７２．０
（愛知）

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，８７１，３００円 複勝： １７，８０６，６００円 枠連： １６，８２１，７００円

普通馬連： ５３，３９３，４００円 馬単： ５１，４７３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５，０６４，７００円

３連複： ７６，３８８，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２４３，８２０，２００円

払 戻 金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２００円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（６－７） １，１８０円

普通馬連 �� ２，７８０円 馬 単 �� ４，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ７００円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ４，２５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２８７１３ 的中 � １６３２８（４番人気）
複勝票数 計 １７８０６６ 的中 � ２３１３３（３番人気）� １９８７１（５番人気）� ３３６９７（２番人気）
枠連票数 計 １６８２１７ 的中 （６－７） １０５６８（６番人気）
普通馬連票数 計 ５３３９３４ 的中 �� １４１９０（１２番人気）
馬単票数 計 ５１４７３６ 的中 �� ７８９２（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５０６４７ 的中 �� ４１０８（１３番人気）�� ５３６９（９番人気）�� ６４７９（６番人気）
３連複票数 計 ７６３８８９ 的中 ��� １３２９２（１６番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１３．５―１３．３―１３．４―１３．０―１２．８―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３７．２―５０．５―１：０３．９―１：１６．９―１：２９．７―１：４２．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウエグル �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．７．２３ 新潟５着

２００４．３．２０生 牡２鹿 母 ダンツプリンセス 母母 ミラクルミユキ ４戦１勝 賞金 ６，４５０，０００円
〔制裁〕 ディジュリドゥー号の騎手四位洋文は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムニンジャ号は，平成１９年１月９日まで平地競走に出走できない。
※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。



３４０２６１２月９日 曇 稍重 （１８阪神３）第３日 第２競走 ��
��１，４００�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

１：２４．５
１：２３．１

良

重

５１０� テラノフォースワン 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二寺田 寿男氏 昆 貢 米 Foxfield ５２８± ０１：２６．３ １．２�

６１２� アグネストップ 牡２黒鹿５５ O．ペリエ 渡辺 孝男氏 宮本 博 米 Douglas
Arnold ４７８＋ ２１：２７．０４ １４．９�

（仏）

６１１� デヴィッドバローズ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 三石 ヒサイファーム ５１８＋ ４１：２７．１クビ ３７．７�
１２ タニノロッキー 牡２栗 ５５ 長谷川浩大谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４５２± ０１：２７．３１ １６．０�
８１６� ロードオブザスター 牡２黒鹿５５ 福永 祐一青山 洋一氏 森 秀行 米 Mr. & Mrs. Mar-

tin J. Wygod B４８８± ０１：２７．６２ １９．２�
３５ �� オースミオペラ 牡２栗 ５５ 川島 信二�オースミ 安藤 正敏 門別 下河辺牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ３０９．３�
２３ マイネルガリレイ 牡２栗 ５５ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４４＋ ４１：２７．７クビ １８．４	

８１５� ナムラマハラジャ 牡２栗 ５５
５２ ▲田村 太雅奈村 信重氏 橋本 寿正 新冠 つつみ牧場 ４７８± ０１：２８．０１	 ４４８．０


１１ ショウナンライジン 牡２芦 ５５ 幸 英明国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４９４－ ２１：２８．２１ ４６．８�

２４ オーナードリーム 牡２鹿 ５５ 安部 幸夫佐々木実子氏 湯浅 三郎 浦河 オーナー牧場 ４９６± ０１：２９．２６ ２３２．０�
（愛知）

４７ マイネルビスタ 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 富本 茂喜 ４４８＋ ２１：２９．４１
 １９．５

３６ レッドソウル 牡２鹿 ５５
５２ ▲船曳 文士 �天羽�治牧場 古川 平 浦河 三栄牧場 ４５８＋ ６１：２９．５クビ ９６．２�

７１４� カネコメアクティブ 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉�岡 義雄氏 野元 昭 白老 社台牧場 ４５２－ ４１：２９．６
 ４８７．６�
７１３ リバートーマス 牡２栗 ５５ 小牧 太河越 武治氏 須貝 彦三 門別 小岩ファーム B４５８－ ６１：２９．８１
 ４３０．５�
４８ � ダ ル マ 牡２鹿 ５５ 吉田 稔幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 Pat Holden ４６８＋ ８１：３０．２２
 ４０４．８�

（愛知）

５９ バトルエリーゼ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介宮川 秋信氏 太宰 義人 門別 下河辺牧場 ４６２－ ４１：３２．４大差 ５７７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６０３，８００円 複勝： ２４，５６５，７００円 枠連： ２０，９９０，６００円

普通馬連： ６８，４０９，９００円 馬単： ８５，７４３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５４２，８００円

３連複： １００，５６１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３４８，４１８，２００円

払 戻 金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ４００円 枠 連（５－６） ４２０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ５８０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ２，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６６０３８ 的中 � １８９５５０（１番人気）
複勝票数 計 ２４５６５７ 的中 � １０４３０９（１番人気）� ３０３２１（２番人気）� ９１８０（７番人気）
枠連票数 計 ２０９９０６ 的中 （５－６） ３７６１６（２番人気）
普通馬連票数 計 ６８４０９９ 的中 �� ９５６５７（３番人気）
馬単票数 計 ８５７４３５ 的中 �� ９９７６６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５４２８ 的中 �� ２６２１６（１番人気）�� ８７５７（６番人気）�� ３７３２（１５番人気）
３連複票数 計１００５６１９ 的中 ��� ３３４２５（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．４―４８．０―１：００．４―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テラノフォースワン �
�
父 Crafty Prospector �

�
母父 Ogygian デビュー ２００６．１１．１１ 京都２着

２００４．３．２７生 牡２鹿 母 Ligurian 母母 Ida’s Image ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 ショウナンライジン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 レッドソウル号の騎手船曳文士は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 ショウナンライジン号は，発走調教再審査。
〔その他〕 バトルエリーゼ号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※ショウナンライジン号は，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または施行団体名を表示している。



３４０２７１２月９日 曇 良 （１８阪神３）第３日 第３競走 ��
��１，２００�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

１：０８．８
１：０７．８

良

良

２３ � ウルトラソウル 牡２芦 ５５ O．ペリエ �天羽�治牧場 古川 平 浦河 三栄牧場 ４５６＋ ２１：１０．０ ５．９�
（仏）

４７ シルクレグナム 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二有限会社シルク山内 研二 鵡川 上水牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ２．０�
７１３ ブラックホール 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ

ジメント 太宰 義人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８－ ８１：１０．２１� ５．０�
１１ 	 シゲルアリガトウ 牡２鹿 ５５ 吉田 稔森中 蕃氏 坪 憲章 鵡川 桑原牧場 ４６６－ ２１：１０．４１� ７５．４�

（愛知）

７１２ ホウライパレード 牝２黒鹿５４ 小牧 太橋元 幸平氏 平田 修 門別 福満牧場 ４５８－ ２１：１０．５
 ７５．４�
４６ � レミーエンジェル 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉大井 京氏 梅内 忍 静内（有）石川牧場 ４７０－ ６ 〃 ハナ １３．４�
６１０ フ ウ ハ ク 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介国光 正憲氏 中川 公成 青森 明成牧場 ４６８－ ４１：１１．０３ １４１．７�
８１５ ポールシャトル 牡２栗 ５５ 本田 優宮原 廣伸氏 昆 貢 静内 グランド牧場 ４９２－１０ 〃 ハナ ３０．１	
２２ ヒノデプリンセス 牝２鹿 ５４ 安部 幸夫北所 直人氏 野村 彰彦 新冠 小泉牧場 ４３２－１０１：１１．１� １８３．３


（愛知）

３５ 	 サ ー ブ ル ス 牡２鹿 ５５ 四位 洋文幅田 昌伸氏 池添 兼雄 門別 中前 義隆 ４５８－ ４１：１１．２
 ２０．８�
５９ サクラサンビーム 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三�さくらコマース佐々木晶三 静内 原 光彦 ４５０± ０ 〃 クビ ３１．１
８１４� ヒシアスペン 牝２栗 ５４ 福永 祐一阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Allen E. Paul-

son Living Trust ４９０＋ ６１：１１．４１� ７．７�
３４ ニホンピロアニカ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文小林百太郎氏 田所 秀孝 静内 福岡 清 ４３８－ ２ 〃 アタマ １５１．４�
６１１ タカオストロング 牡２黒鹿５５ 長谷川浩大櫻井 登氏 野元 昭 新冠 川上 悦夫 ４６２± ０１：１１．６１
 ２３６．５�
５８ � リアルアンサー 牝２栗 ５４ 幸 英明小野 博郷氏 大根田裕之 新冠 石田牧場 ４０４＋ ８１：１１．９１� ２３３．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，５６１，３００円 複勝： ２４，０７７，９００円 枠連： ２２，７０９，２００円

普通馬連： ６９，３３５，７００円 馬単： ７７，９９３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５４９，３００円

３連複： １０２，８２８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３３５，０５５，３００円

払 戻 金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １７０円 � １００円 � １４０円 枠 連（２－４） ５１０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ４９０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６５６１３ 的中 � ２２２６４（３番人気）
複勝票数 計 ２４０７７９ 的中 � ２６６０６（３番人気）� １０１４９２（１番人気）� ３５６７７（２番人気）
枠連票数 計 ２２７０９２ 的中 （２－４） ３３３０７（３番人気）
普通馬連票数 計 ６９３３５７ 的中 �� ９１１２７（２番人気）
馬単票数 計 ７７９９３８ 的中 �� ３５７１２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５４９３ 的中 �� ２３３７４（２番人気）�� ９０５６（６番人気）�� ３３０６０（１番人気）
３連複票数 計１０２８２８１ 的中 ��� ９４８５５（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．１―１１．３―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．３―４５．６―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウルトラソウル �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００６．１０．２８ 京都２着

２００４．５．１９生 牡２芦 母 サンエイブレイヴ 母母 エ ル ビ ー ト ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。



３４０２８１２月９日 曇 稍重 （１８阪神３）第３日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時４０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

１：１１．５
１：１０．９

重

不良

１１ �� フェザーウイング 牡２栗 ５５ 小牧 太鳴戸 雄一氏 服部 利之 伊達 宮井 孝典 ４７６ ―１：１４．４ １．９�

７９ � オーミバンディエラ 牡２鹿 ５５ 吉田 稔岩� 僖澄氏 古川 平 新冠 清水 克則 ４７２ ―１：１４．８２� ８７．４�
（愛知）

２２ � グランプリジョニー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�グランプリ 森 秀行 門別 目黒牧場 ４５６ ―１：１５．３３ ３．６�
８１０� シゲルオブリガード 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三森中 蕃氏 西園 正都 新冠 競優牧場 ４９２ ―１：１５．８２＋１� １８．０�
６７ � アドマイヤミスティ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 正 浦河 辻 牧場 ４６０ ― 〃 アタマ ４．５�
５５ �� サンタナイト 牡２鹿 ５５ 金折 知則佐々木孝之氏 境 直行 門別 ナカノファーム ４６８ ― （降着） ４８．９�
４４ ペプチドホマレ 牡２鹿 ５５ 菊地 昇吾沼川 一彦氏 橋本 寿正 浦河 成隆牧場 ４９０ ―１：１６．０１� ４３．０	
６６ ワンダーフガタ 牡２鹿 ５５ 服部 剛史山本 信行氏 領家 政蔵 三石 フクダファーム ４９２ ―１：１６．４２� １０９．９

３３ ウインクルハード 牝２青鹿５４ 幸 英明�有能 木原 一良 三石 猪野毛牧場 ３９４ ―１：１７．１４ ６０．７�
７８ コスモテレストル 牡２黒鹿５５ 長谷川浩大 �ビッグレッドファーム 大根田裕之 新冠 ビッグレッドファーム ５３２ ―１：１８．７１０ １１．５
８１１ テイエムドラドラ 牡２鹿 ５５ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 鮫川 啓一 ４３４ ―１：１９．８７ １８０．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，５４９，８００円 複勝： １３，３００，４００円 枠連： ２５，４７７，６００円

普通馬連： ５０，１６１，１００円 馬単： ７１，５１５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１５２，３００円

３連複： ７９，０９１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２６９，２４８，５００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ９１０円 � １３０円 枠 連（１－７） ６７０円

普通馬連 �� ７，７７０円 馬 単 �� １０，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９００円 �� １９０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� ４，８３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５５４９８ 的中 � ６５６２３（１番人気）
複勝票数 計 １３３００４ 的中 � ４５６９５（１番人気）� １８８３（９番人気）� ３０８１９（２番人気）
枠連票数 計 ２５４７７６ 的中 （１－７） ２８３８２（３番人気）
普通馬連票数 計 ５０１６１１ 的中 �� ４７６６（１８番人気）
馬単票数 計 ７１５１５８ 的中 �� ５１３２（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１５２３ 的中 �� １５３２（１８番人気）�� ２５４０９（１番人気）�� １３４５（２１番人気）
３連複票数 計 ７９０９１５ 的中 ��� １２１０９（１３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．３―１２．５―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２３．９―３６．２―４８．７―１：０１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３８．２
３ １，１０－９－２，５，６（３，７）＝１１，８，４ ４ ・（１，１０）－９－（６，２，７）５－３－４＝（１１，８）

勝馬の
紹 介

�
�
フェザーウイング �

�
父 ニューイングランド �

�
母父 Septieme Ciel 初出走

２００４．５．２２生 牡２栗 母 ハ ゴ ロ モ 母母 デ ィ ー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔降着〕 サンタナイト号は，４位〔タイム１分１５秒６，着差２馬身〕に入線したが，決勝線手前で急に外側に斜行して「アドマイヤミスティ」号

の走行を妨害したため６着に降着。
〔制裁〕 サンタナイト号の騎手金折知則は，決勝線手前で急に外側に斜行したことについて平成１８年１２月１６日から平成１８年１２月

２４日まで騎乗停止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムドラドラ号は，平成１９年１月９日まで平地競走に出走できない。
※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。



３４０２９１２月９日 曇 良 （１８阪神３）第３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，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

２４ � ニシノマナムスメ 牝２青鹿５４ 藤田 伸二西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４４４ ―１：３６．２ １．７�

４８ � タガノグラマラス 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４５６ ―１：３６．３� ７．７�

１１ � ザ リ ー ン 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４１６ ―１：３６．９３� １７．３�
８１７� サダムモンシュシュ 牝２鹿 ５４ 吉田 稔大西 定氏 西園 正都 三石 澤田 嘉隆 ４３８ ―１：３７．１１� １８８．９�

（愛知）

７１５� ボーテセレスト 牝２鹿 ５４ 田中 勝春�錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ３９４ ― 〃 アタマ ２１０．８�
１２ � キシュウレインボー 牝２栗 ５４ 安部 幸夫木村 昌三氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４０８ ―１：３７．３１� ６４．４�

（愛知）

３５ アップステージ 牝２栗 ５４ M．モンテリーゾ �ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 浦河 日進牧場 ４４４ ―１：３７．６１� ５６．１	
（伊）

３６ �� ビュティフルローズ 牝２栗 ５４ 小牧 太谷水 雄三氏 岡田 稲男 新冠 村上牧場 ４６６ ― 〃 アタマ ２０３．５

５９ レディカーニバル 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 三石 ケイアイファーム ４４８ ―１：３７．７クビ ９．１�
８１６ オーミメリッサ 牝２青 ５４ 四位 洋文岩� 僖澄氏 田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４２６ ― 〃 クビ ３８．１�
７１４ メイショウフォンテ 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 福島 勝 門別 藤本ファーム ４８６ ―１：３７．８� １９４．０
２３ インプレスゴールド 牝２栗 ５４ 長谷川浩大下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４３６ ― 〃 クビ ２２．２�
４７ � テイエムメガミ 牝２青鹿５４ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 門別 藤本ファーム ４６２ ―１：３７．９クビ ８８．２�
７１３� グローバルフィート 牝２栗 ５４ 幸 英明下河�行雄氏 松元 省一 門別 下河辺牧場 ４７０ ―１：３８．０� １４．９�
５１０� ウィンナワルツ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一吉田 千津氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４１２ ―１：３８．１� ６．５�
６１２ コンバットコマンダ 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉田代 義弘氏 野元 昭 新冠 武田牧場 ４２０ ―１：３９．２７ ４２４．８�
８１８� クリノスミレホーム 牝２鹿 ５４ 本田 優栗本 守氏 田所 秀孝 静内 佐竹 学 ４５４ ―１：３９．７３ ２９４．３�
６１１� エリモウィッチ 牝２黒鹿５４ 石橋 守山本 敏晴氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４９０ ―１：４０．４４ １８９．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，８２６，９００円 複勝： ２４，０７７，９００円 枠連： ２４，８２０，７００円

普通馬連： ７４，０５０，７００円 馬単： ８８，８２９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６６６，５００円

３連複： １０５，４２９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３６２，７０１，３００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２７０円 枠 連（２－４） ５６０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ４７０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ２，０１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３８２６９ 的中 � １１２７８０（１番人気）
複勝票数 計 ２４０７７９ 的中 � ９５３８２（１番人気）� ３３３８７（２番人気）� １４５１５（５番人気）
枠連票数 計 ２４８２０７ 的中 （２－４） ３３０２８（２番人気）
普通馬連票数 計 ７４０５０７ 的中 �� ９２１３０（２番人気）
馬単票数 計 ８８８２９３ 的中 �� ８００６４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６６６５ 的中 �� ２４３９６（１番人気）�� １１２８５（５番人気）�� ３１０２（１８番人気）
３連複票数 計１０５４２９３ 的中 ��� ３８８３４（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３６．６―４９．５―１：０１．９―１：１３．３―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ニシノマナムスメ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Majestic Light 初出走

２００４．５．３０生 牝２青鹿 母 ニシノフラワー 母母 デユプリシト 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。



３４０３０１２月９日 小雨 稍重 （１８阪神３）第３日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１４ ワイエムサチ 牝４栃栗５５ 内田 浩一ワイエム観光� 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 B４７４－ ４１：５４．０ １３．８�

３３ アイノグレゴリー 牡３栗 ５６ O．ペリエ 田中 充氏 安達 昭夫 門別 豊洋牧場 ４５６± ０ 〃 アタマ ２７．０�
（仏）

１１ アドマイヤグレイト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 新冠 石田牧場 ５３６＋ ４１：５４．７４ ３．８�
７１１ メイショウチョイス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５５０＋ ４１：５４．８� ８７．９�
２２ � ワンダータイキ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム B４７０－ ２１：５５．０１ ４１．７�
６９ 	 プレシャスピクセル 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 中竹 和也 米 Grousemo

nt Farm ４７２－ ６ 〃 クビ ２１．８�
７１２�
 ダンスアジョイ 牡５黒鹿５７ 幸 英明加藤 泰章氏 山本 正司 門別 白瀬 明 B５２２＋ ２１：５５．１クビ ３．４	
４６ ダイシンハーバー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大八木信行氏 松田 博資 静内 矢野牧場 ４６４＋ ８１：５５．２� ５．０

８１３ ヤマニンコーリング 牡４鹿 ５７ 四位 洋文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４８８＋ ４ 〃 アタマ ５６．７�
３４ フォーリクラッセ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９６－ ６１：５５．５２ ７．２
４５ メイショウゴジラ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 福島 勝 浦河 辻 牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ６２．０�
５８ ダカールシチー 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大 �友駿ホースクラブ 池添 兼雄 静内 光丘牧場 B４７４± ０１：５５．７１ ９．８�
５７ ホッコーランチャー 牡５鹿 ５７ 上村 洋行矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ５２６＋ ２１：５６．１２� １０４．０�
６１０ ポートメリヨン 牝５黒鹿５５ 熊沢 重文�下河辺牧場 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ４７０＋２０１：５６．２� ４２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，３１７，３００円 複勝： ２５，７８８，４００円 枠連： ２２，３５１，１００円

普通馬連： ８８，７６５，１００円 馬単： ７３，８００，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０３７，０００円

３連複： １１９，１３７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３７５，１９６，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ３８０円 � ６００円 � ２００円 枠 連（３－８） ２，３９０円

普通馬連 �� １４，６４０円 馬 単 �� ２７，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３２０円 �� １，１３０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ２３，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０３１７３ 的中 � １１６５３（６番人気）
複勝票数 計 ２５７８８４ 的中 � １６６７７（６番人気）� ９８４５（７番人気）� ４１８２４（２番人気）
枠連票数 計 ２２３５１１ 的中 （３－８） ６９２０（１０番人気）
普通馬連票数 計 ８８７６５１ 的中 �� ４４７５（４３番人気）
馬単票数 計 ７３８００３ 的中 �� １９５１（７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０３７０ 的中 �� １３９３（４４番人気）�� ５６４２（１２番人気）�� ３３０８（２１番人気）
３連複票数 計１１９１３７１ 的中 ��� ３７９９（７４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１３．２―１２．５―１２．８―１２．７―１２．７―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３７．３―４９．８―１：０２．６―１：１５．３―１：２８．０―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワイエムサチ �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 ミルフオード デビュー ２００５．４．９ 阪神９着

２００２．４．１０生 牝４栃栗 母 ラックムゲン 母母 プリンセンスラム １６戦２勝 賞金 １８，１８０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 アドマイヤグレイト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アドマイヤグレイト号の騎手福永祐一は，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。
※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。



３４０３１１２月９日 小雨 稍重 （１８阪神３）第３日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２４ � カリプソパンチ 牡５栗 ５７ 藤田 伸二金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７８± ０１：２５．３ ７．９�

６１１� カイテキネオ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大国本 勇氏 中尾 秀正 門別 前川 義則 ４６２＋ ２１：２５．５１	 １３．５�
８１５ ハ ス フ ェ ル 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三�アカデミー 南井 克巳 静内 千代田牧場 B４６０＋ ２１：２５．７１
 １４．１�
３６ � オッティミスタ 牡４栗 ５７ 太宰 啓介藤田 孟司氏 太宰 義人 早来 ノーザンファーム ５３０± ０ 〃 ハナ １２．８�
５９ � コレデイイノダ 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７４＋２０１：２５．８� ２．９�
３５ � セレスクラブ 牡４鹿 ５７ O．ペリエ 岡 浩二氏 鮫島 一歩 浦河 村下牧場 ４８０± ０ 〃 アタマ ２６．９�

（仏）

８１６ マルブツランナー 牡３栗 ５６ 吉田 稔大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４６８＋１２１：２５．９クビ ２５．０	
（愛知）

１１ � ソリッドエビデンス 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠平井 卓志氏 加藤 征弘 米 Fontaine-
bleau Farm ４３４± ０１：２６．０
 １４．３


１２ � トーセンハミング 牡７黒鹿５７ 藤岡 佑介島川 �哉氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：２６．１
 １８９．１�
４７ � ゼンノグッドウッド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春大迫久美子氏 武 邦彦 千歳 社台ファーム ５３０＋ ４ 〃 アタマ ２０．６
２３ ハリーコマンド �６黒鹿５７ 小牧 太高田 久成氏 鹿戸 幸治 三石 本桐牧場 ４８６＋ ６１：２６．２クビ ７９．３�
４８ ビッグジェム 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲上野 翔沼川 一彦氏 瀬戸口 勉 浦河 杵臼牧場 ５０４＋ ４１：２６．５２ ９．９�
７１４� ダノンビクトリー 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫�ダノックス 田島 良保 米 G. Watts

Humphrey ４７０＋ ４１：２７．０３ ９０．６�
（愛知）

５１０� ゴールドヴェイン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４５２－ ８１：２７．１
 ８９．５�
６１２ アイシースズカ 牝６黒鹿５５ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ３８．４�
７１３� ブ イ ト ー ル 牡３栗 ５６ 川島 信二前田 幸治氏 清水 出美 米 Curtis C.

Green ５１８＋ ６１：２７．４２ ５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８２２，９００円 複勝： ３１，６９８，６００円 枠連： ３１，８０９，３００円

普通馬連： １０８，３４１，９００円 馬単： ８４，４００，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，３０９，８００円

３連複： １３９，２５０，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４４３，６３３，９００円

払 戻 金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３１０円 � ４７０円 � ５００円 枠 連（２－６） ３，９２０円

普通馬連 �� ５，７９０円 馬 単 �� ９，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９７０円 �� ２，５００円 �� ２，７１０円

３ 連 複 ��� ３５，７４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０８２２９ 的中 � ２０９４２（３番人気）
複勝票数 計 ３１６９８６ 的中 � ２８７６５（３番人気）� １７４８３（７番人気）� １６１５８（８番人気）
枠連票数 計 ３１８０９３ 的中 （２－６） ６０００（２０番人気）
普通馬連票数 計１０８３４１９ 的中 �� １３８２４（２１番人気）
馬単票数 計 ８４４００８ 的中 �� ６７０５（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７３０９８ 的中 �� ３４３６（２３番人気）�� ２６８２（３２番人気）�� ２４７２（３５番人気）
３連複票数 計１３９２５０６ 的中 ��� ２８７６（１２７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．１―１２．６―１２．２―１１．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．４―３５．５―４８．１―１：００．３―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カリプソパンチ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Irish River デビュー ２００３．９．１３ 札幌４着

２００１．１．２８生 牡５栗 母 カクテルリコ 母母 Animation ２７戦３勝 賞金 ８８，９８４，０００円
〔発走状況〕 ゴールドヴェイン号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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） ７頭 エアオーサム号・エイシンアスワン号・スマートカイザー号・ナムラアトランテス号・フミノシンタ号・

マンジュデンコウベ号・ミヤジヒート号
※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。



３４０３２１２月９日 小雨 良 （１８阪神３）第３日 第８競走 ��３，９００�三木ホースランドパークジャンプステークス
発走１４時００分 （ 芝 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�
増，１７．１２．１０以降未出走馬および未勝利馬１�減

（財）三木山人と馬とのふれあいの森協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 １８，０００，０００円 ７，２００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，８００，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード４：１９．８良

５６ � クルワザード 牡４栗 ６０ 今村 康成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 ４５２－ ６４：２４．８ １９．０�

６７ ラブアフェアー 牡４黒鹿６０ 西谷 誠�協栄 瀬戸口 勉 門別 日高大洋牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ４．５�
２２ � テイエムジェネラス 牡７栗 ６０ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 福島 勝 新冠 競優牧場 ４６８＋１６４：２５．１１� ３３．９�
８１１� フリースタイル 牡５黒鹿６０ 田中 剛吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ５３６＋１２４：２５．７３� １０．９�
１１ � キタサンブシドウ 牡４栗 ６０ 熊沢 重文�大野商事 湯浅 三郎 三石 米田牧場 ５０８－ ２４：２６．３３� ４．５�
３３ � シャフツベリー 牡７鹿 ６０ 宗像 徹�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ４８４－１４ 〃 アタマ ５．０	
５５ � マイビッグドリーム 牡５栗 ５９ 内田 浩一小川 勲氏 武 宏平 浦河 安原 実 ４２２－１８４：２６．４クビ １２．７

７９ 	 メイショウピューマ 牡５鹿 ６０ 嘉堂 信雄松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４８４－ ２ 〃 アタマ ２７．９�
７１０� テイエムキャット 牡５栗 ５９ 植野 貴也竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 富田牧場 ５３２＋ ２４：２６．５� ４４．１�
８１２ シャンディムーン 牝５鹿 ５８ 白坂 聡小林 久義氏 高橋 隆 静内 桜井牧場 ４３６－ ６４：２７．３５ １２７．３
６８ � デンコウグリーン 牡３鹿 ５８ 白浜 雄造田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 本巣 敦 ４６６－ ２ （競走中止） ３．４�

（１１頭）
４４ リキアイガイセン 牡５鹿 ５９ 金折 知則高山 幸雄氏 菅原 泰夫 静内 岡田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １５，７１８，５００円 複勝： １７，７１２，８００円 枠連： ２４，９５４，３００円

普通馬連： ８２，４７２，９００円 馬単： ８３，１８１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９７０，３００円

３連複： １２５，５３８，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３６８，５４９，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，９００円 複 勝 � ４３０円 � １７０円 � ７１０円 枠 連（５－６） ９４０円

普通馬連 �� ４，３２０円 馬 単 �� １０，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� ４，７７０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� ４２，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５７１８５ 的中 � ６５２４（７番人気）
複勝票数 計 １７７１２８ 的中 � ９７４９（７番人気）� ３６１７８（２番人気）� ５３８２（８番人気）
枠連票数 計 ２４９５４３ 的中 （５－６） １９６２２（４番人気）
普通馬連票数 計 ８２４７２９ 的中 �� １４０９２（１７番人気）
馬単票数 計 ８３１８１３ 的中 �� ５８５９（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９７０３ 的中 �� ３４３１（１７番人気）�� ９５９（３６番人気）�� ２２４６（２３番人気）
３連複票数 計１２５５３８９ 的中 ��� ２１６７（８２番人気）

上り １マイル １：４７．３ ４F ５３．２－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�クルワザード �
�
父 タマモクロス �

�
母父 イ ブ ン ベ イ デビュー ２００５．４．３ 福島９着

２００２．４．２９生 牡４栗 母 タケノパンジー 母母 タケノダンサー 障害：８戦２勝 賞金 ３４，７６６，０００円
〔出走取消〕 リキアイガイセン号は，疾病〔創傷性左角膜炎〕のため出走取消。
〔競走中止〕 デンコウグリーン号は，２周目８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。



３４０３３１２月９日 曇 良 （１８阪神３）第３日 第９競走 ��
��２，０００�エ リ カ 賞

発走１４時３５分 （芝・右）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．８
１：５９．９

良

良

３３ �� ダノンジュンコウ 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ５０２＋ ８２：０２．１ ６．７�

１１ � ヴァルプリス 牡２栗 ５５ O．ペリエ �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２＋１６２：０２．２� ５．３�

（仏）

７１０� ブラックオリーブ 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４８０± ０２：０２．３� ２．０�
８１１� マルカハンニバル 牡２黒鹿５５ 福永 祐一河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４６６± ０２：０２．４クビ ５．６�
６７ サンツェッペリン 牡２鹿 ５５ 本田 優加藤 信之氏 斎藤 誠 門別 道見牧場 ４７０＋ ４２：０２．５� ８．０�
２２ � エ ル ヴ ィ ス 牡２黒鹿５５ 川島 信二折手 邦雄氏 田島 良保 三石 折手牧場 ４６６－ ２２：０２．６クビ ３５．９	
５５ � アルナスライン 牡２鹿 ５５ 小牧 太 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５４８－ ４２：０２．９１� ３５．１

７９ 	 フィールドウイナー 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ４９６± ０２：０３．２１� ４７．５�
４４ �� デンタルスピリット 牝２芦 ５４ 太宰 啓介安田 光則氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４９０± ０２：０４．０５ ２３３．９�
５６ � テンエイヤシャマル 牡２鹿 ５５ 幸 英明熊坂富寿雄氏 北出 成人 福島 農事組合法人

熊坂開発 ４５４－ ４２：０４．３１� ４１．３
６８ 
 トミノダンディ 牡２栗 ５５ 安部 幸夫冨藤 敏男氏 藤田 正治 新冠 安達 洋生 ４６２－ ８ 〃 クビ ３９８．２�

（笠松） （愛知）

８１２
 マイレディーキセキ 牝２青 ５４ 吉田 稔中村 敏明氏 角田 輝也 浦河 中村 雅明 ４４４－１０２：０４．７２� ５１８．３�
（愛知） （愛知）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４１，４３４，７００円 複勝： ５３，７２５，３００円 枠連： ２８，８８７，６００円

普通馬連： １６５，４６０，３００円 馬単： １３４，６８３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，５９１，７００円

３連複： １５２，９６８，９００円 ３連単： ４２１，９３０，３００円 計： １，０３９，６８１，９００円

払 戻 金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（１－３） １，４００円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ２９０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 ��� ７，４００円

票 数

単勝票数 計 ４１４３４７ 的中 � ４８９７３（４番人気）
複勝票数 計 ５３７２５３ 的中 � ７１３７３（４番人気）� ７１７１１（３番人気）� １６２５１０（１番人気）
枠連票数 計 ２８８８７６ 的中 （１－３） １５２５４（８番人気）
普通馬連票数 計１６５４６０３ 的中 �� ８５６１９（６番人気）
馬単票数 計１３４６８３１ 的中 �� ３２８２４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０５９１７ 的中 �� １８１４７（８番人気）�� ３５５０９（３番人気）�� ４３５１１（２番人気）
３連複票数 計１５２９６８９ 的中 ��� １１５２４１（３番人気）
３連単票数 計４２１９３０３ 的中 ��� ４２１０７（２３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１２．３―１３．１―１３．０―１３．１―１２．５―１１．４―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．４―３５．７―４８．８―１：０１．８―１：１４．９―１：２７．４―１：３８．８―１：５０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
ダノンジュンコウ �

�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００６．７．２９ 小倉２着

２００４．２．１生 牡２栗 母 レ ー ス カ ム 母母 Video ３戦２勝 賞金 １８，０６６，０００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。



３４０３４１２月９日 曇 稍重 （１８阪神３）第３日 第１０競走 ��
��２，０００�オークランドレーシングクラブトロフィー

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
オークランドレーシングクラブ賞・阪神馬主協会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � 基準タイム

中央レコード

２：０６．３
２：０１．６

良

不良

１１ ヒーローアンセム �５栗 ５７ 長谷川浩大吉田 修氏 梅内 忍 様似 �村 伸一 ４５２± ０２：０４．９ 基準タイム １２．５�

３５ � アドマイヤスバル 牡３青鹿５６ 秋山真一郎近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５０８＋ ８２：０５．７５ １３．０�
７１３ マジックアワー 牡３青鹿５６ 上村 洋行前田 幸治氏 山本 正司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８＋ ４ 〃 アタマ ２９．４�
３６ �	 スマートストリーム 牡５鹿 ５７ M．モンテリーゾ 大川 徹氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ４２：０５．９１
 ３７．９�

（伊）

６１１ ゲットアウト 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ
ジメント 太宰 義人 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３６＋１６ 〃 クビ ７３．８�

８１５�� メテオグローリー 牡４栗 ５７ 藤田 伸二サウスニア� 藤沢 和雄 愛
King Blood-
stock and R.
Scarborough

５４４－１４ 〃 アタマ ６．６	
５１０	� タガノシャンハイ 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介八木 良司氏 湯窪 幸雄 浦河 山口 義彦 ５２２＋ ２２：０６．１１
 ４４．７

２３ � マンノレーシング 牡３鹿 ５６ 小牧 太萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６４± ０２：０６．３１
 ４．２�
５９ 	 テイエムテンライ 牡６鹿 ５７ 安部 幸夫竹園 正繼氏 岩元 市三 追分 追分ファーム ４９２－ ６２：０６．４クビ １５６．６�

（愛知）

７１４� イアオニードル 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０８＋１４ 〃 ハナ ５．７

８１６� セフティーステージ 牡４鹿 ５７ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４９８＋１２ 〃 クビ １１５．１�
４７ 	 メイショウスイセイ 牡７栗 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 梅田牧場 ４５６＋ ４２：０６．５クビ １６５．６�
２４ � グランパティシエ �５黒鹿５７ 四位 洋文 �サンデーレーシング 福永 甲 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ２２：０７．４５ ６３．８�
４８ メイショウホウオウ 牡５栗 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５５２－ ２２：０７．６１
 ４．０�
６１２ タヤスターゲット 牡５栗 ５７ O．ペリエ 横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４９０± ０２：０８．０２ ３６．３�

（仏）

１２ � メイショウシャフト 牡３鹿 ５６ 角田 晃一松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５２２－ ４２：０８．１ ７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，９９３，４００円 複勝： ５０，６９１，３００円 枠連： ４３，７１６，５００円

普通馬連： ２１５，８０９，３００円 馬単： １３３，８７３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，６９８，２００円

３連複： ２００，７３０，８００円 ３連単： ４４２，７９９，４００円 計： １，１６９，３１２，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ５１０円 � ３６０円 � １，１１０円 枠 連（１－３） １，７００円

普通馬連 �� ６，７４０円 馬 単 �� １４，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０３０円 �� ７，２８０円 �� ４，３１０円

３ 連 複 ��� ７８，３４０円 ３ 連 単 ��� ４８４，１３０円

票 数

単勝票数 計 ３３９９３４ 的中 � ２１５４４（６番人気）
複勝票数 計 ５０６９１３ 的中 � ２６２６８（７番人気）� ４０５４７（６番人気）� １１０３１（１０番人気）
枠連票数 計 ４３７１６５ 的中 （１－３） １９００６（８番人気）
普通馬連票数 計２１５８０９３ 的中 �� ２３６４１（２０番人気）
馬単票数 計１３３８７３５ 的中 �� ７０４１（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７６９８２ 的中 �� ５８８６（２０番人気）�� １５９４（６２番人気）�� ２７１２（４１番人気）
３連複票数 計２００７３０８ 的中 ��� １８９１（１６２番人気）
３連単票数 計４４２７９９４ 的中 ��� ６７５（９５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．６―３４．８―４８．１―１：００．８―１：１３．６―１：２６．２―１：３８．８―１：５１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒーローアンセム �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００４．５．３０ 中京１３着

２００１．３．２４生 �５栗 母 プティママン 母母 ボージエスト ２０戦５勝 賞金 ８０，９４８，０００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 マルブツリード号・マーブルバルダー号
※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。



３４０３５１２月９日 小雨 良 （１８阪神３）第３日 第１１競走
第５９回農林水産省賞典

��
��１，８００�鳴 尾 記 念（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳以上；負担重量は，日本馬：３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，収得賞金３，０００万
円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増，�：３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

なし
１：４４．１良

２３ サクラメガワンダー 牡３栗 ５５ O．ペリエ �さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４７６＋ ８１：４６．９ 基準タイム ３．７�
（仏）

５１０ マルカシェンク 牡３黒鹿５５ 吉田 稔河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：４７．０� ５．４�
（愛知）

２４ 	 ホッコーソレソレー 牡４青鹿５６ 安藤 勝己矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４６６＋ ４１：４７．４２� ６．０�
６１２ ローエングリン 牡７栗 ５９ 田中 勝春 �社台レースホース伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９２－ ２１：４７．６１
 １４．４�
８１５ メイショウオウテ 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二松本 好雄氏 伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６ 〃 クビ ３０．８�
３６ アサカディフィート �８黒鹿５７ 小牧 太林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５３０＋ ２１：４７．７クビ ２０．８	
３５ � ラッセルバローズ 牡３鹿 ５５ 熊沢 重文猪熊 広次氏 中竹 和也 静内 今 牧場 ４９８－ ８ 〃 ハナ ３３．３

４８ ブライトトゥモロー 牡４鹿 ５６ M．モンテリーゾ �サンデーレーシング 石坂 正 白老 白老ファーム ５１０＋１０ 〃 同着 ９．０�

（伊）

８１７	 グロリアスウィーク 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６１：４７．８クビ ２１．２�
８１６	 サンレイジャスパー 牝４鹿 ５４ 幸 英明永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ １８．０
１２ 	 サンバレンティン 牡５栗 ５６ 佐藤 哲三吉田 勝己氏 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ８１：４７．９ １０．５�
１１ ア ル ビ レ オ 牡６鹿 ５６ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 白井 寿昭 白老 白老ファーム ４８０－ ４ 〃 ハナ ９１．５�
６１１ セフティーエンペラ �７栗 ５６ 長谷川浩大池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４６６± ０１：４８．０� ２５７．５�
５９ ヴィータローザ 牡６栗 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ６ 〃 ハナ ２４．７�
７１３ シルクタイガー 牡４芦 ５６ 本田 優有限会社シルク昆 貢 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７０－ ２１：４８．１� ４６．６�
４７ キョウワスプレンダ 牡５栗 ５６ 太宰 啓介林 順子氏 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ２３５．１�
７１４ オースミグラスワン 牡４栗 ５６ 四位 洋文�オースミ 安藤 正敏 浦河 鮫川 啓一 ５４０＋ ２ 〃 アタマ １４．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １０６，６８５，１００円 複勝： １５３，９０５，８００円 枠連： １４７，４３１，１００円

普通馬連： ７７４，３０８，２００円 馬単： ４１０，３２０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６４，４２８，９００円

３連複： ７０１，８４９，７００円 ３連単： １，４１５，７０９，１００円 計： ３，８７４，６３８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � １８０円 枠 連（２－５） ７００円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� ２，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ４３０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ２，８７０円 ３ 連 単 ��� １２，４９０円

票 数

単勝票数 計１０６６８５１ 的中 � ２２９５５０（１番人気）
複勝票数 計１５３９０５８ 的中 � ２９１０４５（１番人気）� １６７９５６（３番人気）� ２３９３５７（２番人気）
枠連票数 計１４７４３１１ 的中 （２－５） １５５９７４（１番人気）
普通馬連票数 計７７４３０８２ 的中 �� ４０９４４０（２番人気）
馬単票数 計４１０３２０９ 的中 �� １２７４６５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６４４２８９ 的中 �� ７７７７６（２番人気）�� １００９１２（１番人気）�� ４４１１７（７番人気）
３連複票数 計７０１８４９７ 的中 ��� １８０５５４（３番人気）
３連単票数 計１４１５７０９１ 的中 ��� ８３７０５（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３５．９―４８．７―１：０１．２―１：１３．３―１：２４．６―１：３５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３３．６
３ １０，１２（３，１１）５（１，１７）（４，７，１６）（２，６，８）９，１３（１４，１５） ４ ・（１０，１２）（３，１１）（５，１７，１６）（１，４）（２，７，８）（６，９，１３）（１４，１５）

勝馬の
紹 介

サクラメガワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．７．１０ 阪神４着

２００３．３．２５生 牡３栗 母 サ ク ラ メ ガ 母母 サクラクレアー １１戦４勝 賞金 １００，５５８，０００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。



３４０３６１２月９日 小雨 良 （１８阪神３）第３日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （芝・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

７１０ サイキョウワールド 牡４栗 ５７ 安藤 勝己奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４５４＋ ６１：０９．５ １．４�

７９ シルクゾディアック 牡３青鹿５６ 上村 洋行有限会社シルク加用 正 新冠 須崎牧場 ４８０－ ４１：０９．７１� ７．５�
４４ �	 シ テ ィ ボ ス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４５２＋ ２１：０９．９１
 １６１．２�
６８ シセイヒカリ 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫猪苗代 勇氏 北出 成人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８４－ ４１：１０．０� ３７．１�
（愛知）

８１２
�
�
	 エアジュラシック 牡６栗 ５７ 四位 洋文 �ラッキーフィールド伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ４６６＋１２１：１０．１クビ ２２．１�

２２ � タムロスターディ 牡３鹿 ５６ 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 静内 高橋 誠次 B４６２＋ ４ 〃 クビ １３．５�
５５ � ミヤジヒート 牡３鹿 ５６

５３ ▲上野 翔曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ５００－１０１：１０．２� ６４．３	
８１１� ニホンピログッデン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４６２＋ ４ 〃 クビ １２．４

３３ ファンドリコンドル 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文水戸 富雄氏 高橋 成忠 静内 千代田牧場 ４５０± ０ 〃 アタマ ６９．７�
１１  キンシタイガー �５栗 ５７ 角田 晃一若草クラブ 藤岡 範士 米 Halcyon

Farm ４９２＋ ２１：１０．５１� ８０．７�
５６ メイショウラシャ 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠松本 好雄氏 中竹 和也 浦河 日田牧場 ５００－ ４１：１０．６クビ ６４．６
６７ エイシンライトゥン 牡４鹿 ５７ O．ペリエ 平井 豊光氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５６＋ ８１：１０．８１� １０．３�

（仏）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５０，３１８，９００円 複勝： ４６，２８５，２００円 枠連： ４７，１５２，５００円

普通馬連： １９１，８９２，８００円 馬単： １９１，１３５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，１４１，５００円

３連複： １７３，５０５，３００円 ３連単： ５８４，８４９，６００円 計： １，３３７，２８１，４００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２，０６０円 枠 連（７－７） ４９０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ３，３７０円 �� １３，０８０円

３ 連 複 ��� ２０，９３０円 ３ 連 単 ��� ４８，７８０円

票 数

単勝票数 計 ５０３１８９ 的中 � ２９５７６０（１番人気）
複勝票数 計 ４６２８５２ 的中 � １９５０６１（１番人気）� ５７８６７（２番人気）� ２９６５（１２番人気）
枠連票数 計 ４７１５２５ 的中 （７－７） ７１５９３（３番人気）
普通馬連票数 計１９１８９２８ 的中 �� ３０９６２２（１番人気）
馬単票数 計１９１１３５６ 的中 �� ２５２１４４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２１４１５ 的中 �� ７２０８４（１番人気）�� ３３３２（２８番人気）�� ８４２（５８番人気）
３連複票数 計１７３５０５３ 的中 ��� ６１１９（４８番人気）
３連単票数 計５８４８４９６ 的中 ��� ８８５０（１２２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１１．２―１１．２―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．６―３４．８―４６．０―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．７
３ ９，１０（４，８，７）５（１，６）（２，１１）３，１２ ４ ９（１０，７）（４，８）（５，１１）（１，６，３，１２）２

勝馬の
紹 介

サイキョウワールド �
�
父 パントレセレブル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００４．１１．２７ 京都２着

２００２．４．３０生 牡４栗 母 サイキョウザクラ 母母 サワヤカプリンセス １８戦４勝 賞金 ８２，４５３，０００円
※ミヤジヒート号・メイショウラシャ号は，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または施行団体名を表示している。



（１８阪神３）第３日 １２月９日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２７４，７２０，０００円
３，３６０，０００円
１９，９９０，０００円
２，０２０，０００円
６２０，０００円
２，１９０，０００円
２８，８５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，１６７，０００円
５，１８７，２００円
１，７０６，９００円

勝馬投票券売得金
３８４，７０３，９００円
４８３，６３５，９００円
４５７，１２２，２００円
１，９４２，４０１，３００円
１，４８６，９５１，５００円
４７０，１５３，０００円
２，０７７，２８１，０００円
２，８６５，２８８，４００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 １０，１６７，５３７，２００円

総入場人員 ２２，６３８名 （有料入場人員 ２１，４３０名）




