
３４００１１２月５日 雨 稍重 （２１阪神５）第１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

７１３ アドマイヤプレミア 牡２芦 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ３９６＋ ２１：５４．７ １５．０�

８１６ ナリタシルクロード 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ４９４＋ ８１：５４．８クビ ５．８�
５９ ジ ン ダ リ ー 牡２芦 ５５ 内田 博幸吉田 和美氏 斎藤 誠 新ひだか タイヘイ牧場 B４６２－ ４１：５４．９� １０．５�
６１１ グッドカレラ 牡２青 ５５ 福永 祐一杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１８－ ２１：５５．０� １０．５�
３６ タガノキャプテン 牡２栗 ５５ 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８８＋ ２ 〃 ハナ ２６．７�
３５ ミ ゲ ー ル 牡２黒鹿 ５５

５３ △荻野 琢真小林 保一氏 坪 憲章 熊本 吉村 功 ４６４＋ ２ 〃 アタマ １３４．３�
７１４ エリモレインボー 牝２鹿 ５４ 石橋 守山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４３８＋ ８１：５５．７４ ７３．１	
４８ シルクターンベリー 牡２鹿 ５５ 松田 大作有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ １．６

１１ ボストンサプライズ 牡２鹿 ５５ 川島 信二ボストンホース� 新川 恵 浦河 谷川牧場 ４７４＋ ４１：５５．８� １７３．２�
５１０ フミノヤマビコ 牡２鹿 ５５

５３ △田中 健谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４８４－１８１：５６．０１� ４６．５�
８１５ セイピーシーズ 牝２鹿 ５４

５２ △松山 弘平金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 ４５８－ ６ 〃 ハナ １２４．９
２４ ヒシボールドウィン 牡２芦 ５５

５２ ▲国分 恭介阿部雅一郎氏 佐山 優 日高 若林 武雄 ４３８± ０１：５６．１クビ ２２８．２�
１２ アズマクロシオ 牡２栗 ５５ G．ゴメス 東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４５８＋ ４１：５７．０５ ９６．６�

（米）

２３ コイスキャーレ 牡２黒鹿５５ 小牧 太浜RC組合 飯田 雄三 新ひだか 酒井 秀紀 ５１６＋ ２１：５７．１� １７．７�
４７ マルタカユビキタス 牡２鹿 ５５ 的場 文男�橋まゆみ氏 山内 研二 新ひだか 池田牧場 B５４２＋ ２１：５８．９大差 ７６．６�

（大井）

６１２ ヒカルカチボシ 牡２栗 ５５ 赤木高太郎�橋 京子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４２：０４．１大差 ３１０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０２５，８００円 複勝： ４６，１６６，３００円 枠連： １２，４７９，７００円

普通馬連： ４９，０１０，２００円 馬単： ４０，４５３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２０６，１００円

３連複： ７０，７４８，２００円 ３連単： １１４，８３６，９００円 計： ３７２，９２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ６１０円 � ２５０円 � ４３０円 枠 連（７－８） １，６７０円

普通馬連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ６，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� １，３００円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ５，９６０円 ３ 連 単 ��� ３７，１３０円

票 数

単勝票数 計 １７０２５８ 的中 � ８９５７（５番人気）
複勝票数 計 ４６１６６３ 的中 � １８０２４（５番人気）� ５６７３６（２番人気）� ２７５６７（３番人気）
枠連票数 計 １２４７９７ 的中 （７－８） ５５２８（７番人気）
普通馬連票数 計 ４９０１０２ 的中 �� １４２６７（９番人気）
馬単票数 計 ４０４５３６ 的中 �� ４７６７（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２０６１ 的中 �� ６１０６（９番人気）�� ４０９８（１３番人気）�� ７６３０（７番人気）
３連複票数 計 ７０７４８２ 的中 ��� ８７６５（１８番人気）
３連単票数 計１１４８３６９ 的中 ��� ２２８３（９８番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１２．６―１２．５―１２．９―１３．３―１３．０―１３．３―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．６―３６．２―４８．７―１：０１．６―１：１４．９―１：２７．９―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F３９．８
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤプレミア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．７．１８ 札幌３着

２００７．２．１３生 牡２芦 母 ディクシージャズ 母母 ディクシースプラッシュ ４戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０６分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒカルカチボシ号は，平成２２年１月５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または施行団体名を表示している。



３４００２１２月５日 曇 稍重 （２１阪神５）第１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

５９ ドビュッシー 牡２栗 ５５ 浜中 俊 �ワールド・パーム 西園 正都 新ひだか 斉藤スタッド ４６６－ ２１：２６．０ ６．５�

６１１ ビートブラック 牡２青 ５５ 鮫島 良太前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２－ ２１：２６．１� ５４．４�
６１０ シゲルケンシン 牡２鹿 ５５ 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ４７６± ０１：２６．２� ８９．５�
８１４ ランドタカラ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介木村 善一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６２－ ２１：２６．３� １２．８�
７１２ スマートスペンサー 牡２栗 ５５ 横山 典弘大川 徹氏 松永 幹夫 新冠 辻 和明 ４６４－ ２１：２６．７２� ４４．４�
３５ ピサライコネン 牡２芦 ５５ 福永 祐一市川 義美氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム ４６２－ ４１：２６．８� １．４�
８１５ トウケイウッドマン 牡２青 ５５ 赤木高太郎木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 ４５２＋ ２１：２６．９クビ １９．７	
７１３ キセキノウタ 牝２黒鹿５４ 的場 文男
ターフ・スポート山内 研二 浦河 地興牧場 B４６０－ ２ 〃 クビ ７１．５�

（大井）

２３ ト シ バ ー ド 牡２栗 ５５ 幸 英明上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４８４－１０ 〃 アタマ １９．７�
３４ カネトシメボン 牡２黒鹿 ５５

５３ △松山 弘平兼松 利男氏 村山 明 新冠 サンローゼン ４９０－１０１：２７．０� ２９９．５
２２ � ド ニ ュ 牝２鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太�ノースヒルズ 中竹 和也 米 North Hills
Management ４８０± ０１：２８．０６ ３７．０�

５８ � エリドゥバビロン 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二グリーンフィールズ� 白井 寿昭 米 Castleton
Lyons ４５４± ０１：２８．６３� １７．８�

４６ シゲルシンゲン 牡２栗 ５５ 中村 将之森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 沖田 繁 ４４８－ ２１：２８．７クビ ３５５．９�
１１ ポートサンダー 牡２鹿 ５５ 和田 竜二水戸眞知子氏 岩元 市三 新冠 パカパカ

ファーム ４４８＋１４１：２８．８� ３０．０�
４７ マルサンチャンス 牡２栗 ５５ R．マラージ 松井三千年氏 小原伊佐美 新ひだか 塚尾牧場 ４８８± ０１：２９．１２ ４４０．６�

（米）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，３５７，９００円 複勝： ６２，３６１，５００円 枠連： １８，００８，３００円

普通馬連： ４８，１４５，３００円 馬単： ４８，９５２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４１９，２００円

３連複： ６９，４３８，０００円 ３連単： １２５，９１７，９００円 計： ４１７，６００，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ３８０円 � ２，５１０円 � ３，４６０円 枠 連（５－６） ９，２６０円

普通馬連 �� １６，２７０円 馬 単 �� ３１，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５５０円 �� ４，４９０円 �� １８，０１０円

３ 連 複 ��� ２３４，０００円 ３ 連 単 ��� ８９３，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２１３５７９ 的中 � ２５８９７（２番人気）
複勝票数 計 ６２３６１５ 的中 � ４８７３６（２番人気）� ６１３５（１１番人気）� ４４１８（１２番人気）
枠連票数 計 １８００８３ 的中 （５－６） １４３６（１９番人気）
普通馬連票数 計 ４８１４５３ 的中 �� ２１８４（３２番人気）
馬単票数 計 ４８９５２０ 的中 �� １１３０（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４１９２ 的中 �� ２２８９（２５番人気）�� １２８５（３５番人気）�� ３１６（６８番人気）
３連複票数 計 ６９４３８０ 的中 ��� ２１９（１９８番人気）
３連単票数 計１２５９１７９ 的中 ��� １０４（８５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３５．０―４７．３―５９．８―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドビュッシー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００９．１０．１７ 京都４着

２００７．４．１８生 牡２栗 母 アマートベン 母母 スマートギニー ４戦１勝 賞金 ６，１００，０００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。



３４００３１２月５日 曇 稍重 （２１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０５分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：００．８
１：５９．９

良

良

７１４ アドマイヤテンクウ 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５３０－ ２２：０３．１ ４．３�

２４ マルカボルト 牡２黒鹿５５ 福永 祐一河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４９０± ０２：０３．２クビ ７．７�
６１２ ロ グ 牡２鹿 ５５ 北村 浩平石瀬 浩三氏 須貝 尚介 日高 大平ファーム ４８６＋ ２２：０３．３� １４．８�
３６ ジャポニズム 牡２鹿 ５５ 和田 竜二 �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 ４７０－ ２２：０３．５１� １．７�
５１０ アルメーリヒ 牝２鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４９２－ ６２：０３．６� １０５．８�
２３ � メモリーアンジェロ 牡２栗 ５５ C．ウィリアムズ 山口 義道氏 森 秀行 愛 John

O’Connor ４８６－ ６２：０４．５５ ７２．１	
（豪）

８１６ ネオペンドラゴン 牡２鹿 ５５ 内田 博幸小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B４８６＋ ２ 〃 アタマ １６６．４

５９ ギャラクシー 牡２鹿 ５５ 川島 信二 �サンデーレーシング 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 ４５０± ０２：０４．６クビ ２５７．７�
１２ モ ー レ ツ 牡２栗 ５５

５３ △松山 弘平小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ５０２＋ ８ 〃 ハナ １２２．８�
４７ オープンシャッセ 牝２青鹿５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０± ０ 〃 アタマ １２５．５
１１ テイエムスプリング 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場門別分場 ４３８± ０２：０５．０クビ＋２	 ３５４．２�
３５ メメビーナス 牝２青鹿５４ 幸 英明本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７２－ ４２：０５．２１� １２７．９�
８１５ ノースアグネス 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三北村実地子氏 田所 清広 浦河 猿橋 義昭 ４３６± ０２：０５．３	 １１１．５�
６１１ ア ン ク 牝２鹿 ５４

５２ △荻野 琢真�ミルファーム 宮 徹 浦河 ミルファーム ４３６＋ ４２：０６．４７ ５６７．９�
７１３ ゼットチャンプ 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 ４８４＋ ２２：０６．７１� １７．０�
４８ アッシュール 牡２鹿 ５５ C．ルメール 吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４５８－ ８ （降着） １０．４�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２３７，９００円 複勝： ４３，５０９，３００円 枠連： １６，２９７，７００円

普通馬連： ５３，２５６，３００円 馬単： ４７，２８９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，１３５，８００円

３連複： ７５，４６５，７００円 ３連単： １３０，６１４，２００円 計： ４１８，８０６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � ２４０円 � ２４０円 枠 連（２－７） １，２８０円

普通馬連 �� １，７４０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ８３０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ４，５５０円 ３ 連 単 ��� １６，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２７２３７９ 的中 � ５０３９５（２番人気）
複勝票数 計 ４３５０９３ 的中 � ７１０５６（２番人気）� ４７１５７（３番人気）� ４５６４９（４番人気）
枠連票数 計 １６２９７７ 的中 （２－７） ９４５２（５番人気）
普通馬連票数 計 ５３２５６３ 的中 �� ２２６１３（６番人気）
馬単票数 計 ４７２８９７ 的中 �� １２２４７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５１３５８ 的中 �� ９９６１（６番人気）�� ７４３２（８番人気）�� ７０７１（１０番人気）
３連複票数 計 ７５４６５７ 的中 ��� １２２５２（１２番人気）
３連単票数 計１３０６１４２ 的中 ��� ５７４７（４８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．６―１３．１―１２．９―１２．５―１２．３―１１．９―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．６―３６．２―４９．３―１：０２．２―１：１４．７―１：２７．０―１：３８．９―１：５０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤテンクウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．２ 札幌３着

２００７．１．３０生 牡２鹿 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔降着〕 アッシュール号は，１１位〔タイム２分０４秒６，着差クビ〕に入線したが，４コーナーで急に外側に斜行して「ゼットチャンプ」号の走

行を妨害したため１６着に降着。
〔制裁〕 メモリーアンジェロ号の騎手C．ウィリアムズは，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（２番への進路影響）

アッシュール号の騎手C．ルメールは，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２１年１２月１２日の騎乗を停止。
モーレツ号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 アッシュール号は，４コーナーで急に外側に逃避したことについて平成２１年１２月６日から平成２１年
１２月２７日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シゲルヒデヨシ号
※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。



３４００４１２月５日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２１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３５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

６９ ホウライブライアン 牡４黒鹿６０ 熊沢 重文橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４７８＋ ４３：１８．７ ５．０�

３４ テイエムチーター 牡４青鹿６０ 出津 孝一竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 石郷岡 雅樹 ４６４± ０３：１９．０１� ３．９�
５８ スプリングカエサル 牡３黒鹿５８ 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４７２＋ ２３：１９．１� １４４．２�
４５ カシノヨウスケ 牡４鹿 ６０ 高野 容輔柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５４２＋ ８３：１９．２� ５７．９�
７１２� マンノダイヤモンド 牝６栗 ５８ 中村 将之萬野 順啓氏 武田 博 新冠 若林牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ １９．０�
８１３ テイエムダイアナ 牝３鹿 ５６ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４５６± ０３：１９．３� ２０７．９�
３３ � ワイズプロローグ 牝４鹿 ５８

５７ ▲大江原 圭�イクタ 村山 明 池田 高橋 正三 ４６２－ ４３：２０．４７ ４１．７	
２２ マーベラスパレード 牡６栗 ６０ 岩崎 祐己笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４６４± ０３：２０．９３ ６４．７

６１０� エーシンサンスター 牡４黒鹿６０ 難波 剛健�栄進堂 松元 茂樹 米

Robert E. Court-
ney, Jr. & Jaime S.
Carrion, Trustee

４６４＋ ２３：２１．９６ ３９．２�
４６ � サフランチカラ 牡４鹿 ６０ 南井 大志海原 聖一氏 大根田裕之 平取 高橋 啓 ４７４－ ４３：２４．１大差 １５５．８
５７ � エーシンビッグシー 牡３芦 ５８ 菊地 昇吾�栄進堂 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４９０－ ８３：２４．６３ ６８．７�
８１４ トーコーシゲル 牡３栗 ５８ 仲田 雅興森田 藤治氏 湯窪 幸雄 三石 米田牧場 ４５２± ０３：２６．６大差 ２５８．２�
７１１ スターフォワード 牡６栗 ６０ 北沢 伸也 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ２ （競走中止） １．８�
１１ フィールドルーキー 牡８鹿 ６０ 林 満明蛭川 年明氏 藤岡 範士 浦河 山口 義彦 ５１６－１８ （競走中止） １４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，１４８，９００円 複勝： ２０，７７８，８００円 枠連： １４，７８０，６００円

普通馬連： ３９，８２９，７００円 馬単： ３７，６４４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８７２，５００円

３連複： ５６，８８６，８００円 ３連単： １０５，８８０，５００円 計： ３１１，８２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２４０円 � １７０円 � ２，４６０円 枠 連（３－６） ９６０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ６，４５０円 �� ４，８４０円

３ 連 複 ��� ３１，８６０円 ３ 連 単 ��� １６５，２１０円

票 数

単勝票数 計 １８１４８９ 的中 � ２９０７８（３番人気）
複勝票数 計 ２０７７８８ 的中 � ２３５３７（３番人気）� ４２２７６（２番人気）� １５９４（１２番人気）
枠連票数 計 １４７８０６ 的中 （３－６） １１４４２（３番人気）
普通馬連票数 計 ３９８２９７ 的中 �� ２２０８２（４番人気）
馬単票数 計 ３７６４４１ 的中 �� ９６８５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８７２５ 的中 �� １１２２０（３番人気）�� ６４１（４２番人気）�� ８５８（３７番人気）
３連複票数 計 ５６８８６８ 的中 ��� １３１８（６７番人気）
３連単票数 計１０５８８０５ 的中 ��� ４７３（３１５番人気）

上り １マイル １：４６．４ ４F ５２．８－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホウライブライアン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Vice Regent デビュー ２００８．１．６ 京都２着

２００５．４．４生 牡４黒鹿 母 クッドビークイーン 母母 Karantina 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走中止〕 フィールドルーキー号は，８号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

スターフォワード号は，８号障害〔いけ垣〕着地時に，転倒した「フィールドルーキー」号に触れてつまずき，騎手が落馬し
たため競走中止。



３４００５１２月５日 曇 稍重 （２１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２５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

１：２３．５
１：２３．１

重

重

１１ スティールパス 牝２黒鹿５４ R．マラージ 飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４３２ ―１：２５．４ １６．１�
（米）

１２ ラガーリンリン 牝２芦 ５４
５２ △荻野 琢真奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４７０ ―１：２６．１４ ３８．８�

８１５ エーシンスポール 牝２黒鹿５４ 熊沢 重文�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４７０ ―１：２６．２� ６．０�
４７ トーホウプリンセス 牝２栗 ５４ 福永 祐一東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７４ ―１：２６．９４ １．９�
５１０ アルデュイナ 牝２鹿 ５４ 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４ ―１：２７．２１� １０．６�
４８ タマモチャーム 牝２鹿 ５４ 赤木高太郎タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４７６ ― 〃 クビ １２４．７�
２３ シルキーフェスタ 牝２栗 ５４ 的場 文男有限会社シルク加用 正 新冠 須崎牧場 ４２４ ―１：２７．４１� １１．５	

（大井）

７１３ デンコウラッキー 牝２鹿 ５４ C．ルメール 田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８８ ―１：２７．６１� ７４．３

（仏）

３６ メ グ チ ャ ン 牝２黒鹿 ５４
５２ △松山 弘平大澤 毅氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 ４２４ ―１：２７．８１� ５．２�

２４ ダイヤモンドイエロ 牝２黒鹿５４ 内田 博幸遠藤 喜松氏 尾関 知人 むかわ 真壁 信一 ４７６ ―１：２８．１１� ４１．９�
３５ メイショウハウオリ 牝２鹿 ５４ 小牧 太松本 好氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 ４２０ ―１：２８．２� １８７．８�
５９ マーベラスマドンナ 牝２青 ５４ 和田 竜二笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田 三千雄 ４２４ ―１：２８．３クビ ２２９．４�
６１１ ワンダーチャーム 牝２黒鹿５４ 石橋 守山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか フクダファーム ４８２ ―１：２８．５１� ３０５．４�
７１４ ホーマンピクシー 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三久保 博文氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 ４９０ ―１：２８．６� ４６．５�
８１６ メルシーフリート 牝２黒鹿５４ 幸 英明永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７２ ―１：２９．０２� ８３．０�
６１２ キタサンエタニティ 牝２黒鹿 ５４

５２ △田中 健�大野商事 須貝 彦三 新冠 田渕牧場 ４４８ ―１：２９．４２� ３５４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２７１，６００円 複勝： ２６，５６７，７００円 枠連： １４，９１８，２００円

普通馬連： ４３，９６３，４００円 馬単： ３５，８５８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３５５，０００円

３連複： ５９，７０４，１００円 ３連単： ９２，７７９，３００円 計： ３１４，４１７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ３６０円 � ７７０円 � ２００円 枠 連（１－１） １３，３７０円

普通馬連 �� １３，３２０円 馬 単 �� ２６，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２９０円 �� １，１００円 �� ２，３２０円

３ 連 複 ��� ２５，５２０円 ３ 連 単 ��� ２０１，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２１２７１６ 的中 � １０４５１（６番人気）
複勝票数 計 ２６５６７７ 的中 � １８６９０（６番人気）� ７５５７（８番人気）� ４４７３１（２番人気）
枠連票数 計 １４９１８２ 的中 （１－１） ８２４（２８番人気）
普通馬連票数 計 ４３９６３４ 的中 �� ２４３７（３５番人気）
馬単票数 計 ３５８５８２ 的中 �� １０００（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３５５０ 的中 �� １４２４（３５番人気）�� ４４７９（１１番人気）�� ２０３８（２３番人気）
３連複票数 計 ５９７０４１ 的中 ��� １７２７（７５番人気）
３連単票数 計 ９２７７９３ 的中 ��� ３４０（４４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．３―４８．０―１：００．６―１：１２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３７．４
３ ・（７，１５）１（６，４）（２，１３）３，１４，９，１１，８－１０，１６＝（５，１２） ４ ・（７，１５）１（２，４）（６，１３）３，９，１４，１１（８，１０）－１６，５－１２

勝馬の
紹 介

スティールパス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００７．５．７生 牝２黒鹿 母 ロイヤルペルラ 母母 スターマイライフ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 スティールパス号の騎手R．マラージは，４コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３４００６１２月５日 晴 稍重 （２１阪神５）第１日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時５５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

４８ マックスバローズ 牡２栗 ５５ 角田 晃一猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ
ファーム ４７０ ―１：２３．８ ４．３�

４７ ヤマカツマヤリス 牝２栗 ５４
５２ △松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ４４６ ―１：２４．６５ １９．３�

８１６ メイショウコゴロウ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４４６ ―１：２４．９２ ５３．８�
８１７ スカイサーファー 牡２芦 ５５ D．ホワイト 山本 英俊氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７８ ―１：２５．０� ２７．３�

（香港）

７１５ サクラティアモ 牝２青 ５４
５２ △荻野 琢真�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４２４ ― 〃 ハナ ３９．３�

６１２ メイショウウラヌス 牡２栗 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 磯野牧場 ４３６ ―１：２５．１クビ ２０．７�
７１４ ヒデノキセキ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文大石 秀夫氏 昆 貢 安平 ノーザンファーム B４６０ ― 〃 クビ ３０．３	
１１ ティアップエース 牡２栗 ５５ 長谷川浩大田中 昇氏 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 ４３４ ―１：２５．２クビ ７３．０

３６ アスカトップレディ 牝２黒鹿５４ C．ルメール 上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４４６ ― 〃 クビ ９．０�

（仏）

３５ カシノスターライト 牝２鹿 ５４ R．マラージ 柏木 務氏 福永 甲 新冠 中村農場 ４８６ ―１：２５．３クビ ２０２．３�
（米）

５９ テイエムブユウデン 牡２鹿 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 ４３６ ― 〃 ハナ ５９．２
５１０ トクノフラップ 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉�永冨士夫氏 野元 昭 新ひだか 本桐牧場 ４７６ ― 〃 ハナ ３４２．０�
７１３ カンファーネオ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４６４ ―１：２５．４� ２０７．３�
８１８ オースミショウサン 牡２栗 ５５ 幸 英明�オースミ 南井 克巳 日高 長谷川牧場 ４７２ ―１：２５．６１� ５．６�
１２ マルティニーク 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：２５．７クビ ２．５�
２４ バイヤーストーン 牡２鹿 ５５ 小牧 太後藤 繁樹氏 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 ４７０ ―１：２５．８� ２８．２�
２３ テールコート 牡２黒鹿５５ 船曳 文士太田 美實氏 藤原 英昭 平取 稲原牧場 B４６０ ―１：２５．９� ４０．５�
６１１ タケミカデュラン 牡２鹿 ５５ 的場 文男ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか 矢野牧場 ４３４ ―１：２６．１１� ７５．９�

（大井）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，４８５，０００円 複勝： ２４，５２９，７００円 枠連： １９，６８７，１００円

普通馬連： ４５，０１９，６００円 馬単： ３４，４６８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３０３，０００円

３連複： ６２，１８５，９００円 ３連単： ８９，６１３，０００円 計： ３１４，２９２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � ２１０円 � ６００円 � ９４０円 枠 連（４－４） ４，４００円

普通馬連 �� ４，０５０円 馬 単 �� ６，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� ３，４９０円 �� ８，２９０円

３ 連 複 ��� ４３，８８０円 ３ 連 単 ��� ２２４，１９０円

票 数

単勝票数 計 １９４８５０ 的中 � ３６４６９（２番人気）
複勝票数 計 ２４５２９７ 的中 � ３９８６９（２番人気）� ９８１４（７番人気）� ５８９２（１１番人気）
枠連票数 計 １９６８７１ 的中 （４－４） ３３０４（１７番人気）
普通馬連票数 計 ４５０１９６ 的中 �� ８２１１（１３番人気）
馬単票数 計 ３４４６８９ 的中 �� ３８５０（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３０３０ 的中 �� ４２１１（１０番人気）�� １３４７（３６番人気）�� ５６０（７４番人気）
３連複票数 計 ６２１８５９ 的中 ��� １０４６（１１８番人気）
３連単票数 計 ８９６１３０ 的中 ��� ２９５（５８２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．０―１２．４―１２．５―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．９―４８．３―１：００．８―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マックスバローズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Zafonic 初出走

２００７．２．２４生 牡２栗 母 カ ー メ リ タ 母母 Silver Lane １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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アンドアイラブハー号・キングオブゼット号・ジョーモカ号・ドクトルジバゴ号・トーセンポインター号・

フェリシダージ号・ミスセイラン号
※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。



３４００７１２月５日 晴 稍重 （２１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２５分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１７ メイショウジンム 牡３鹿 ５６ R．マラージ 松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３２－ ２１：４７．８ ７．８�
（米）

７１５ リアルプリンス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�アカデミー 池江 泰郎 新冠 清水 克則 ５４８＋ ６ 〃 クビ ２．８�
３６ ローズバンク 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４３４－ ６１：４７．９� １１．４�
４７ アコニットライアン 牡４青鹿５７ 的場 文男渡邉 光典氏 服部 利之 静内 大典牧場 ４７８± ０１：４８．０クビ ３９．０�

（大井）

４８ � サクラシャイニー 牡３栗 ５６ 小牧 太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４６４＋ ２１：４８．１� ３８．１�
３５ クリールトルネード 牡４鹿 ５７ 武 豊横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 松浦牧場 ４８６＋ ２ 〃 ハナ ９．０�
６１１ プリティダンス 牝５栗 ５５ 福永 祐一横瀬 兼二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B４７４－１０１：４８．３１	 ４３．０	
２３ ロングキャロル 牝３鹿 ５４

５１ ▲大下 智中井 敏雄氏 梅内 忍 浦河 高野牧場 ４３８＋ ６１：４８．４
 ３２２．８

７１４� ミッキーミラクル 牡４鹿 ５７ 内田 博幸野田みづき氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５４８＋１５１：４８．５クビ ２８．１�
２４ ベ イ ル リ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４４８－ ２ 〃 ハナ １１．５�
８１８ テイエムハリアー 牡３芦 ５６

５３ ▲国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４４８＋ ８ 〃 クビ １７．８
８１６ ダノンイチロー �３鹿 ５６ C．ルメール�ダノックス 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ４９４＋１６１：４８．６クビ ５．３�

（仏）

７１３ トウカイファミリー 牝３黒鹿５４ G．ゴメス 内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４４８－ ８ 〃 ハナ ３４．３�
（米）

６１２ ショウナンサンガ �３黒鹿５６ 川田 将雅�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５４＋ ８ 〃 ハナ ４１．３�
１１ ビビッドビビアン 牝４芦 ５５

５３ △松山 弘平 �フジワラ・ファーム 佐山 優 静内 フジワラフアーム ４５８－ ８ 〃 アタマ ７３．９�
５９ ホッコーセルベッサ 牡３鹿 ５６ 高橋 亮矢部 幸一氏 荒川 義之 浦河 福岡 光夫 ４４４＋２４１：４８．７
 ２７２．２�
１２ マイベストソング �３黒鹿５６ 幸 英明 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：４８．８� １９．２�
５１０� ユウメリーウェザー 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 笹地牧場 ４６０－１０１：４９．０１	 ５４６．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，９３６，３００円 複勝： ４０，０８１，５００円 枠連： ２７，６９４，８００円

普通馬連： ６８，２５８，０００円 馬単： ４３，９３４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８６３，２００円

３連複： ８９，３８９，０００円 ３連単： １３４，９２７，３００円 計： ４５５，０８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２１０円 � １４０円 � ２８０円 枠 連（７－８） ３１０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １，５１０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ４，１７０円 ３ 連 単 ��� ２５，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２２９３６３ 的中 � ２３３１９（３番人気）
複勝票数 計 ４００８１５ 的中 � ４８６７９（３番人気）� ９５４７２（１番人気）� ３０４１０（６番人気）
枠連票数 計 ２７６９４８ 的中 （７－８） ６６３２５（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８２５８０ 的中 �� ４５０９７（２番人気）
馬単票数 計 ４３９３４６ 的中 �� １１５０７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８６３２ 的中 �� １５９４３（２番人気）�� ４２８７（１８番人気）�� ９７５３（５番人気）
３連複票数 計 ８９３８９０ 的中 ��� １５８４１（１０番人気）
３連単票数 計１３４９２７３ 的中 ��� ３８７１（５１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．６―１２．２―１２．８―１２．８―１１．６―１１．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３５．２―４７．４―１：００．２―１：１３．０―１：２４．６―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３４．８
３ １６（１２，１５）－（１３，１８）（８，１７）１１（５，１４）７，６，１（３，４）２（９，１０） ４ １６，１５（１２，１８，１７）（１３，１１）１４（８，６，７）５（３，４）１（２，９，１０）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウジンム �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 ミ シ エ ロ デビュー ２００９．１．１８ 京都７着

２００６．３．１６生 牡３鹿 母 ラッキーミシェロ 母母 ラッキームーラン ９戦２勝 賞金 ２２，３６６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アイティーバトル号・アドマイヤレッド号・エムエスシャープ号・ケイエスラック号・タンホイザー号・

メイクデュース号・レイナソフィア号・ロードクリムゾン号
※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。



３４００８１２月５日 晴 稍重 （２１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 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

４７ フ リ ソ 牡３鹿 ５６ C．ルメール 藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４６４＋ ６２：０３．４ ２．１�
（仏）

３６ ハイローラー 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４８６＋ ２２：０３．７１� １３．５�
７１３ キクノアポロ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 赤石 久夫 ５０６＋ ２２：０３．９１� ４．３�
６１１ トーセンスターン 牡４鹿 ５７ 的場 文男島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５２－ ４２：０４．４３ １４．０�

（大井）

３５ パーフェクトラン 牡６鹿 ５７ R．マラージ 下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５１２＋ ２２：０４．６１	 ６９．９�
（米）

１１ 
 アムールマルルー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Sean Mul-
ryan B５０４－ ４２：０４．７� １７．６�

５１０ グレイトロータリー 牡３鹿 ５６ 川島 信二前田 幸治氏 宮本 博 新ひだか グランド牧場 B５１０± ０２：０５．１２	 ２７．０	
２４ � シ ョ ウ ケ イ 牡６鹿 ５７ 浜中 俊根岸 治男氏 坂口 正大 門別 白井牧場 ５０８－ ２ 〃 ハナ １８２．５

８１５ コスモアブソルート 牡７黒鹿５７ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 八木農場 B４８４－ ２２：０５．２クビ １４４．３�
１２ � ダンツクリスエス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 浦河 信成牧場 ５２６＋ ２２：０５．７３ ３２．８
８１６ アグネスヨジゲン 牡６鹿 ５７ 川田 将雅渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４８６± ０２：０６．１２	 １２１．４�
７１４
 トップジャイアンツ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二横瀬 兼二氏 山内 研二 豪

Austramore Pty Ltd,
Codds Flat Bloodstock
Pty Ltd, San Pauli Ltd

４９４＋ ４２：０６．３１	 ２１．３�
６１２� ドンペトリュス 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 静内（有）石川牧場 ４９０－ ２２：０６．５１� ２９３．２�
２３ オリエンタルロック 牡４黒鹿 ５７

５５ △松山 弘平棚網るみ子氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 B４９２＋ ２２：０８．５大差 ８４．４�
４８ ダノンエリモトップ 牡３鹿 ５６ M．キネーン�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５０６－ ８２：０９．９９ １８．１�

（愛）

５９ オールターゲット 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 恭介 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４５０＋ ２２：１０．０	 ９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，３１６，２００円 複勝： ４５，９６２，０００円 枠連： ２５，８３１，４００円

普通馬連： ９６，０９９，２００円 馬単： ５９，９１２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，９４１，６００円

３連複： １２０，５３３，７００円 ３連単： １９０，０１９，５００円 計： ６０３，６１５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � １４０円 枠 連（３－４） ８６０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １８０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� ５，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２９３１６２ 的中 � １１５３７３（１番人気）
複勝票数 計 ４５９６２０ 的中 � １５１２９２（１番人気）� ３２９１５（４番人気）� ８４１１７（２番人気）
枠連票数 計 ２５８３１４ 的中 （３－４） ２２４１８（３番人気）
普通馬連票数 計 ９６０９９２ 的中 �� ８６３０９（２番人気）
馬単票数 計 ５９９１２３ 的中 �� ２６８８０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５９４１６ 的中 �� ２０８１９（２番人気）�� ６２０４５（１番人気）�� １１３１８（７番人気）
３連複票数 計１２０５３３７ 的中 ��� ８０６８２（１番人気）
３連単票数 計１９００１９５ 的中 ��� ２５９１２（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．１―１３．３―１２．９―１３．０―１３．０―１２．８―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．０―３４．１―４７．４―１：００．３―１：１３．３―１：２６．３―１：３９．１―１：５１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

フ リ ソ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００８．８．２４ 札幌８着

２００６．２．２８生 牡３鹿 母 ナカミファンタジア 母母 ナカミサフアイヤ ９戦３勝 賞金 ３８，７８６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダノンエリモトップ号・オールターゲット号は，平成２２年１月５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 ホワイトベッセル号
※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。



３４００９１２月５日 晴 稍重 （２１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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２３．５
１：２３．１

重

重

５９ トシギャングスター 牡２芦 ５５ 浜中 俊田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４５８－ ６１：２４．７ ６．３�

２３ スターボード 牡２芦 ５５ 横山 典弘大社 聡氏 矢野 英一 新ひだか 増本牧場 ４８０－ ２ 〃 アタマ ３．８�
１２ ナムラアトラクト 牝２鹿 ５４ 武 豊奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ５０４± ０１：２４．８� １．７�
４７ トイボックス 牡２黒鹿５５ 太宰 啓介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４５８－ ２１：２５．１２ ２０８．８�
３５ ク ロ ガ ネ 牡２芦 ５５ 武 幸四郎橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 浦河 笠松牧場 ４５８＋ ２１：２５．３１� ７５．３�
１１ キ ラ ウ エ ア 牡２黒鹿５５ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：２５．４� １８．８�
７１３ カシノピストン 牡２芦 ５５ 和田 竜二柏木 務氏 福永 甲 熊本 竹原 孝昭 ４４６＋ ４１：２５．６１� １２３．４	
８１５ バ ル ー ン 牡２鹿 ５５ D．ホワイト 白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４６８－ ６１：２５．７� ２６．９


（香港）

６１２ ナリタシーズン 牡２栗 ５５ 上村 洋行�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ ８７．６�
７１４ ケイアイデイジー 牝２芦 ５４ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田 三千雄 ５０６－ ６１：２５．８クビ １８．６�
８１６ ショウナンカガリビ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０＋ ２１：２６．１２ ９０．０
６１１ セイインディア 牝２黒鹿５４ G．ゴメス 金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４６８－ ６１：２６．３� ５９．６�

（米）

３６ 	 アイファーマーチス 牡２黒鹿５５ 的場 文男中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 畠山牧場 ５０６＋ ２１：２６．５１� ２２０．４�
（大井）

２４ バクシンポイント 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ５１６＋ ４１：２６．８１� ６３．１�
４８ コウエイロブロイ 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二伊東 政清氏 山内 研二 浦河 三枝牧場 ４７４－ ４１：２７．３３ １９５．７�
５１０	 ホワイトランナー 牡２芦 ５５ 藤岡 康太水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４５４－１０１：２９．７大差 ８５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，５５１，７００円 複勝： ６２，０８５，２００円 枠連： ２９，７８６，５００円

普通馬連： １２８，５６６，６００円 馬単： ９６，３０３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，９４３，０００円

３連複： １５３，２１１，２００円 ３連単： ３２９，８５４，７００円 計： ８８８，３０２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（２－５） ８４０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２４０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ４８０円 ３ 連 単 ��� ５，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４２５５１７ 的中 � ５３２６１（３番人気）
複勝票数 計 ６２０８５２ 的中 � ８６２２０（３番人気）� １３２２２２（２番人気）� ２２１９９０（１番人気）
枠連票数 計 ２９７８６５ 的中 （２－５） ２６２２４（３番人気）
普通馬連票数 計１２８５６６６ 的中 �� ９９５３９（３番人気）
馬単票数 計 ９６３０３３ 的中 �� ３２５８２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５９４３０ 的中 �� ４０３３８（３番人気）�� ４４７４５（２番人気）�� ８８００１（１番人気）
３連複票数 計１５３２１１２ 的中 ��� ２３８２１０（１番人気）
３連単票数 計３２９８５４７ 的中 ��� ４６１３７（１１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１１．９―１２．８―１２．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．３―４６．２―５９．０―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

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２芦 母 ピサノバーキン 母母 ビ バ ム ー ル ５戦２勝 賞金 １９，１９２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タガノディーバ号
※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。



３４０１０１２月５日 晴 良 （２１阪神５）第１日 第１０競走 ��
��１，４００�２００９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，２０．１２．６以降２１．１１．２９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 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００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

５８ � オセアニアボス 牡４青鹿５８ C．ボレル �グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry
Hill Stud ４８８＋ ６１：２１．８ １．９�

（米）

７１３ ケンブリッジエル 牡３黒鹿５７ 横山 典弘中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４９０＋ ８１：２２．１２ ２６．８�

２３ � ニホンピロキリバス 	４栃栗５８ 武 豊小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４５０＋ ３ 〃 ハナ ５２．６�
４６ � ロックオブサリサ 牝４鹿 ５６ D．ホワイト 斉藤 敏博氏 森 秀行 愛 T. Saito ４３２－ ８ 〃 アタマ ３８．１�

（香港）

３４ マイネルクラッチ 牡５鹿 ５８ M．キネーン �サラブレッドクラブ・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ４９４± ０ 〃 ハナ ７．４�
（愛）

８１４ アドマイヤダーリン 牡６栃栗５８ R．ムーア 近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２１：２２．２
 １１１．１�
（英）

１１ ヴ ェ リ タ ス 牡５鹿 ５８ C．ウィリアムズ 	サンデーレーシング 岡田 稲男 静内 岡田スタツド ４６２＋ ４１：２２．３クビ ６．６

（豪）

６１０ ティムガッド 牡５鹿 ５８ 藤田 伸二伊達 敏明氏 上原 博之 門別 サンシャイン
牧場 ４９６－ ８ 〃 アタマ １４．３�

２２ マルサンテクニカル 牡５鹿 ５８ 秋山真一郎松井三千年氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ４７２± ０１：２２．４
 ３１．３�
４７ リバーアゲイン 牡４栗 ５８ 内田 博幸河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４７０－ ６１：２２．５
 ３９．１
５９ エーシンビーエル 牡５鹿 ５８ G．ゴメス �栄進堂 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５３６－ ２ 〃 ハナ ３８．７�
（米）

３５ ケイエスバウアー 牝５栗 ５６ 岩田 康誠キヨシサービス� 高橋 成忠 静内 藤沢牧場 ４８８＋ ６ 〃 クビ １３７．５�
８１５ ホシシャトル 牡６黒鹿５８ C．ルメール 永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５２６－ ２１：２２．６
 １３３．４�

（仏）

６１１ エリモサリュート 	５栗 ５８ I．メンディザバル 山本 敏晴氏 小島 貞博 えりも エクセルマネジメント ４７４± ０１：２３．１３ ３４．４�
（仏）

７１２ メイショウコウセイ 牡３鹿 ５７ 的場 文男松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８２± ０１：２３．５２
 ６．９�
（大井）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３５，９８６，６００円 複勝： ５５，０６０，２００円 枠連： ３１，８２２，４００円

普通馬連： １３７，４１２，３００円 馬単： ９５，６８３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，６２９，９００円

３連複： １６０，９５８，４００円 ３連単： ３４３，７９７，６００円 計： ９０３，３５１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ６１０円 � １，１３０円 枠 連（５－７） ５２０円

普通馬連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ２，２６０円 �� ６，８３０円

３ 連 複 ��� ２９，４１０円 ３ 連 単 ��� １０５，９００円

票 数

単勝票数 計 ３５９８６６ 的中 � １５４５６２（１番人気）
複勝票数 計 ５５０６０２ 的中 � ２３０９８５（１番人気）� １５４７０（７番人気）� ７８２２（１２番人気）
枠連票数 計 ３１８２２４ 的中 （５－７） ４６０２３（１番人気）
普通馬連票数 計１３７４１２３ 的中 �� ４６６９４（６番人気）
馬単票数 計 ９５６８３９ 的中 �� ２２９０８（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２６２９９ 的中 �� １２２０４（７番人気）�� ４６０３（２０番人気）�� １４８７（５６番人気）
３連複票数 計１６０９５８４ 的中 ��� ４０４０（７７番人気）
３連単票数 計３４３７９７６ 的中 ��� ２３９６（２７０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．４―４７．２―５８．６―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オセアニアボス �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Sunday Silence デビュー ２００８．６．２１ 阪神３着

２００５．９．４生 牡４青鹿 母 Touched By God 母母 Sally Klaire １７戦４勝 賞金 ８０，７９６，０００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。



３４０１１１２月５日 晴 良 （２１阪神５）第１日 第１１競走
第６２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 ６２３，０００円 １７８，０００円 ８９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１３ ア ク シ オ ン 牡６鹿 ５６ 藤田 伸二中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５１８－ ２１：４６．５ ２４．２�

４５ スマートギア 牡４栗 ５６ 武 豊大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６４＋ ６１：４６．７１� ８．５�
７１１ ナムラクレセント 牡４鹿 ５６ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５００＋ ２ 〃 ハナ ３．４�
５７ イ コ ピ コ 牡３鹿 ５５ C．ルメール�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４６６＋ ２１：４６．９１� ２．５�

（仏）

４６ レッドスパーダ 牡３鹿 ５５ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ５３２± ０ 〃 ハナ １２．７�
８１４ ハイアーゲーム 牡８青鹿５６ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５０６－ ６ 〃 クビ ３０．１�
６１０ サンライズマックス 牡５黒鹿５６ 横山 典弘松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４４８＋ ２１：４７．０	 ７．３	
５８ ダイシンプラン 牡４栗 ５６ 安藤 勝己大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２０＋ ６ 〃 クビ ６２．３

７１２ シェーンヴァルト 牡３黒鹿５５ M．キネーン �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：４７．１クビ ２２．６�

（愛）

２２ タガノサイクロン 牡６黒鹿５６ 松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 門別 藤本 直弘 ４９８± ０１：４７．２	 ３６０．５
３３ フィールドベアー 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２ 〃 クビ ９２．４�
６９ 
 ライブコンサート �５黒鹿５６ 岩田 康誠グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４６８－ ４１：４７．３	 ２４．５�
３４ マストビートゥルー 牡６栗 ５６ G．ゴメス �信岡牧場 加用 正 浦河 信岡牧場 ４７８＋ ２１：４７．５１	 ９４．９�

（米）

１１ マルカシェンク 牡６黒鹿５８ 柴山 雄一河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム B４９２－１０１：４８．３５ ４７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１８，１０１，４００円 複勝： １６６，０６７，１００円 枠連： ８５，６８５，１００円

普通馬連： ５１２，４５０，７００円 馬単： ３０３，９９６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４７，３８１，８００円

３連複： ６０１，６５９，３００円 ３連単： １，３１３，４１９，３００円 計： ３，２４８，７６０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４２０円 複 勝 � ４３０円 � ２４０円 � １５０円 枠 連（４－８） ２，４４０円

普通馬連 �� ６，５８０円 馬 単 �� １６，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８９０円 �� ９７０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ６，１６０円 ３ 連 単 ��� ６０，２６０円

票 数

単勝票数 計１１８１０１４ 的中 � ３８５６５（７番人気）
複勝票数 計１６６０６７１ 的中 � ７９７０６（６番人気）� １７６６７５（４番人気）� ３８５８０４（２番人気）
枠連票数 計 ８５６８５１ 的中 （４－８） ２５９７４（９番人気）
普通馬連票数 計５１２４５０７ 的中 �� ５７４８９（２０番人気）
馬単票数 計３０３９９６２ 的中 �� １３８９６（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４７３８１８ 的中 �� １８２０９（２０番人気）�� ３６７６５（１０番人気）�� ７９５８６（５番人気）
３連複票数 計６０１６５９３ 的中 ��� ７２１３７（１７番人気）
３連単票数 計１３１３４１９３ 的中 ��� １６０８６（１６９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．３―１２．４―１２．２―１１．７―１１．１―１１．０―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．６―４９．０―１：０１．２―１：１２．９―１：２４．０―１：３５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ク シ オ ン �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００６．３．１２ 中山１着

２００３．３．２９生 牡６鹿 母 グレイテストヒッツ 母母 Simple Taste １６戦６勝 賞金 １４９，９５３，０００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５日 晴 稍重 （２１阪神５）第１日 第１２競走 ��
��１，８００�２００９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，２０．１２．６以降２１．１１．２９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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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
１：４７．８

重

重

７１３ チャームナデシコ 牝４鹿 ５６ R．ムーア タマモ� 木原 一良 静内 野坂牧場 ４６２－ ６１：５１．４ ７．７�
（英）

２３ ミダースタッチ 牡４栗 ５８ 藤田 伸二金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５４４＋ ６ 〃 ハナ ６．０�

５８ タートルベイ 牡４芦 ５８ G．ゴメス 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 ４９６＋ ２１：５１．５� ２５．７�

（米）

３５ � エターナルスマイル 牡７鹿 ５８ 横山 典弘 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ５０２＋ ２１：５１．６� ２５．３�
４７ アドマイヤミリオン 牡５鹿 ５８ 武 豊近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５４０＋ ２ 〃 クビ ３１．６�
４６ ショウサンウルル 牝３鹿 ５５ I．メンディザバル 鈴木 昭和氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ １５．０	

（仏）

５９ タガノエスペランサ 牡６鹿 ５８ M．キネーン八木 昌司氏 中尾 秀正 新冠 越湖牧場 ４６０＋ ４１：５１．７クビ １１３．１

（愛）

６１０ ダイシンオレンジ 牡４鹿 ５８ D．ホワイト 大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ ２．２�
（香港）

２２ アルバレスト 牡７青鹿５８ 岩田 康誠吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ６１：５１．８クビ ６７．０�
８１４ オメガファルコン 牡４鹿 ５８ 秋山真一郎原 	子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５００＋ ４１：５２．１１
 ５．４
３４ ニシノドーン 牡５黒鹿５８ 内田 博幸西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４５６＋ ４１：５２．３１� ８８．７�
７１２� サンワードラン 牡７鹿 ５８ C．ボレル 佐藤 幸彦氏 武 宏平 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５１４＋ ８１：５２．５１ １３０．６�
（米）

８１５ メイショウゲンスイ 牡５鹿 ５８ 的場 文男松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５２０－ ２１：５４．１１０ ５５．６�
（大井）

１１ ソラメンテウナベス 牡４鹿 ５８ C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ５０６＋ ４１：５４．２クビ １３．１�

（仏）

６１１ フルブラッサム 牡７鹿 ５８ C．ウィリアムズ 臼田 浩義氏 牧 光二 門別 日高大洋牧場 ４８４－２０１：５４．７３ １９９．８�
（豪）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４９，４９４，９００円 複勝： ６８，９４０，０００円 枠連： ４３，７３１，４００円

普通馬連： １８１，４９２，４００円 馬単： １１９，９７９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，７７０，１００円

３連複： ２１１，３３５，７００円 ３連単： ４５２，８６１，６００円 計： １，１８８，６０５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２３０円 � ２２０円 � ５２０円 枠 連（２－７） ２，１４０円

普通馬連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ４，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ２，４００円 �� ２，１３０円

３ 連 複 ��� １３，１７０円 ３ 連 単 ��� ７１，１６０円

票 数

単勝票数 計 ４９４９４９ 的中 � ５１２９６（４番人気）
複勝票数 計 ６８９４００ 的中 � ８６２４７（４番人気）� ９３０５６（３番人気）� ２９６９７（８番人気）
枠連票数 計 ４３７３１４ 的中 （２－７） １５１１４（１０番人気）
普通馬連票数 計１８１４９２４ 的中 �� ６０４７９（９番人気）
馬単票数 計１１９９７９２ 的中 �� １８６６４（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０７７０１ 的中 �� １９３７３（８番人気）�� ６０８７（２５番人気）�� ６９０７（２２番人気）
３連複票数 計２１１３３５７ 的中 ��� １１８４７（３９番人気）
３連単票数 計４５２８６１６ 的中 ��� ４６９７（１９４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１３．０―１２．６―１２．９―１２．４―１２．３―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３６．３―４８．９―１：０１．８―１：１４．２―１：２６．５―１：３８．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チャームナデシコ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．３．１５ 阪神５着

２００５．３．１５生 牝４鹿 母 ナ デ シ コ 母母 Nilmeen ２３戦５勝 賞金 ９０，６８８，０００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。



（２１阪神５）第１日 １２月５日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８９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

２６２，６８０，０００円
２３，７００，０００円
２，８２０，０００円
３１，９００，０００円
２１，６７０，０００円
７３７，０００円
７３７，０００円

６８，６５６，０００円
２０，０２０，８００円
１，８７１，１００円

勝馬投票券売得金
４２２，９１４，２００円
６６２，１０９，３００円
３４０，７２３，２００円
１，４０３，５０３，７００円
９６４，４７６，０００円
４８７，８２１，２００円
１，７３１，５１６，０００円
３，４２４，５２１，８００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 ９，４３７，５８５，４００円

総入場人員 １９，６２０名 （有料入場人員 １８，０８４名）




