
３４００１１２月６日 晴 重 （２０阪神５）第１日 第１競走 １，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

若手騎手，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

７１４ ユーセイヤマトオー 牡２鹿 ５５
５２ ▲田村 太雅�アサヒクラブ 岩元 市三 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５００－ ２１：２６．０ ９．９�

１２ シルクメビウス 牡２鹿 ５５ 南井 大志有限会社シルク領家 政蔵 日高 森本牧場 ４７８＋１４１：２６．５３ ５．９�
８１５ トムズビーム 牡２青鹿５５ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 畠山牧場 ４５２－ ４１：２６．７１ ３３．９�
３６ キーサミット 牡２青鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ４５０＋ ４１：２７．０２ ２０．７�
４８ ラヴソースウィート 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲大下 智�村田牧場 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ ５．７�
７１３ ザバトルユージロー 牡２鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３２－ ４ 〃 アタマ ６．０�
８１６ マーベラスポケット 牡２鹿 ５５ 上野 翔笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田 三千雄 ４７６－ ４ 〃 アタマ ３４．１	
１１ ウインザマキ 牡２黒鹿５５ 中村 将之�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 ５２６± ０１：２７．１� ２３．６

４７ メイショウイーガー 牡２鹿 ５５

５３ △田中 克典松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 磯野牧場 ４４０± ０１：２７．３１ ２４．４�
２３ シゲルトカチダケ 牡２黒鹿５５ 佐久間寛志森中 蕃氏 武田 博 門別 下河辺牧場 ４４０－ ２１：２７．５１� ８２．７�
６１２ ワンパクタイショウ 牡２青鹿 ５５

５２ ▲大江原 圭西村新一郎氏 梅田 康雄 青森 マルシチ牧場 ４１８－ ６１：２７．８１� １６８．３
３５ グッドルッキング 牝２芦 ５４ 黒岩 悠長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８＋ ２１：２８．０１ ３．０�
５９ マルタカテイオー 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士高橋 義和氏 山内 研二 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４４６－ ４ 〃 クビ １１１．６�

６１１ オリオンザツアー 牡２鹿 ５５
５２ ▲荻野 琢真平本 敏夫氏 矢作 芳人 新ひだか 大塚牧場 ４７４＋ ８ 〃 ハナ ７１．４�

５１０ ストゥレガーレ 牡２鹿 ５５
５３ △田中 健 �キャロットファーム 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４２６＋ ２ 〃 ハナ ７９．１�
２４ コスモオーカン 牡２黒鹿５５ 生野 賢一鈴木 芳夫氏 中村 均 日高 マル良牧場 ５００＋１２ 〃 アタマ １３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５３０，２００円 複勝： １９，２３６，７００円 枠連： １４，９８３，４００円

普通馬連： ４２，８７６，０００円 馬単： ３３，６５８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，４２１，１００円

３連複： ６０，２４６，６００円 ３連単： ７８，２０５，４００円 計： ２７８，１５８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ３９０円 � ２９０円 � ８３０円 枠 連（１－７） １，０７０円

普通馬連 �� ３，４６０円 馬 単 �� ８，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ３，８００円 �� ３，８９０円

３ 連 複 ��� ４０，５７０円 ３ 連 単 ��� ２１０，６５０円

票 数

単勝票数 計 １２５３０２ 的中 � １００３１（５番人気）
複勝票数 計 １９２３６７ 的中 � １３１７５（５番人気）� １９６７１（４番人気）� ５５００（１０番人気）
枠連票数 計 １４９８３４ 的中 （１－７） １０３９７（５番人気）
普通馬連票数 計 ４２８７６０ 的中 �� ９１５７（１４番人気）
馬単票数 計 ３３６５８６ 的中 �� ２９１９（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６４２１１ 的中 �� ３９２７（１２番人気）�� １０４６（３９番人気）�� １０２２（４１番人気）
３連複票数 計 ６０２４６６ 的中 ��� １０９６（１１１番人気）
３連単票数 計 ７８２０５４ 的中 ��� ２７４（５７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．８―４７．０―５９．２―１：１２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３９．０
３ ６（８，１３）１５（５，１６）１４（２，７）１０（４，１２）（１，３，１１）９ ４ ・（６，８，１５）１３，１６，５（２，１４）７，１２（１，１０，４，９）（３，１１）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ユーセイヤマトオー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．７．２７ 小倉８着

２００６．４．９生 牡２鹿 母 ハートフルソング 母母 トウジンシクレノン ９戦１勝 賞金 ６，０００，０００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 フクツ号・メテオストリーム号



３４００２１２月６日 晴 重 （２０阪神５）第１日 第２競走 ��１，８００�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

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

８１５ シルクフォーチュン 牡２鹿 ５５ C．ルメール 有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４５４＋ ２１：５３．３ ４．６�
（仏）

５９ ハギノリベラ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５１４＋ ６１：５３．９３� ６．５�
３４ マイネルカルツェ 牡２栗 ５５ G．ゴメス �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 浦河 信岡牧場 ５３４＋１０１：５４．０� ９．８�
（米）

７１３ シゲルダイセン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４６０＋ ２１：５４．７４ １．７�
４６ ネオグラティア 牝２栗 ５４ A．ガルシア 宮崎 利男氏 荒川 義之 新冠 川島牧場 ４２０－ ６１：５５．８７ １８３．３�

（米）

３５ ダンツブロケード 牡２鹿 ５５ 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新冠 的場牧場 ４４８－ ８１：５６．０１� ７２．８�
６１１ ワキノブライアン 牡２栗 ５５ 和田 竜二脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４７２－ ８１：５６．７４ １９．３	
８１４ ヒルノカンクン 牡２鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真蛭川 正文氏 福島 信晴 青森 今川 満良 ４８４＋ ２ 〃 アタマ １２６．２

７１２ ユウキグッドラン 牡２鹿 ５５

５３ △田中 克典雪本 秀樹氏 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４５２＋ ２１：５７．２３ ２２４．３�
４７ ジャンジャン 牡２鹿 ５５ 川田 将雅�富川牧場 高松 邦男 日高 富川牧場 ４７６－ ４１：５７．５１� ２５７．７
２２ マッキーガリウム 牡２黒鹿５５ 橋本 美純薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４５６－ ２１：５７．６� １５７．２�
１１ メイショウアスナロ 牡２栗 ５５

５４ ☆浜中 俊松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４８６＋ ４１：５７．７� ２５．０�
２３ イルトロヴァトーレ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅 �ノースヒルズマネ
ジメント 矢作 芳人 静内 出羽牧場 ４５８－ ２１：５８．１２� ２０６．５�

５８ ワンダフルカフェ 牡２芦 ５５ J．ムルタ 西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５１６± ０１：５８．３１� ３７．０�
（愛）

６１０ メイショウバキラ 牡２青 ５５ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４４８－ ２１：５９．７９ １４５．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，２１１，４００円 複勝： ４３，５８２，５００円 枠連： １４，０６２，６００円

普通馬連： ４５，４３７，６００円 馬単： ４８，９１９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４０２，８００円

３連複： ６４，１２０，９００円 ３連単： １１６，３１８，９００円 計： ３６９，０５５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２３０円 � ３１０円 � ３９０円 枠 連（５－８） １，３４０円

普通馬連 �� １，６５０円 馬 単 �� ３，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ５２０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ３，４８０円 ３ 連 単 ��� １４，６２０円

票 数

単勝票数 計 １８２１１４ 的中 � ３１８２７（２番人気）
複勝票数 計 ４３５８２５ 的中 � ５５５８８（２番人気）� ３７３８３（３番人気）� ２７１２５（４番人気）
枠連票数 計 １４０６２６ 的中 （５－８） ７７９９（５番人気）
普通馬連票数 計 ４５４３７６ 的中 �� ２０３６４（６番人気）
馬単票数 計 ４８９１９０ 的中 �� １１２４８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４０２８ 的中 �� １０６８８（４番人気）�� ８７１４（６番人気）�� ６７８０（８番人気）
３連複票数 計 ６４１２０９ 的中 ��� １３６１７（９番人気）
３連単票数 計１１６３１８９ 的中 ��� ５８７２（４０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１２．９―１２．６―１２．７―１２．４―１２．３―１２．８―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３７．１―４９．７―１：０２．４―１：１４．８―１：２７．１―１：３９．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シルクフォーチュン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Alwuhush デビュー ２００８．８．２ 小倉５着

２００６．２．１４生 牡２鹿 母 シルクエスペランサ 母母 Monica Faye ５戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウバキラ号は，平成２１年１月６日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４００３１２月６日 晴 稍重 （２０阪神５）第１日 第３競走 ��
��２，０００�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

２：００．８
１：５９．９

良

良

３５ トゥリオンファーレ 牡２黒鹿５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８８－ ４２：０５．９ ３．０�

５１０ ツルマルネオ �２鹿 ５５ 和田 竜二鶴田 任男氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ４９０－ ２２：０６．１１� ４．８�
７１３ ローズリパブリック 牡２芦 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 ４５４－ ２２：０６．２クビ ９．４�
８１６ タニノネグローニ 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４７０＋ ２２：０６．３� ６．７�
７１４ アドマイヤシャトル 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６８± ０ 〃 クビ ２０．７�
６１１ マイネルメビウス 牡２鹿 ５５ A．ガルシア �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 野口牧場 ４９６－ ４２：０６．４	 ２０．２	
（米）

１２ シルクダンディー 牡２青 ５５ 四位 洋文有限会社シルク昆 貢 新冠 ハシモトフアーム ５２０－ ４ 〃 アタマ ４．３

１１ アグネスクイーン 牝２鹿 ５４ 長谷川浩大渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７０－ ８２：０６．５クビ ６６．８�
２４ メイショウケンロク 牡２鹿 ５５ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ５０４－ ４２：０６．７１� ３０１．２�
２３ ハ ナ ゴ ロ モ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊小菅 定雄氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４５４－ ４ 〃 クビ １８．５
５９ ダノンソウマ 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ �ダノックス 小崎 憲 大樹 柏台牧場 ５０８－ ６２：０７．２３ ２４．０�

（豪）

８１５ キクノアキレス 牡２黒鹿５５ 鮫島 良太菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 金石牧場 ４５６± ０２：０７．３	 ３３５．３�
３６ テンシノザール 牡２鹿 ５５ 中村 将之杉谷 枡夫氏 谷 潔 浦河 大北牧場 ４９８＋ ６ 〃 アタマ ２２９．７�
４７ カネトシアミーゴ 牡２栗 ５５ 田嶋 翔兼松 利男氏 小島 貞博 浦河 村下 明博 ５０６＋１６２：０７．５１� ２８０．６�
４８ 
 モ ン ピ ュ ア 牝２鹿 ５４ B．シン 榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson ４２２－ ４２：０７．６	 ３１９．１�
（豪）

６１２ キングマイハート 牡２青 ５５ 菅原 勲増田 陽一氏 中村 均 日高 池添 安雄 ４５６＋１０２：０７．７クビ １９０．９�
（岩手）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８２５，４００円 複勝： ３７，３０８，５００円 枠連： １８，６００，５００円

普通馬連： ６０，４１０，９００円 馬単： ４８，４５９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３８５，３００円

３連複： ７９，４７７，２００円 ３連単： １１７，１４０，３００円 計： ４０７，６０７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２４０円 枠 連（３－５） ６９０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ６４０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� ７，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２１８２５４ 的中 � ５７４５７（１番人気）
複勝票数 計 ３７３０８５ 的中 � ８３４２０（１番人気）� ５９４６４（３番人気）� ３４０５１（５番人気）
枠連票数 計 １８６００５ 的中 （３－５） ２００２２（３番人気）
普通馬連票数 計 ６０４１０９ 的中 �� ５３７４５（２番人気）
馬単票数 計 ４８４５９０ 的中 �� ２４２７５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３８５３ 的中 �� １９１８３（２番人気）�� ９１１９（７番人気）�� ８０８２（８番人気）
３連複票数 計 ７９４７７２ 的中 ��� ２８５７８（５番人気）
３連単票数 計１１７１４０３ 的中 ��� １１０９８（１０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．８―１２．９―１３．３―１４．０―１３．２―１２．２―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３６．５―４９．４―１：０２．７―１：１６．７―１：２９．９―１：４２．１―１：５３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．０
１
３

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

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

トゥリオンファーレ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００８．１１．１６ 京都４着

２００６．２．２２生 牡２黒鹿 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔制裁〕 マイネルメビウス号の騎手A．ガルシアは，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。

ツルマルネオ号の騎手和田竜二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００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。
（非抽選馬） ３頭 ニシノレボルト号・ニホンピロイーグル号・ローザレーヌ号
※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。



３４００４１２月６日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２０阪神５）第１日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

７１１ スズカジョリーズ 牡８鹿 ６０ 林 満明永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ５０４＋１２３：２３．６ ６．３�

４５ ホープフルスター 牡３黒鹿５８ 白浜 雄造前田 幸治氏 谷 潔 静内 橋本牧場 ５５８＋ ８３：２４．３４ ９．４�
８１３ スリーメガトン 牡３栗 ５８ 高野 容輔永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ５０８－ ８３：２４．４� ３２．６�
７１２ アザンクール �５鹿 ６０ 南井 大志山上 和良氏 坂口 正則 浦河 杵臼牧場 ４９０＋１０３：２４．６１� １．８�
１１ スナークマイハート �３栗 ５８ 出津 孝一杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４５２－１０３：２４．７� ２６．９�
４６ � マンノダイヤモンド 牝５栗 ５８ 黒岩 悠萬野 順啓氏 武田 博 新冠 若林牧場 ４６０＋ ６３：２４．８� １２．２�
３３ � グローリーソング 牡４栗 ６０ 北沢 伸也井門 敏雄氏 小原伊佐美 門別 坂 牧場 ４８２＋１４３：２５．３３ ２８．３	
５８ ダンツイッドン 牡４鹿 ６０ 小坂 忠士山元 哲二氏 田所 清広 静内 静内白井牧場 ４４４－ ２３：２５．４� ６１．５

５７ ショウナンタクミ �３青 ５８ 岩崎 祐己�湘南 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４４８－ ８３：２６．３５ １３３．９�
２２ メイショウニース 牝３鹿 ５６ 菊地 昇吾松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 金成吉田牧場 ４９２± ０３：２７．９１０ ６４．１
６１０ コアレスマーシャル 牡３青鹿５８ 熊沢 重文小林 昌志氏 北出 成人 平取 赤石牧場 ４６２＋１２３：２８．０� １３．７�
６９ ラダマンテス �７鹿 ６０ 高井 彰大 �ノースヒルズマネ

ジメント 新川 恵 浦河 鎌田 正嗣 ４９６＋１２３：３６．７大差 ２９．６�
３４ サクラランサー 牡６鹿 ６０ 水出 大介�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ５００－１０ （競走中止） １３．６�
８１４� ブルーラピス 牝４鹿 ５８ 植野 貴也�イクタ 松元 茂樹 鵡川 フラット牧場 ４６２＋１０ （競走中止） ５０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，４０４，３００円 複勝： １８，４４６，３００円 枠連： １８，７６３，９００円

普通馬連： ４２，４２４，８００円 馬単： ３９，６８０，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８７４，２００円

３連複： ６０，２２０，８００円 ３連単： ９６，４５３，９００円 計： ３０６，２６８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２２０円 � ３００円 � ６６０円 枠 連（４－７） ３８０円

普通馬連 �� ２，４４０円 馬 単 �� ４，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ２，２１０円 �� ２，９９０円

３ 連 複 ��� １９，６２０円 ３ 連 単 ��� ７２，４９０円

票 数

単勝票数 計 １４４０４３ 的中 � １８２１２（２番人気）
複勝票数 計 １８４４６３ 的中 � ２６２５１（２番人気）� １６２１３（３番人気）� ６２９４（７番人気）
枠連票数 計 １８７６３９ 的中 （４－７） ３６８３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４２４２４８ 的中 �� １２８５２（８番人気）
馬単票数 計 ３９６８０４ 的中 �� ６０９９（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８７４２ 的中 �� ６７０１（５番人気）�� １７１７（２３番人気）�� １２６０（３２番人気）
３連複票数 計 ６０２２０８ 的中 ��� ２２６６（５８番人気）
３連単票数 計 ９６４５３９ 的中 ��� ９８２（２００番人気）

上り １マイル １：４６．１ ４F ５１．９－３F ３９．５
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
１１，６（１３，３）（１，４）（１４，５）７，１２，１０，２，８＝９
１１，３－１３（１，６）－５－１２－７－８＝１０－２＝９

�
�

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

勝馬の
紹 介

スズカジョリーズ �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 ノーザンデイクテイター デビュー ２００２．１１．１０ 京都４着

２０００．３．２１生 牡８鹿 母 レインボードリーム 母母 タツノメロウ 障害：７戦１勝 賞金 １１，９００，０００円
〔競走中止〕 ブルーラピス号は，８号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

サクラランサー号は，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。
〔その他〕 ブルーラピス号は，各障害を右側に斜飛したことについて障害調教注意。



３４００５１２月６日 晴 重 （２０阪神５）第１日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０分 （ダート・右）

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� コースレコード

中央レコード

１：２４．５
１：２３．１

良

重

６１２ ラウリシルヴァ 牝２栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：２６．９ ５．３�

３５ エ オ ス ト レ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ４３２ ―１：２７．８５ ６．５�
５１０ シルクヴィオレット 牝２鹿 ５４ 北村 友一有限会社シルク大根田裕之 日高 ヤナガワ牧場 ４６０ ―１：２８．０１ ３５．１�
２３ ケイアイフクノカミ 牝２青鹿 ５４

５２ △田中 克典 �啓愛義肢材料販売所 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４２８ ―１：２８．２１� ８６．２�
３６ メデタイメデタイ 牝２栗 ５４ C．ルメール 小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 沼田 照秋 ４４６ ―１：２８．４１� １１．７�

（仏）

５９ チャームアンサー 牝２鹿 ５４
５３ ☆藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４４４ ―１：２８．６１� ４．２	

６１１ サマニレディー 牝２鹿 ５４ 荻野 要�ターフ・スポート境 直行 様似 小田牧場 ４６０ ― 〃 ハナ １１４．１

８１６ シ ェ ダ ル 牝２鹿 ５４ 小牧 太�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 酒井牧場 ４６４ ―１：２８．７� ５．２�
２４ プ ラ セ ッ ト 牝２栗 ５４ 岩田 康誠幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新冠 土井牧場 ４６８ ―１：２８．８� ８．９�
８１５ ミ リ ア ム 牝２芦 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース池江 泰寿 追分 追分ファーム ４３４ ―１：２８．９� １８．１
４７ シゲルカジガモリ 牝２栗 ５４ 飯田 祐史森中 蕃氏 小野 幸治 静内 山田牧場 ４８８ ―１：２９．１１ ２１８．８�
７１３ ヴェネチアンリバー 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三岸田 勝宏氏 服部 利之 平取 北島牧場 ４９６ ―１：２９．２� ８．３�
１１ ブライティアヘアー 牝２芦 ５４ 岩崎 祐己小林 昌志氏 西橋 豊治 平取 雅 牧場 ４０２ ―１：２９．５１� ９９．０�
１２ ブレークダンス 牝２青 ５４ 福永 祐一�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４６６ ―１：２９．６� ５０．０�
４８ セフティユニバース 牝２黒鹿５４ D．ホワイト 池田 實氏 須貝 彦三 静内 野坂牧場 ４４０ ―１：３３．９大差 ７７．３�

（香港）

７１４ メイショウエレノア 牝２栗 ５４ 角田 晃一松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８２ ―１：３４．０� ６４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５４８，８００円 複勝： ２４，１９８，３００円 枠連： １８，８４５，３００円

普通馬連： ４８，０６８，７００円 馬単： ３８，８９９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１５６，５００円

３連複： ６３，０２５，８００円 ３連単： ８９，７９６，８００円 計： ３１７，５４０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２２０円 � ２６０円 � ６５０円 枠 連（３－６） １，３６０円

普通馬連 �� ２，１３０円 馬 単 �� ４，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ３，３８０円 �� ２，４１０円

３ 連 複 ��� ２４，９９０円 ３ 連 単 ��� １３７，７８０円

票 数

単勝票数 計 １６５４８８ 的中 � ２５０７３（３番人気）
複勝票数 計 ２４１９８３ 的中 � ３３８７９（３番人気）� ２５５９９（４番人気）� ８１７３（９番人気）
枠連票数 計 １８８４５３ 的中 （３－６） １０３０１（６番人気）
普通馬連票数 計 ４８０６８７ 的中 �� １６７０８（８番人気）
馬単票数 計 ３８８９９９ 的中 �� ６３２１（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１５６５ 的中 �� ５２４２（１０番人気）�� １２８９（３２番人気）�� １８２９（３０番人気）
３連複票数 計 ６３０２５８ 的中 ��� １８６２（６５番人気）
３連単票数 計 ８９７９６８ 的中 ��� ４８１（３８２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．１―１２．９―１２．９―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．５―４８．４―１：０１．３―１：１４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラウリシルヴァ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００６．３．１４生 牝２栗 母 ドライアッド 母母 オークツリー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セフティユニバース号・メイショウエレノア号は，平成２１年１月６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 フォルクスオーパー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４００６１２月６日 晴 稍重 （２０阪神５）第１日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１３時００分 （芝・右）

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

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

４７ メイショウバーモス 牡２青鹿５５ 福永 祐一松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ５１０ ―１：２２．８ ８．９�

８１６ ゼットオーラ 牡２青鹿５５ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新冠 岩見牧場 ４８２ ― 〃 ハナ １５．５�
６１１ アグネスミラージュ 牡２鹿 ５５ 角田 晃一渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 ４３８ ―１：２３．１２ １５６．４�
１１ エーシンセーフティ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二平井 宏承氏 宮本 博 浦河 栄進牧場 ４６８ ―１：２３．５２� １．４�
６１２ カセドラルパレス 牡２芦 ５５ 岩田 康誠小林 量氏 清水 出美 新冠 松浦牧場 ４６２ ―１：２３．６� ６７．４�
４８ ヤマノマリンブルー 牡２黒鹿５５ C．ルメール 山泉 恵宥氏 長浜 博之 日高 天羽 禮治 ５２４ ―１：２３．９１� １２．３�

（仏）

２３ ホッコーセルベッサ 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史矢部 幸一氏 荒川 義之 浦河 福岡 光夫 ４２８ ―１：２４．０クビ ２４２．８	
７１４ サマーメサイア 牝２黒鹿５４ A．ガルシアセゾンレースホース
 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４４６ ― 〃 クビ ２７．１�

（米）

１２ エーティーショパン 牡２栗 ５５ 北村 友一荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４９０ ―１：２４．１� １０６．６�
２４ ケンブリッジチーフ 牡２栗 ５５ 赤木高太郎中西 健造氏 大根田裕之 新冠 タニグチ牧場 ４２６ ―１：２４．３１� １６３．１
８１８ シャルマンスタイル 牝２栗 ５４ 四位 洋文水上ふじ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４７６ ―１：２４．５１� ２２．６�
７１５ ドンスピリタス 	２黒鹿５５ 中村 将之山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ５１６ ―１：２４．７１ ３１．９�
３５ コアレスクラウン 牡２芦 ５５ 芹沢 純一小林 昌志氏 須貝 彦三 新ひだか 沖田 博志 ４４２ ―１：２５．３３� ２３４．０�
５１０ マイスイートホーム 牝２黒鹿５４ 川田 将雅飯田 正剛氏 角居 勝彦 静内 千代田牧場 ４４６ ― 〃 アタマ ２９．９�
３６ ベストトゥベスト 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 田中 春美 ４６８ ― 〃 ハナ ２０．４�
７１３ ケイアイコンジン 牡２鹿 ５５ 長谷川浩大 
啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 新冠 川島牧場 ４６６ ―１：２５．４� ６５．６�
８１７ ピサノロンドフォル 牝２鹿 ５４ D．ホワイト 市川 義美氏 安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４３８ ―１：２６．０３� ２４１．３�
（香港）

５９ 
 カゼノジュエリー 牝２栗 ５４ 鮫島 良太深井 孟氏 鮫島 一歩 米 Jean Hai-
malas ４４０ ― 〃 ハナ １１７．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，５３５，６００円 複勝： ２９，３４９，９００円 枠連： ２３，４２５，０００円

普通馬連： ５２，０５１，１００円 馬単： ５１，６４９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４２２，２００円

３連複： ６５，８４８，４００円 ３連単： １１７，１９２，３００円 計： ３８６，４７３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２９０円 � ３９０円 � ２，３３０円 枠 連（４－８） １，３５０円

普通馬連 �� ４，１００円 馬 単 �� ８，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� ９，７００円 �� １５，３３０円

３ 連 複 ��� １１７，３９０円 ３ 連 単 ��� ７８６，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２５５３５６ 的中 � ２２６８３（２番人気）
複勝票数 計 ２９３４９９ 的中 � ３０４９４（２番人気）� ２０５０９（４番人気）� ２８４１（１３番人気）
枠連票数 計 ２３４２５０ 的中 （４－８） １２８８１（６番人気）
普通馬連票数 計 ５２０５１１ 的中 �� ９３７５（１１番人気）
馬単票数 計 ５１６４９０ 的中 �� ４６７１（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４２２２ 的中 �� ５６６５（１０番人気）�� ５３１（６６番人気）�� ３３５（８１番人気）
３連複票数 計 ６５８４８４ 的中 ��� ４１４（２０９番人気）
３連単票数 計１１７１９２３ 的中 ��� １１０（１１１１番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウバーモス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Mountain Cat 初出走

２００６．２．４生 牡２青鹿 母 フラワーキャット 母母 デヴィルインフライト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 コアレスクラウン号・ドンスピリタス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 エイシンペリー号・シゲルサヌキフジ号・スナークレナード号・マルタカデピュティ号・メイショウモネ号・

ロイヤルネックレス号
※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。



３４００７１２月６日 晴 稍重 （２０阪神５）第１日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０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

１：４５．２
１：４４．１

良

良

３６ ワキノパワー �４鹿 ５７ 佐藤 哲三脇山 良之氏 坪 憲章 門別 下河辺牧場 ４３０＋ ２１：４８．５ １０．５�

６１１ フィニステール 牡４鹿 ５７ C．ルメール�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１８＋ ８１：４８．６� ５．２�
（仏）

７１５	 オセアニアボス 牡３青鹿５４ C．ウィリアムズ �グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry
Hill Stud ４９６＋ ４ 〃 クビ ３．０�

（豪）

７１４ キュートエンブレム 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４５８＋２８１：４８．７クビ ５．６�
４７ スマイルオンザラン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４７０＋ ４１：４９．１２
 １７．０�
４８ シ ャ ロ ー ム 牡３栗 ５６ 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４４２＋ ４１：４９．３１� ９６．４	
５９ � ランドマッハ 牡４栗 ５７ G．ゴメス 木村 昌三氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５０２＋１０ 〃 アタマ １１８．３


（米）

６１２ クールドリオン 牡３栗 ５６ 福永 祐一広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４６８± ０１：４９．４
 ３１．５�
１２ グ リ フ ィ ス 牡３鹿 ５６ A．ガルシア �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４５６＋１０１：４９．５
 １１３．０�

（米）

２４ フェザーケープ �４鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 新冠 辻 和明 ４９４＋ ６ 〃 ハナ １３．１

８１６ ナリタスレンダー �３鹿 ５６ 四位 洋文�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４８０＋１６ 〃 ハナ ２９．５�
８１８ エーケーサンライズ 牡３鹿 ５６ 小牧 太桂土地� 庄野 靖志 門別 小西 章 ４５０＋２２１：４９．８２ ５０．０�
２３ ペプチドトップガン 牡３栗 ５６ 和田 竜二沼川 一彦氏 新川 恵 浦河 日東牧場 ５０２＋ ８１：４９．９
 １１８．５�
７１３ ロ ザ リ オ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ４１：５０．０� ５．５�
１１ ゼンノベリル 牡４青鹿５７ 長谷川浩大大迫久美子氏 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４３４－ ６１：５０．１クビ ２８３．６�
５１０ スプリングニース 牡３栗 ５６

５４ △田中 克典加藤 春夫氏 野村 彰彦 浦河 能登 武徳 ４４４－ ２１：５０．４２ ５１８．８�
３５ � ケイエスユリ 牝４栗 ５５ 難波 剛健キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４６４－ ２１：５０．６１� ２３８．１�
８１７� リッカモーメント 牝３鹿 ５４ E．プラード 立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４００－２０１：５１．４５ ２３９．０�

（米）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，４９９，９００円 複勝： ３５，３９２，０００円 枠連： ２７，８４０，７００円

普通馬連： ７６，３４２，９００円 馬単： ５４，９８５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５１８，０００円

３連複： ９２，６２６，６００円 ３連単： １５２，０８２，５００円 計： ４８９，２８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � １４０円 枠 連（３－６） ２，０５０円

普通馬連 �� ２，３７０円 馬 単 �� ４，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ６００円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� ２１，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２３４９９９ 的中 � １７６５７（５番人気）
複勝票数 計 ３５３９２０ 的中 � ３３６４４（５番人気）� ５１４２８（３番人気）� ８１８７２（１番人気）
枠連票数 計 ２７８４０７ 的中 （３－６） １００５７（７番人気）
普通馬連票数 計 ７６３４２９ 的中 �� ２３８２１（９番人気）
馬単票数 計 ５４９８５９ 的中 �� ８１６７（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５１８０ 的中 �� ６５４８（１２番人気）�� １０８４３（６番人気）�� １７０９７（２番人気）
３連複票数 計 ９２６２６６ 的中 ��� ２３７５９（７番人気）
３連単票数 計１５２０８２５ 的中 ��� ５３４４（４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．３―４８．０―１：００．６―１：１３．０―１：２５．１―１：３６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワキノパワー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Caerleon デビュー ２００７．２．１８ 東京４着

２００４．２．１４生 �４鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali １１戦２勝 賞金 ２２，９９０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クヴァルダ号・プリティダンス号
（非抽選馬） ３頭 ウォーターセレネ号・エーシンエヴァン号・マイサイドキック号
※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。



３４００８１２月６日 晴 重 （２０阪神５）第１日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

６１０ グッドフロマージュ 牡５鹿 ５７ A．ガルシア 杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５１８± ０２：０４．７ ２２．０�
（米）

６１１ ハードシーキング 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B５０４± ０ 〃 クビ ６．１�
５８ ケージームサシ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦川井 五郎氏 梅内 忍 三石 松本牧場 ４９６＋ ４２：０６．３１０ ２７．２�
２３ アグネスラナップ 牡３青 ５６ 池添 謙一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ４９４＋ ２ 〃 アタマ ４４．９�
８１５ メイショウゲンスイ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５０４－ ４２：０６．４クビ ２．１�
７１２ マチカネミノリ �５栗 ５７ D．ホワイト 細川 益男氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５１２＋ ４２：０６．６１� １５．９�

（香港）

３４ 	 シゲルアラムシャ 牡６黒鹿 ５７
５５ △田中 克典森中 蕃氏 小島 貞博 静内 山田牧場 ５２２－ ４ 〃 クビ ２６９．０�

４６ テイエムザエックス 牡５栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 木原 一良 早来 ノーザンファーム ４９６－ ６２：０６．７
 １０．２	
１１ テンシノコンコルド 牡５青 ５７ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 門別 法理牧場 ４９２－ ６２：０７．４４ ６２．５

３５ ツルマルストーム 牡３青鹿５６ 福永 祐一鶴田 任男氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４＋１０２：０７．５クビ ７．３�
８１４ タートルベイ 牡３芦 ５６ 四位 洋文後藤 繁樹氏 田島 良保 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ５０４＋ ６２：０７．６� ８．８�
７１３ ワンダームシャ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４７２－ ６２：０７．７
 １２３．３
２２ トーホウオルビス 牡３栗 ５６ C．ルメール 東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５０４－ ４２：０７．８
 ２０．１�

（仏）

５９ エイシンイッパツ 牡４鹿 ５７
５４ ▲田村 太雅平井 豊光氏 松永 昌博 浦河 丸幸小林牧場 ４８８± ０２：０８．１１� １５２．４�

（１４頭）
４７ 	 ダ イ バ ク フ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４５２－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２８，１６２，６００円 複勝： ４１，５１１，４００円 枠連： ２６，１０５，９００円

普通馬連： ９５，４６０，３００円 馬単： ６８，４８５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７８３，５００円

３連複： １０４，１３７，５００円 ３連単： １８７，５８４，６００円 計： ５８１，２３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２００円 複 勝 � ５７０円 � ２００円 � ６２０円 枠 連（６－６） ４，１９０円

普通馬連 �� ３，２９０円 馬 単 �� ９，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ２，９９０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ２１，１７０円 ３ 連 単 ��� １４５，７３０円

票 数

単勝票数 差引計 ２８１６２６（返還計 ９７３） 的中 � １０１２９（８番人気）
複勝票数 差引計 ４１５１１４（返還計 ２３６７） 的中 � １７１５７（８番人気）� ６７６８５（２番人気）� １５７１１（９番人気）
枠連票数 差引計 ２６１０５９（返還計 ２９８） 的中 （６－６） ４６０２（１３番人気）
普通馬連票数 差引計 ９５４６０３（返還計 １０２３３） 的中 �� ２１４５７（１３番人気）
馬単票数 差引計 ６８４８５５（返還計 ７６３３） 的中 �� ５５４９（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２９７８３５（返還計 ５０２９） 的中 �� ７８８５（１１番人気）�� ２３９５（３２番人気）�� ４５８４（１８番人気）
３連複票数 差引計１０４１３７５（返還計 ２１８８８） 的中 ��� ３６３１（６３番人気）
３連単票数 差引計１８７５８４６（返還計 ３８０２８） 的中 ��� ９５０（３９２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．９―１４．０―１２．６―１２．４―１２．５―１２．５―１２．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．５―３５．４―４９．４―１：０２．０―１：１４．４―１：２６．９―１：３９．４―１：５２．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

グッドフロマージュ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 スルーザドラゴン デビュー ２００５．１１．１９ 京都１０着

２００３．５．２生 牡５鹿 母 シスタースルー 母母 ロ ジ ー タ ３２戦４勝 賞金 ５３，１８０，０００円
〔競走除外〕 ダイバクフ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
※テンシノコンコルド号は，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。



３４００９１２月６日 晴 重 （２０阪神５）第１日 第９競走 ��
��１，４００�ポインセチア賞

発走１４時３０分 （ダート・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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２４．５
１：２３．１

良

重

１２ � ラヴェリータ 牝２芦 ５４ 四位 洋文 �ノースヒルズマネ
ジメント 松元 茂樹 米 Dell Ridge

Farm ５００－ ２１：２３．５レコード １．７�

６１２ ミラクルセッション 牡２栗 ５５ 安藤 勝己吉田 勝己氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ２１：２４．１３� ７．７�
６１１ エルチョコレート 牡２黒鹿５５ 内田 博幸三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４４０＋ ２１：２４．２� １９．８�
２４ 	 モエレサマー 牡２鹿 ５５ G．ゴメス 松山 増男氏 坂口 正則 新ひだか 中村 和夫 ４６４＋ ２ 〃 クビ ９２．１�

（米）

７１４ エーシンビーセルズ 牡２黒鹿５５ 小牧 太平井 宏承氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４７６± ０１：２４．４１ ２０．５�
８１５ オーゴンシャトル 牡２栗 ５５ A．ガルシア 永田 清男氏 河内 洋 浦河 酒井牧場 ４７２－ ４１：２４．７２ １９．０�

（米）

７１３ ホクトスワン 牝２黒鹿５４ D．ホワイト 布施 光章氏 庄野 靖志 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ２１：２４．８� ４６．７	
（香港）

２３ メイショウイエミツ 牡２栗 ５５ 浜中 俊松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 辻 牧場 ５０２－ ６１：２４．９クビ １０．１

４８ スマートパルス 牝２芦 ５４ C．ルメール 大川 徹氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５１６＋ ２１：２５．０� ２１．９�

（仏）

３６ � ケイアイジンジン 牡２黒鹿５５ 北村 友一 �啓愛義肢材料販売所 鶴留 明雄 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. ４４８＋ ２１：２５．３２ １３．６

３５ 	 ネオヴェリーベリー 牝２黒鹿５４ C．ウィリアムズ 小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：２５．５１
 １１８．２�
（豪）

８１６ ワンダーキラメキ 牡２栗 ５５ 福永 祐一山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 ４８４＋ ８１：２５．６クビ ５０．６�
４７ カシノヘラクレス 牡２鹿 ５５ 小坂 忠士柏木 務氏 田所 清広 日高 島瀬 順一 ４５４－１０ 〃 アタマ １４５．４�
１１ リ ー テ ィ ラ 牝２鹿 ５４ 長谷川浩大吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４９２－１２１：２５．７クビ ２１．６�
５９ フォーシーズンゴー 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 ４９８－ ４１：２６．８７ ４７．３�
５１０ ス ウ ッ シ ュ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠�アカデミー 西浦 勝一 新冠 清水 克則 ４９０± ０１：２６．９クビ ２５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，３３３，８００円 複勝： ４９，３８８，５００円 枠連： ３６，５６３，７００円

普通馬連： １３５，８４１，５００円 馬単： ９８，７８４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，１６８，９００円

３連複： １４８，８２９，０００円 ３連単： ３１５，０９１，０００円 計： ８６３，０００，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ３２０円 枠 連（１－６） ４８０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ５９０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ３，６７０円 ３ 連 単 ��� １０，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３８３３３８ 的中 � １７８５４９（１番人気）
複勝票数 計 ４９３８８５ 的中 � １８００２４（１番人気）� ５８２００（２番人気）� ２６３３５（６番人気）
枠連票数 計 ３６５６３７ 的中 （１－６） ５７１４９（１番人気）
普通馬連票数 計１３５８４１５ 的中 �� １３０４１４（１番人気）
馬単票数 計 ９８７８４４ 的中 �� ６９２１２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０１６８９ 的中 �� ３４８１０（１番人気）�� １６５９９（５番人気）�� ６９４７（１５番人気）
３連複票数 計１４８８２９０ 的中 ��� ２９９９２（６番人気）
３連単票数 計３１５０９１０ 的中 ��� ２１６１２（１０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．４―１２．０―１２．２―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．８―３４．２―４６．２―５８．４―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラヴェリータ �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Gone West デビュー ２００８．７．１３ 函館９着

２００６．２．１４生 牝２芦 母 Go Classic 母母 Seattle Classic ４戦２勝 賞金 １５，８６４，０００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 アイディンパワー号・ヒシコモンズ号・ローレルレガリス号
※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。



３４０１０１２月６日 晴 良 （２０阪神５）第１日 第１０競走 ��
��１，４００�２００８ゴールデン サドル トロフィー

発走１５時０５分 （国際騎手招待） （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下 中央競馬の競走馬登録（再登録を受けた馬にあっては当該
再登録）を受けた時以降，１９．１２．１以降２０．１１．３０まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る。；負担重量
は，３歳５７�４歳以上５８�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

３５ エーシンアロー 牡４鹿 ５８ 小牧 太平井 宏承氏 武 邦彦 浦河 栄進牧場 ４７０＋ ６１：２２．１ ７．５�

７１３ エーシンビーエル 牡４鹿 ５８ I．メンディザバル 平井 宏承氏 湯窪 幸雄 米 Winches-
ter Farm ５３６＋ ４ 〃 ハナ ４８．１�

（仏）

８１５� チョウカイファイト 牡５栗 ５８ J．ムルタ �平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ４９８＋ ６ 〃 ハナ ６．３�
（愛）

７１２ タマモナイスプレイ 牡３黒鹿５７ C．ウィリアムズタマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７８－ ４ 〃 クビ ３．６�
（豪）

３４ シャトルタテヤマ 牝４鹿 ５６ B．シン 辻 幸雄氏 安田伊佐夫 静内 藤沢牧場 ４８４± ０１：２２．３１� １１．７�
（豪）

６１０ ボストンオー 牡３芦 ５７ 内田 博幸ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８８－ ４１：２２．４	 ２０．６�
５８ ミルクトーレル 牝４鹿 ５６ 後藤 浩輝宮原 廣伸氏 昆 貢 三石 山際牧場 ５０６± ０１：２２．５クビ ５．９	
６１１ ビッグファルコン 牡７栗 ５８ 岩田 康誠小林 昌志氏 中尾 正 浦河 小倉牧場 ４４４＋ ２１：２２．６
 ７８．２

４６ ランチボックス 牡３鹿 ５７ A．シュタルケ 馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ５１０＋ ４１：２２．７	 ３５．２�

（独）

５９ ライトグランデュア 牡４青 ５８ 安藤 勝己藤田 庸右氏 北出 成人 新冠 蛯名牧場 ４９４＋ ４１：２２．８	 ４．２�
２２ トウショウクエスト 牡３栗 ５７ 菅原 勲トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３２－ ４１：２２．９クビ ３８．８
（岩手）

１１ マイネルオークベイ 牡４鹿 ５８ E．プラード �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 ４８６－ ４ 〃 クビ ８６．９�

（米）

８１４ マチカネハヤテ 牝３鹿 ５５ A．ガルシア 細川 益男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４４＋１６１：２３．０クビ ６０．３�
（米）

２３ ナムラウィッシュ 牝３青鹿５５ D．ホワイト 奈村 信重氏 五十嵐忠男 門別 いとう牧場 ４５０＋ ３１：２３．６３	 ８９．３�
（香港）

４７ ランスロットル 牡３鹿 ５７ 福永 祐一�アカデミー 南井 克巳 新冠 清水 克則 B５６０＋ ２ 〃 ハナ ４７．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，０５８，０００円 複勝： ４９，６２６，１００円 枠連： ４４，３４７，１００円

普通馬連： １５６，４９４，０００円 馬単： ９８，７０３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，１１３，７００円

３連複： １６４，０９６，６００円 ３連単： ３５３，６３８，７００円 計： ９３６，０７７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２６０円 � １，５５０円 � ２５０円 枠 連（３－７） ８３０円

普通馬連 �� ２３，３５０円 馬 単 �� ３４，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，９２０円 �� ８８０円 �� ５，７１０円

３ 連 複 ��� ４８，２７０円 ３ 連 単 ��� ３６３，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２９０５８０ 的中 � ３０５４３（５番人気）
複勝票数 計 ４９６２６１ 的中 � ５５２５４（５番人気）� ６８３５（１１番人気）� ５８０７５（４番人気）
枠連票数 計 ４４３４７１ 的中 （３－７） ３９７１０（４番人気）
普通馬連票数 計１５６４９４０ 的中 �� ４９４８（４７番人気）
馬単票数 計 ９８７０３６ 的中 �� ２０９５（７８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０１１３７ 的中 �� １９５９（４５番人気）�� １１８４１（１０番人気）�� １６８４（４７番人気）
３連複票数 計１６４０９６６ 的中 ��� ２５０９（１０７番人気）
３連単票数 計３５３６３８７ 的中 ��� ７１８（６７９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１０．９―１１．４―１１．８―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．５―３３．４―４４．８―５６．６―１：０９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３７．３
３ ・（７，１４）１２，６－（４，１０）（５，１５）（２，１１）（３，８，９）（１，１３） ４ ・（７，１４）（１２，６）－（４，１０，１５）（５，８，９）（２，１１）１３，３，１

勝馬の
紹 介

エーシンアロー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．７．２２ 函館４着

２００４．５．２生 牡４鹿 母 エイシンリーズン 母母 サファイアブルー １６戦４勝 賞金 ６０，３５７，０００円
〔制裁〕 エーシンアロー号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。

エーシンビーエル号の騎手I．メンディザバルは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３４０１１１２月６日 晴 良 （２０阪神５）第１日 第１１競走
第６１回農林水産省賞典

��
��１，８００�鳴 尾 記 念（ＧⅢ）

発走１５時４０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 ６５８，０００円 １８８，０００円 ９４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４５．２
１：４４．１

良

良

８１６ サクラメガワンダー 牡５栗 ５６ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４９２＋ ６１：４６．０ １．８�

７１３ ナムラマース 牡４黒鹿５６ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４７６＋ ２１：４６．５３ １０．４�
７１４ ドリームガードナー 牡３栗 ５５ 岩田 康誠セゾンレースホース� 中村 均 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：４６．６� ８５．０�
４８ ノットアローン 牡３青 ５５ C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８０± ０１：４６．８１� １１．０�
（仏）

５９ スウィフトカレント 牡７青鹿５８ C．ウィリアムズ �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２１：４７．３３ ４３．７�
（豪）

２３ キャプテンベガ 牡５黒鹿５６ 安藤 勝己吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ２ 〃 クビ ６．９	
３５ 	 フサイチアウステル 牡６鹿 ５６ 赤木高太郎岡田 牧雄氏 池江 泰寿 米 Edward P.

Evans ４９２＋１０１：４７．４クビ ２３．５

６１２	 フライングアップル 牡４鹿 ５６ D．ホワイト 山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５１２＋ ６ 〃 アタマ １５．９�
（香港）

１１ トウショウシロッコ 牡５黒鹿５６ 内田 博幸トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４７８－ ２１：４７．７２ １２．３�

２４ ニホンピロリビエラ 牡６鹿 ５６ 川島 信二小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 片岡牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ４６．９
１２ ホッコーパドゥシャ 牡６黒鹿５６ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 浜田 光正 鵡川 片山 幹雄 ４８０－ ２１：４７．８クビ ２６．５�
３６ ブラックカフェ 牡８青鹿５６ J．ムルタ 西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５０４＋ ８ 〃 アタマ １８６．９�

（愛）

６１１ テイエムプリキュア 牝５黒鹿５４ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ５０６＋ ８ 〃 クビ ６２．６�
８１５
 ジーンハンター 牡６鹿 ５６ A．ガルシア 前田 幸治氏 松元 茂樹 門別 法理牧場 ５２２－ ４１：４８．１１� ２０６．０�

（米）

４７ メイショウオウテ 牡６鹿 ５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：４８．４１� １５２．８�
５１０ ショウワモダン 牡４鹿 ５６ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１４－ ４１：４８．５� ３８．３�
８１７ トップオブツヨシ 牡５鹿 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ６１：４９．２４ １２４．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ９７，３８４，９００円 複勝： １４６，５８４，５００円 枠連： ９１，９３８，７００円

普通馬連： ５３２，５２７，５００円 馬単： ３３４，６８９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３４，３９７，８００円

３連複： ５４８，８９２，８００円 ３連単： １，２９５，０３１，９００円 計： ３，１８１，４４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １，２５０円 枠 連（７－８） ６７０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ２，２８０円 �� ７，８６０円

３ 連 複 ��� １７，４５０円 ３ 連 単 ��� ４８，７７０円

票 数

単勝票数 計 ９７３８４９ 的中 � ４５１１５３（１番人気）
複勝票数 計１４６５８４５ 的中 � ６３７５７２（１番人気）� １１９１１４（３番人気）� １６６００（１３番人気）
枠連票数 計 ９１９３８７ 的中 （７－８） １０２６６４（３番人気）
普通馬連票数 計５３２５２７５ 的中 �� ５２３７７２（２番人気）
馬単票数 計３３４６８９７ 的中 �� ２３６８３４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３４３９７８ 的中 �� １０５０７２（２番人気）�� １３６６４（２２番人気）�� ３８６３（６０番人気）
３連複票数 計５４８８９２８ 的中 ��� ２３２２７（５１番人気）
３連単票数 計１２９５０３１９ 的中 ��� １９５９７（１３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．４―１１．３―１１．９―１２．０―１１．９―１２．２―１１．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２２．９―３４．２―４６．１―５８．１―１：１０．０―１：２２．２―１：３３．５

コーナー
通過順位

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

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５栗 母 サ ク ラ メ ガ 母母 サクラクレアー ２５戦６勝 賞金 ２７４，５８２，０００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。



３４０１２１２月６日 晴 重 （２０阪神５）第１日 第１２競走 ��
��１，８００�２００８ゴールデン スパー トロフィー

発走１６時１５分 （国際騎手招待） （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下 中央競馬の競走馬登録（再登録を受けた馬にあっては当該
再登録）を受けた時以降，１９．１２．１以降２０．１１．３０まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る。；負担重量
は，３歳５７�４歳以上５８�，牝馬２�減

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 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３４ ク リ ー ン 牡４鹿 ５８ A．ガルシア 小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６０２＋ ８１：５０．３ ８．２�
（米）

７１２ タガノマーシャル 牡５黒鹿５８ 内田 博幸八木 良司氏 中尾 秀正 浦河 市川フアーム ５４６± ０１：５０．５１� ２．０�
８１５ メ ン デ ル 牡６鹿 ５８ 小牧 太太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 B４６０－ ６ 〃 クビ ６．８�
１１ � ピサノデイラニ 牡４黒鹿５８ B．シン 市川 義美氏 藤沢 和雄 米 Mt Brilliant

Farm LLC ５２６± ０１：５０．７１� ７．６�
（豪）

２３ フォーリクラッセ 牡５鹿 ５８ D．ホワイト �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４９６± ０１：５１．１２	 ４６．９�
（香港）

５９ フルブラッサム 牡６鹿 ５８ C．ウィリアムズ 臼田 浩義氏 沖 芳夫 門別 日高大洋牧場 ５００＋１８１：５１．６３ ２５４．７�
（豪）

６１１ ヤマカツブライアン 牡４黒鹿５８ J．ムルタ 山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ５００＋ ６ 〃 ハナ ８７．５	
（愛）

３５ ワンダーポデリオ 牡４鹿 ５８ 福永 祐一山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４７０＋１０１：５１．８１ ９．１

４７ 
 ナムラクック 牡５黒鹿５８ E．プラード 奈村 信重氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ４８４－ ２１：５２．１２ ６９．０�

（米）

７１３ ヤマニンリュバン 牡３栗 ５７ I．メンディザバル 土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５２０＋１２１：５２．５２	 ２１．４�
（仏）

２２ クリールパッション 牡３鹿 ５７ 菅原 勲横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４５６－ ２１：５２．８１� ２３．２
（岩手）

６１０ ピースデザイン 牡６鹿 ５８ A．シュタルケ 吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５４２－ ８１：５３．４３	 ２０．４�
（独）

５８ アドマイヤミリオン 牡４鹿 ５８ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５３０＋ ４１：５４．３５ ２４．１�
８１４ シーサンダー 牡６鹿 ５８ 安藤 勝己藤田 宗平氏 藤沢 則雄 浦河 野村 正 ５０４－ ８１：５４．６２ １７０．８�
４６ ビーオブザバン 牡５鹿 ５８ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム B５０４－ ４１：５６．２１０ ９８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５４，３８２，２００円 複勝： ８４，１５６，１００円 枠連： ５６，９９３，０００円

普通馬連： ２２５，０８３，７００円 馬単： １５４，６００，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，５２９，５００円

３連複： ２４７，５８８，３００円 ３連単： ５６８，０３０，６００円 計： １，４５６，３６３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（３－７） ４３０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ７２０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，２８０円 ３ 連 単 ��� ８，４１０円

票 数

単勝票数 計 ５４３８２２ 的中 � ５２７７３（４番人気）
複勝票数 計 ８４１５６１ 的中 � ８６８２６（４番人気）� ３１２０７２（１番人気）� １０５６８１（２番人気）
枠連票数 計 ５６９９３０ 的中 （３－７） ９９４５１（１番人気）
普通馬連票数 計２２５０８３７ 的中 �� ２２７９０５（２番人気）
馬単票数 計１５４６００１ 的中 �� ４９７２３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５５２９５ 的中 �� ６１１３０（２番人気）�� １９３３４（８番人気）�� ７４７６２（１番人気）
３連複票数 計２４７５８８３ 的中 ��� １４３７３７（１番人気）
３連単票数 計５６８０３０６ 的中 ��� ４９８９９（１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．３―１１．８―１２．４―１２．３―１２．３―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３５．９―４７．７―１：００．１―１：１２．４―１：２４．７―１：３７．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク リ ー ン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００６．７．３０ 新潟１７着

２００４．３．２６生 牡４鹿 母 モザーティアナ 母母 Sex Appeal ２７戦５勝 賞金 １２６，１３３，０００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。



（２０阪神５）第１日 １２月６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １９０頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 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

２６４，８００，０００円
２３，３２０，０００円
２，８５０，０００円
３２，６２０，０００円
２２，１７０，０００円
７３７，０００円
７３７，０００円

６９，５５６，０００円
２０，１２３，８００円
１，９１９，０００円

勝馬投票券売得金
３７９，８７７，１００円
５７８，７８０，８００円
３９２，４６９，８００円
１，５１３，０１９，０００円
１，０７１，５１５，１００円
４５１，１７３，５００円
１，６９９，１１０，５００円
３，４８６，５６６，９００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
計 ９，５７２，５１２，７００円

総入場人員 ２１，２４３名 （有料入場人員 １９，６０９名）




