
３４０７３１２月２６日 晴 良 （２１阪神５）第７日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

８１６ ヤマカツハクリュウ 牡２芦 ５５ 池添 謙一山田 博康氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４６８－ ８１：５７．１ １．４�

２３ メメビーナス 牝２青鹿５４ 武 豊本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７２± ０ 〃 クビ ３９．０�
１２ ダテノスイミー 牡２栗 ５５ 内田 博幸関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４３２＋ ８１：５７．２クビ ５．１�
６１２ テイエムバイタル 牡２青鹿５５ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 的場牧場 B５０２＋ ４ 〃 アタマ ４１．０�
５１０ エリモサプライズ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５３４－ ２１：５７．４１� １６．７�
５９ サンマルボス 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４７０－ ２１：５７．７１� ２２．８�
８１５ レ オ ア ラ シ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４９２－ ６１：５７．８� ３９．３�

（伊）

６１１ シルククインビー 牝２栗 ５４ 川田 将雅有限会社シルク鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４６０－ ２１：５８．２２� ２５．８	

７１４ シャイニーブラック 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４６６－ ２１：５８．７３ ７３．９

４８ フミノヤマビコ 牡２鹿 ５５ 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４７２－１２１：５８．９１� ９０．６�
２４ ピサノファンゴッホ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４９６＋１２１：５９．０� ２２．４�
１１ メイプリマベーラ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎 グリーンファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B５１６－ ２ 〃 ハナ １２２．３�
３５ ジパングダマシイ 牡２鹿 ５５ 角田 晃一西村 憲人氏 大根田裕之 日高 佐々木 直孝 ４５６± ０１：５９．１� ２３０．４�
７１３ ロ ス マ リ ン 牝２鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太田口 廣氏 加藤 敬二 安平 田口 廣 ４５８－ ６１：５９．４１� ２３６．２�
４７ シゲルウジヤス 牡２鹿 ５５ 酒井 学森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 酒井 亨 ５１６－ ２２：００．２５ ４０５．６�
３６ コスモガジェット 牡２青鹿５５ 石橋 守 �ビッグレッドファーム 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム ４８０－ ６２：０２．８大差 ４００．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０９２，０００円 複勝： ４４，６８２，４００円 枠連： １３，６４０，６００円

普通馬連： ３９，０１０，１００円 馬単： ３９，２０４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９３４，１００円

３連複： ５５，３０５，９００円 ３連単： ９６，５８５，７００円 計： ３２５，４５５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ６１０円 � １３０円 枠 連（２－８） ７６０円

普通馬連 �� ３，２４０円 馬 単 �� ４，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� １５０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 ��� １６，０３０円

票 数

単勝票数 計 １９０９２０ 的中 � １１４５７５（１番人気）
複勝票数 計 ４４６８２４ 的中 � ２９７５８１（１番人気）� ５２９１（１１番人気）� ５９６９８（２番人気）
枠連票数 計 １３６４０６ 的中 （２－８） １３３７９（４番人気）
普通馬連票数 計 ３９０１０１ 的中 �� ８８９０（１０番人気）
馬単票数 計 ３９２０４８ 的中 �� ６６８１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９３４１ 的中 �� ３０１０（１６番人気）�� ４２７１６（１番人気）�� ３２９２（１５番人気）
３連複票数 計 ５５３０５９ 的中 ��� １４２７６（８番人気）
３連単票数 計 ９６５８５７ 的中 ��� ４４４９（４２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１４．２―１３．５―１３．０―１２．６―１２．３―１２．８―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３８．９―５２．４―１：０５．４―１：１８．０―１：３０．３―１：４３．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツハクリュウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．１２．１２ 阪神２着

２００７．２．１９生 牡２芦 母 ヤマカツリリー 母母 リンデンリリー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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〕 コスモガジェット号は，平成２２年１月２６日まで平地競走に出走できない。
※ピサノファンゴッホ号・メイプリマベーラ号は，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。



３４０７４１２月２６日 晴 良 （２１阪神５）第７日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

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

８１６ ゼンノベラーノ 牡２鹿 ５５ 角田 晃一大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：２６．９ ４２．８�

６１２ シゲルタダカツ 牡２栗 ５５ 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ４９０＋ ４１：２７．２１� ４．８�
７１４ ノルマンディー 牡２黒鹿５５ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５００－１２ 〃 ハナ ４．５�
２３ ビップピュアレディ 牝２栗 ５４ 内田 博幸鈴木 邦英氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４２２－ ２ 〃 クビ １６．２�
７１３ シルククラリティ 牝２黒鹿５４ 小牧 太有限会社シルク庄野 靖志 日高 ヤナガワ牧場 ４８６－ ２ 〃 アタマ ４．８�
８１５ ツルマルライダー 牡２鹿 ５５ 幸 英明鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ５２８－ ６１：２７．３クビ ４．８�
１２ スクーデリアピサ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ２ 〃 ハナ ９．７�
６１１ トウショウヒーロー 牡２黒鹿５５ 四位 洋文トウショウ産業	 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１４± ０１：２７．５１� ３０．２

３５ プリティスター 牝２栗 ５４ 池添 謙一横瀬 兼二氏 田所 清広 新ひだか 原 光彦 ４４４－ ２１：２８．３５ １７．９�
４８ クニフォフィア 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介	錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ４３２＋ ２１：２９．５７ ９６．５�
１１ シーキングカフェ �２青鹿５５ 浜中 俊ロイヤルファーム 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４９６＋ ６ 〃 ハナ ６２．０�
５９ オリオンザドーター 牝２栗 ５４

５３ ☆藤岡 康太平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 ４４４± ０１：２９．６� ２６７．６�
４７ ザ ハ ブ 牝２栗 ５４ M．デムーロ 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 新ひだか 服部 牧場 ５１２－ ２１：２９．９１� １６．４�
（伊）

５１０ アンテリジェンス 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二平口 信行氏 牧浦 充徳 浦河 野村 正 ４７６＋ ４ 〃 ハナ １５５．１�
３６ エムオーゴールド �２鹿 ５５ 佐藤 哲三大浅 貢氏 大根田裕之 日高 高橋牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ２８．１�

（１５頭）
２４ ビタースウィート 牝２鹿 ５４ 武 豊桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４３２＋１８ （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，４３１，６００円 複勝： ２６，３９２，２００円 枠連： １４，９１０，５００円

普通馬連： ４０，７７７，４００円 馬単： ２７，３６１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２８９，９００円

３連複： ５３，２３６，３００円 ３連単： ７０，７７０，２００円 計： ２６８，１６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，２８０円 複 勝 � ８９０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（６－８） ２，１６０円

普通馬連 �� ９，２９０円 馬 単 �� ２５，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６３０円 �� ２，５２０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １１，５４０円 ３ 連 単 ��� １２５，８６０円

票 数

単勝票数 差引計 １６４３１６（返還計 ７２０９） 的中 � ３０３２（１１番人気）
複勝票数 差引計 ２６３９２２（返還計 １１１４８） 的中 � ５５８８（１１番人気）� ５２６４６（１番人気）� ３９６５２（３番人気）
枠連票数 差引計 １４９１０５（返還計 １３６８） 的中 （６－８） ５１０９（１０番人気）
普通馬連票数 差引計 ４０７７７４（返還計 ４５５６５） 的中 �� ３２４２（３５番人気）
馬単票数 差引計 ２７３６１５（返還計 ２８８７９） 的中 �� ７８３（７６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １８２８９９（返還計 ２１３６２） 的中 �� １６５３（３２番人気）�� １７２７（２９番人気）�� ８３３０（４番人気）
３連複票数 差引計 ５３２３６３（返還計１１２３５８） 的中 ��� ３４０５（４５番人気）
３連単票数 差引計 ７０７７０２（返還計１３８１９９） 的中 ��� ４１５（４１７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．８―１１．７―１２．５―１２．９―１２．９―１４．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．８―２２．６―３４．３―４６．８―５９．７―１：１２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．６―３F４０．１
３ １５（５，１２）１６，１（２，１１）１４（９，１３）（６，７）３，８－１０ ４ １５（５，１２）１６（１，２）１１（１４，１３）（９，３，７）６，８，１０

勝馬の
紹 介

ゼンノベラーノ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．１２．１３ 阪神５着

２００７．４．１４生 牡２鹿 母 ゼンノシチョウ 母母 Just Juliet ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔競走除外〕 ビタースウィート号は，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。
※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。



３４０７５１２月２６日 晴 良 （２１阪神５）第７日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時００分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

６１１ ケイエスケイト 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４６２＋ ２１：３６．８ ５１．３�

８１６ テイエムキングダム 牡２青鹿５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 オリエント牧場 ４８８± ０１：３６．９� ５９．９�
２４ アスカトップレディ 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４４４－ ２ 〃 ハナ ２４２．８�
６１２ ホットチリペッパー 牡２芦 ５５ 武 豊 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４ 〃 クビ １１．２�
２３ セイクリッドセブン 牡２栗 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ４ 〃 ハナ ２．０�
８１８ デンコウセッカチ 牝２栗 ５４ 石橋 守田中 康弘氏 荒川 義之 新ひだか 下屋敷牧場 ４２６± ０１：３７．０� ８２．４	
５１０ マイネルアクア 牡２栗 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 羽月 友彦 新ひだか 松本牧場 ４８８＋１８１：３７．１� ２０６．０

５９ � セイウンホルス 牡２黒鹿５５ M．デムーロ西山 茂行氏 河内 洋 米 Dixiana

Stables, Inc. ４５８－ ２１：３７．２クビ ５．７�
（伊）

７１５ ジャポニズム 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 �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 ４７４＋ ４１：３７．３� ３．２�

３６ キョウワティアラ 牝２鹿 ５４
５３ ☆藤岡 康太�協和牧場 荒川 義之 新冠 協和牧場 ４０６± ０１：３７．７２� １４０．０

４７ サーベルダンス 牡２栗 ５５ 浜中 俊吉田 照哉氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４３６＋ ２ 〃 アタマ ５１．９�
７１４ テイエムバゴオー 牡２黒鹿５５ 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４６８＋１２１：３７．８� １１６．７�
４８ メイショウコゴロウ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４４８＋ ２１：３７．９� １０４．７�
１２ � エリドゥバビロン 牝２鹿 ５４ 川田 将雅グリーンフィールズ� 白井 寿昭 米 Castleton

Lyons ４５４± ０１：３８．０� １７９．２�
３５ スカイサーファー 牡２芦 ５５ 内田 博幸山本 英俊氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４ 〃 アタマ ５３．１�
８１７ デュークビスティー 牡２芦 ５５ 藤岡 佑介備前島敏子氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４４６± ０ 〃 アタマ ６９．１�
７１３ アイアンアタック 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉池上 一馬氏 野元 昭 新ひだか 城地 清満 ４４４＋ ２１：３８．２１	 ５７２．４�
１１ セトノジャーニー 牡２鹿 ５５ 角田 晃一難波 澄子氏 藤岡 範士 日高 滝本 健二 ５００± ０１：３８．３クビ ４８．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，３４８，２００円 複勝： ３３，６６２，６００円 枠連： １７，４３５，８００円

普通馬連： ４９，１９３，３００円 馬単： ４３，２４１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８９５，２００円

３連複： ７４，５３８，３００円 ３連単： １１２，３９１，２００円 計： ３７７，７０６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，１３０円 複 勝 � １，１８０円 � １，３４０円 � ３，７５０円 枠 連（６－８） ４，１００円

普通馬連 �� ４５，１６０円 馬 単 �� １３４，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，３１０円 �� ３２，２１０円 �� ３５，１５０円

３ 連 複 ��� １，７７４，５００円 ３ 連 単 ��� １１，８４９，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２５３４８２ 的中 � ３８９７（６番人気）
複勝票数 計 ３３６６２６ 的中 � ７６８０（７番人気）� ６６９５（８番人気）� ２２９７（１５番人気）
枠連票数 計 １７４３５８ 的中 （６－８） ３１４６（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４９１９３３ 的中 �� ８０４（６０番人気）
馬単票数 計 ４３２４１８ 的中 �� ２３７（１２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８９５２ 的中 �� ４７８（６１番人気）�� １６７（１０６番人気）�� １５３（１１１番人気）
３連複票数 計 ７４５３８３ 的中 ��� ３１（６０５番人気）
３連単票数 計１１２３９１２ 的中 ��� ７（３３００番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．２―１２．６―１２．５―１１．６―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．３―４８．９―１：０１．４―１：１３．０―１：２４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイエスケイト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００９．９．６ 小倉２着

２００７．３．２０生 牡２鹿 母 プレジャーホーク 母母 Sis Pleasure Fager ５戦１勝 賞金 ９，１００，０００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。



３４０７６１２月２６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１阪神５）第７日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００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

８１３ マイネルアルセーヌ 牡４栗 ６０ 平沢 健治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 門別 高橋牧場 ４５６－ ２３：２０．１ １０７．１�

２２ ナナヨーヒマワリ 牡８栗 ６０ 林 満明尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５２４－ ４３：２０．４１� ２．４�
１１ シースピアー 牡３栗 ５８ 高田 潤藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４６８－ ４３：２０．６１� １１．７�
６９ 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± ０３：２１．８７ ３．１�
７１１ ゴルデンシュライン �３栗 ５８ 今村 康成�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４８６＋ ４３：２１．９� ３５．３�
４６ イマジンノココロヲ 牡４鹿 ６０ 山本 康志小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 B４８６－ ６ 〃 クビ １６６．７�
３３ ア ヤ ナ ベ ル 牝３青鹿５６ 南井 大志鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４４２＋ ８３：２２．２１� ６６．８	
３４ ニューパワー �３栗 ５８ 五十嵐雄祐井高 義光氏 菅原 泰夫 静内 井高牧場 ４５８－１０３：２２．３� ５．４

５８ ユーセイヤマトオー 牡３鹿 ５８ 出津 孝一�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 ５１２± ０３：２２．４クビ １９．７�
７１２ カシノヨウスケ 牡４鹿 ６０ 岩崎 祐己柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５４０－ ２３：２２．６１ １２．８
４５ � ファイトシーン 牡５黒鹿６０ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４６４＋１４３：２３．０２� ８２．２�
８１４ コ ー ド 牡３鹿 ５８ 柴田 未崎松平 正樹氏 高松 邦男 日高 山際 辰夫 ４７０－１２３：２３．２� ５２．５�
５７ ライブリシュロム 牡６栗 ６０ 仲田 雅興加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ４９２＋ ２３：２３．３� ４４．８�
６１０ ブローヒッター 牡３栗 ５８ 浜野谷憲尚深見 富朗氏 五十嵐忠男 静内 西村 和夫 ４６４± ０３：２５．１大差 １１０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，０１９，６００円 複勝： １７，３１８，０００円 枠連： １４，８９９，７００円

普通馬連： ３９，９７０，７００円 馬単： ３１，９７８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９８１，６００円

３連複： ５８，２６５，３００円 ３連単： ９０，２６８，４００円 計： ２８４，７０１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，７１０円 複 勝 � １，６００円 � １４０円 � ２８０円 枠 連（２－８） ３，２５０円

普通馬連 �� ２０，０６０円 馬 単 �� ４９，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３１０円 �� １２，３７０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ４０，２３０円 ３ 連 単 ��� ４７２，４７０円

票 数

単勝票数 計 １５０１９６ 的中 � １１０６（１２番人気）
複勝票数 計 １７３１８０ 的中 � １９３５（１２番人気）� ４８９９２（１番人気）� １４３２３（５番人気）
枠連票数 計 １４８９９７ 的中 （２－８） ３３８７（１３番人気）
普通馬連票数 計 ３９９７０７ 的中 �� １４７１（３９番人気）
馬単票数 計 ３１９７８２ 的中 �� ４７８（７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９８１６ 的中 �� ９３０（３６番人気）�� ３２０（６０番人気）�� ８６８８（４番人気）
３連複票数 計 ５８２６５３ 的中 ��� １０６９（８９番人気）
３連単票数 計 ９０２６８４ 的中 ��� １４１（６７０番人気）

上り １マイル １：４５．０ ４F ５１．４－３F ３８．７
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルアルセーヌ �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 Twilight Agenda デビュー ２００８．２．１７ 東京３着

２００５．３．５生 牡４栗 母 ゲイリーアジェンダ 母母 Melodius Harp 障害：４戦１勝 賞金 ８，５８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スナークキャロル号・リッシンボス号
（非抽選馬） ２頭 テイエムダイアナ号・ハクサン号



３４０７７１２月２６日 晴 良 （２１阪神５）第７日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：４６．８
１：４６．６

良

良

１２ エーシンリターンズ 牝２栗 ５４ 四位 洋文�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４５０＋ ２１：５０．０ ３１．８�

５１０ サンライズモール 牡２栗 ５５ 川田 将雅松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B４５８－ ２１：５０．２１� ４０．３�
４７ スマートフォーカス 牡２鹿 ５５ 和田 竜二大川 徹氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム ４９２± ０１：５０．３クビ ４．０�
１１ アドマイヤツバサ 牡２青鹿５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４３８－１０ 〃 ハナ ８．９�
３５ ムーンライトソード 牡２栗 ５５ 武 豊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６０－１２１：５０．４� １．８�
３６ ドリームセーリング 牡２栗 ５５ 内田 博幸セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 B４５６± ０１：５０．５� １６．９	
５９ ロードホーリー 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 浦河 村下 清志 ４７０－ ４ 〃 ハナ １６．８

７１３ オースミマリオン 牡２栗 ５５ 武 幸四郎�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４６６± ０ 〃 アタマ １２７．８�
２４ 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 ４８８－ ４ 〃 アタマ ４５．４�
６１２ サトノコンテッサ 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム ４４２± ０ 〃 ハナ １６５．２
８１７ フォーリアル 牝２鹿 ５４ 五十嵐雄祐�三好牧場 天間 昭一 浦河 三好牧場 ４１８－ ４１：５０．７１� １４０．４�
４８ サトノケンオー 牡２栗 ５５ 浜中 俊里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７８－ ６ 〃 クビ ４４．６�
８１６ ジャクソンバローズ 牡２鹿 ５５ 角田 晃一猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 富田牧場 ５２６＋１２１：５０．９１� ４７．５�
７１４ シャイニーナイト 牡２栗 ５５ 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４６４＋ ２１：５１．０� １８．４�
８１８ テイエムフジスター 牡２黒鹿５５ 幸 英明竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 日高大洋牧場 ４７８＋ ２１：５１．１クビ １７１．３�
２３ ケージーモモタロウ 牡２鹿 ５５ 石橋 守川井 五郎氏 梅内 忍 新ひだか 松本牧場 ４５２－ ４１：５１．２� １８１．７�
６１１ マイネルリブレット 牡２黒鹿５５ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 北出 成人 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ２ 〃 クビ １７５．８�
７１５ エリモエクセレント 牝２栗 ５４ 酒井 学山本 慎一氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４３８± ０１：５１．６２� １３６．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，９０４，２００円 複勝： ４３，３３８，７００円 枠連： ２０，８４５，６００円

普通馬連： ６０，００３，８００円 馬単： ４８，６４９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１６９，８００円

３連複： ８０，９９０，２００円 ３連単： １３２，３８９，８００円 計： ４４１，２９１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１８０円 複 勝 � ８６０円 � ６６０円 � １８０円 枠 連（１－５） ２，３００円

普通馬連 �� ３４，３９０円 馬 単 �� ８２，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，８８０円 �� ２，０３０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ５６，６６０円 ３ 連 単 ��� ６１８，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２６９０４２ 的中 � ６６６７（７番人気）
複勝票数 計 ４３３３８７ 的中 � １１１５５（９番人気）� １５０２８（７番人気）� ８３４９１（２番人気）
枠連票数 計 ２０８４５６ 的中 （１－５） ６６９３（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６０００３８ 的中 �� １２８８（５５番人気）
馬単票数 計 ４８６４９５ 的中 �� ４３５（１１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１６９８ 的中 �� ７６３（５９番人気）�� ３４３９（２２番人気）�� ４６５６（１６番人気）
３連複票数 計 ８０９９０２ 的中 ��� １０５５（１２０番人気）
３連単票数 計１３２３８９８ 的中 ��� １５８（８８７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．０―１２．６―１３．０―１２．９―１２．１―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．６―１：０１．６―１：１４．５―１：２６．６―１：３８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３５．５
３ ・（８，１０，１６）１８（６，７，１１）（１４，１５）（２，５，１７）９（１，３，４，１３）１２ ４ ・（８，１０，１６，１８）（６，７，１１，１５）（１４，１７）（２，５）９（１，３，４，１３）１２

勝馬の
紹 介

エーシンリターンズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００９．９．２１ 新潟２着

２００７．３．１２生 牝２栗 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ ４戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
※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 デンコウアルセウス号



３４０７８１２月２６日 晴 良 （２１阪神５）第７日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：１１．０
１：１０．２

良

不良

７１０ タカノキング 牡２鹿 ５５ 酒井 学山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４６４ ―１：１４．１ ８８．０�

１１ カレンチャン 牝２芦 ５４ 武 豊鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：１４．３１� １．６�
４４ ヒシビビッド 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４７２ ―１：１４．６２ ４．９�
２２ ラブアスコットー 牝２栗 ５４ 岩田 康誠増田 陽一氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ４６０ ―１：１５．９８ ２６．４�
３３ ビントサリエ 牝２栗 ５４ 藤田 伸二谷和 光彦氏 牧浦 充徳 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４３２ ― 〃 ハナ １２．０�
８１３ ボーンストーン 牡２黒鹿５５ 和田 竜二後藤 繁樹氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４８６ ―１：１６．１１ ４３．４�
６９ シゲルシゲザネ 牡２鹿 ５５ 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４５４ ― 〃 ハナ ５．５�
５６ キクノアルバ 牝２鹿 ５４ 小牧 太菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４５４ ―１：１６．５２� ２９．６	
５７ ナムラアメイズ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４６０ ―１：１６．８１� ３４．８

７１１ キャニオンシュネル 牝２鹿 ５４ 池添 謙一�谷川牧場 鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４６２ ― 〃 ハナ １１８．１�
８１２ カネトシトキメキ 牝２鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 村下 明博 ４３６ ―１：１８．４１０ ７５．６
４５ カシノモナルダ 牝２栗 ５４ 武 幸四郎柏木 務氏 須貝 彦三 新ひだか タイヘイ牧場 ４６６ ―１：２２．４大差 １６４．０�

（１２頭）
６８ テイエムキマグレ 牡２鹿 ５５ 石橋 守竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４４０ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２１，２８８，３００円 複勝： ２５，６７３，２００円 枠連： １５，１４４，４００円

普通馬連： ３８，００４，１００円 馬単： ３９，０８１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６４１，１００円

３連複： ４７，９５１，７００円 ３連単： １０３，５９３，７００円 計： ３０６，３７７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，８００円 複 勝 � ９９０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（１－７） ３，０４０円

普通馬連 �� ５，２６０円 馬 単 �� ２０，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８２０円 �� ２，６２０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ６，８３０円 ３ 連 単 ��� ９２，５６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２１２８８３（返還計 １１０８） 的中 � １９０７（１０番人気）
複勝票数 差引計 ２５６７３２（返還計 １４９７） 的中 � ２９６８（１０番人気）� １２８９４５（１番人気）� ３２１１３（３番人気）
枠連票数 差引計 １５１４４４（返還計 ４２９） 的中 （１－７） ３６８７（９番人気）
普通馬連票数 差引計 ３８００４１（返還計 ８５５４） 的中 �� ５３３９（１４番人気）
馬単票数 差引計 ３９０８１３（返還計 ８３１６） 的中 �� １３７５（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １５６４１１（返還計 ４５７４） 的中 �� １７８２（２２番人気）�� １２２３（２７番人気）�� ２６９４９（１番人気）
３連複票数 差引計 ４７９５１７（返還計 １９１６７） 的中 ��� ５１８５（２１番人気）
３連単票数 差引計１０３５９３７（返還計 ３４２６８） 的中 ��� ８２６（２０３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．３―１２．７―１２．１―１３．０

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タカノキング �
�
父 トワイニング �

�
母父 Secreto 初出走

２００７．３．２３生 牡２鹿 母 イクテリーナ 母母 Sugar and Spice １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 テイエムキマグレ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノモナルダ号は，平成２２年１月２６日まで平地競走に出走できない。
※カレンチャン号・ナムラアメイズ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３４０７９１２月２６日 晴 良 （２１阪神５）第７日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１３時２０分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

８１３ ザ タ イ キ 牡２栗 ５５ 藤田 伸二�大樹ファーム 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４６６ ―１：３９．３ １．９�

５６ タ バ ル ナ 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２ ―１：３９．５１� ３２．８�
６８ ティボリペガサス 牝２黒鹿５４ 池添 謙一松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４４４ ―１：３９．６� １６．８�
７１１ グロリアスフラワー 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：３９．７� １１．９�
６９ カサノヴァソルト 牡２鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６ ―１：３９．８� ３６．９�

７１０ ファコンドー 牡２栗 ５５ 小牧 太赤沼 秀典氏 牧浦 充徳 新冠 カミイスタット ４３２ ―１：３９．９クビ ３０．１	
８１２ インディアリング 牝２芦 ５４ 幸 英明吉田 和子氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 ４２４ ― 〃 クビ ３８．６

４５ パ ミ ー ナ 牝２栗 ５４ 角田 晃一門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム ４５６ ―１：４０．１１� １２５．８�
３３ スズカローゼ 牝２鹿 ５４ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５０４ ―１：４０．２� ３．９�
４４ セレナデスタン 牡２黒鹿５５ M．デムーロ島川 利子氏 松田 国英 新ひだか キヨミネ牧場 ４２６ ―１：４０．６２� ３３．５

（伊）

１１ オンワードホープ 牡２黒鹿５５ 和田 竜二�オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ５１８ ―１：４０．８� １１０．７�
２２ ラ ー ト リ ー 牝２栗 ５４ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 ４６６ ―１：４１．０１� ９６．１�
５７ ハートロック 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５０２ ―１：４１．８５ ７．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，０２２，１００円 複勝： ２７，０１９，８００円 枠連： １７，６８７，３００円

普通馬連： ４９，１２０，４００円 馬単： ４７，３６０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３４５，０００円

３連複： ６１，０８６，３００円 ３連単： １２０，１２０，１００円 計： ３６７，７６１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ５５０円 � ３１０円 枠 連（５－８） ４６０円

普通馬連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ３，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� ５７０円 �� ２，９００円

３ 連 複 ��� ８，９００円 ３ 連 単 ��� ３０，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２６０２２１ 的中 � １１２６５５（１番人気）
複勝票数 計 ２７０１９８ 的中 � ９０２３０（１番人気）� ８９２８（８番人気）� １８１３０（５番人気）
枠連票数 計 １７６８７３ 的中 （５－８） ２８６９４（２番人気）
普通馬連票数 計 ４９１２０４ 的中 �� １６７４８（６番人気）
馬単票数 計 ４７３６０２ 的中 �� １１５８２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３４５０ 的中 �� ４８１６（１１番人気）�� ８９２１（５番人気）�� １５５２（２９番人気）
３連複票数 計 ６１０８６３ 的中 ��� ５０７１（２７番人気）
３連単票数 計１２０１２０１ 的中 ��� ２８７８（９１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１２．８―１３．９―１３．６―１２．０―１１．０―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．７―３７．５―５１．４―１：０５．０―１：１７．０―１：２８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザ タ イ キ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００７．３．２８生 牡２栗 母 フローラルレディ 母母 ブラダマンテ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ティボリペガサス号は，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。



３４０８０１２月２６日 晴 良 （２１阪神５）第７日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１４� フロムスクラッチ 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 沖 芳夫 米 John C.
Oxley ５００＋ ６１：１２．５ ５．３�

４７ マヤフィオーレ 牝３栗 ５４ 和田 竜二�まの 大橋 勇樹 日高 中川牧場 ４３８－１０ 〃 クビ ９．９�
２４ � カフェレジェンド 牡４青鹿５７ 内田 博幸西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５１０＋１２１：１２．９２� ４．９�
５１０ マイネルエルドラド 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ５０２＋ ２１：１３．０	 １１．８�

（伊）

５９ ビヨンドマックス 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５１８＋ ２１：１３．１クビ １７．６�
４８ クイックメール 牝３栗 ５４ 小牧 太谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４５４－ ４１：１３．３１ ７．９	
１１ ピュアマリーン 牝３栗 ５４ 石橋 守�山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４４０＋ ２ 〃 ハナ ４．３

６１１
 アルフェラッツ 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二山下 恭茂氏 天間 昭一 浦河 山下 恭茂 ４９６－ ８ 〃 ハナ ３３．９�
７１３ セレスコクオー 牡４青鹿５７ 池添 謙一岡 浩二氏 宮本 博 浦河 大柳ファーム ５４０＋ ６ 〃 クビ １３．７�
２３ サラノロクサボード 牡３芦 ５６ 角田 晃一神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４８６＋１６１：１３．４クビ １０８．８
１２ ナスノマツカゼ 牡４栗 ５７ 浜中 俊�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ７７．９�
３５ タマモトワイライト �３栗 ５６ 岩田 康誠タマモ� 小原伊佐美 新冠 新冠伊藤牧場 ４９０＋ ２１：１３．６１� １５．５�
３６ ヤマサラグランジュ 牝４鹿 ５５ 幸 英明岡田 牧雄氏 平田 修 静内 岡田スタツド ４３６－ ４１：１３．７� ２４．５�
６１２ ニチドウダイヤ 牝３鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太山田 伸氏 小島 貞博 三石 大平牧場 ４３４－１６１：１４．０１	 ４５．４�
８１６ マザーロード 牝３栗 ５４ 酒井 学�大川牧場 水野 貴広 厚真 大川牧場 ４７４± ０１：１４．４２� １３４．７�
８１５ テイエムプレストン 牡３黒鹿５６ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 三石 城地 清満 ５４６＋１６１：１５．２５ １９７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６２８，８００円 複勝： ３７，０６６，７００円 枠連： ２５，２６９，８００円

普通馬連： ７６，９９６，４００円 馬単： ４８，１４７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４５４，４００円

３連複： １０１，６４９，６００円 ３連単： １４７，０８０，５００円 計： ４８９，２９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２３０円 � ２８０円 � ２００円 枠 連（４－７） ７５０円

普通馬連 �� ２，６３０円 馬 単 �� ４，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ７３０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ４，８１０円 ３ 連 単 ��� ２８，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２３６２８８ 的中 � ３５６３１（３番人気）
複勝票数 計 ３７０６６７ 的中 � ４３４０８（４番人気）� ３２９１１（５番人気）� ５４７９６（２番人気）
枠連票数 計 ２５２６９８ 的中 （４－７） ２５０６２（１番人気）
普通馬連票数 計 ７６９９６４ 的中 �� ２１６３９（８番人気）
馬単票数 計 ４８１４７３ 的中 �� ７５１９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４５４４ 的中 �� ６７３５（１１番人気）�� １０２３１（４番人気）�� ５９８７（１５番人気）
３連複票数 計１０１６４９６ 的中 ��� １５６１１（８番人気）
３連単票数 計１４７０８０５ 的中 ��� ３８２５（５６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．０―１２．１―１２．０―１３．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フロムスクラッチ �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Forest Wildcat デビュー ２００７．１０．８ 京都２着

２００５．３．７生 牝４鹿 母 Snow Dance 母母 Northern Pageant １３戦３勝 賞金 ３１，９４０，０００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） １頭 ラピッドガール号
（非抽選馬） ２頭 エーシンリードオー号・カミヒコーキ号
※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。



３４０８１１２月２６日 晴 良 （２１阪神５）第７日 第９競走 ��
��１，６００�

せ っ つ

摂 津 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．１２．２７以降２１．１２．２０まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１１ ブライティアパルス 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４６０－ ２１：３３．８ １５．６�

３５ メジロラフィキ �４鹿 ５４ 浜中 俊�メジロ牧場 池江 泰郎 洞爺 メジロ牧場 ４９０－ ４１：３４．２２� ２３．３�
２３ フサイチオフトラ 牡５鹿 ５６ 川田 将雅�野 哲氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８０－ ６ 〃 ハナ ５．７�
８１６ ハギノトラスト 牝３栃栗５２ 石橋 守安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４４２＋ ２１：３４．５１� ２５．６�
８１８ マイネルクラッチ 牡５鹿 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ５００＋ ６ 〃 ハナ １７．５�
８１７ アグネスサクラ 牝３鹿 ５４ 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４３６± ０ 〃 アタマ ２．１	
４７ マヤノベンケイ 牡４鹿 ５５ 和田 竜二田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４７０± ０１：３４．６クビ ５７．２

１２ 	 ロードエキスパート �６黒鹿５５ M．デムーロ �ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch

Lodge Stud Co ４７２＋ ８１：３４．７� ７．６�
（伊）

５９ ディープスピリット 牡５鹿 ５６ 岩田 康誠深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４６２± ０１：３４．８� １３．９�
１１ メイショウジェイ 牝４鹿 ５２ 佐藤 哲三松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４４０－２０１：３４．９� ３４．６
７１４ カシノマイケル 牡６青鹿５３ 岩崎 祐己柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６６± ０１：３５．０クビ ２５８．６�
７１３ ブルーモーリシャス 牡３青鹿５４ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４４８± ０ 〃 ハナ ２８．８�
７１５
 ヒカリベルサイユ 牝５芦 ５２ 金折 知則當山 �則氏 谷 潔 浦河 笠松牧場 ４４０－ ２ 〃 ハナ ５３．５�
２４ トシザワイルド 牡３栗 ５５ 四位 洋文上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ５０４＋ ４ 〃 クビ １４．９�
４８ アドマイヤダーリン 牡６栃栗５５ 藤岡 佑介近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ４１：３５．１� ７３．５�
５１０ マルサンチーフ 牡４黒鹿５２ 野元 昭嘉松井三千年氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ５３４＋２０１：３５．３� ３２９．７�
３６ 
 スーパーマークン 牡３芦 ５３ 藤田 伸二小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ４５２＋ ８１：３５．４� １３６．７�
６１２ ヴ ン ダ ー 牡８黒鹿５２ 酒井 学幅田 昌伸氏 庄野 靖志 門別トヨサトアライファーム ５００＋１２１：３５．６１ ２４１．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３６，１８５，３００円 複勝： ５９，６８３，４００円 枠連： ３４，８１７，９００円

普通馬連： １４８，４８１，６００円 馬単： ９０，２８９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，６９２，６００円

３連複： １６３，６０７，５００円 ３連単： ２９９，７７２，８００円 計： ８７７，５３０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ５４０円 � ６２０円 � ２２０円 枠 連（３－６） １３，５６０円

普通馬連 �� ２３，２９０円 馬 単 �� ４３，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２５０円 �� １，６００円 �� １，７７０円

３ 連 複 ��� ３２，８５０円 ３ 連 単 ��� ２７５，１７０円

票 数

単勝票数 計 ３６１８５３ 的中 � １８３７６（６番人気）
複勝票数 計 ５９６８３４ 的中 � ２６７８４（７番人気）� ２２８７２（９番人気）� ８５１２１（２番人気）
枠連票数 計 ３４８１７９ 的中 （３－６） １８９６（２８番人気）
普通馬連票数 計１４８４８１６ 的中 �� ４７０６（４９番人気）
馬単票数 計 ９０２８９０ 的中 �� １５２６（１０２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４６９２６ 的中 �� ２５４４（４３番人気）�� ６９６３（１５番人気）�� ６２８２（１７番人気）
３連複票数 計１６３６０７５ 的中 ��� ３６７６（９０番人気）
３連単票数 計２９９７７２８ 的中 ��� ８０４（６５９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．２―１１．８―１２．０―１１．３―１１．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３４．９―４６．７―５８．７―１：１０．０―１：２１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライティアパルス �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００７．１２．１６ 中京１着

２００５．４．１４生 牝４鹿 母 ストームサンデー 母母 Satiety ９戦４勝 賞金 ６５，９８９，０００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） ２頭 シゲルキリガミネ号・メイショウシオギリ号
（非抽選馬） １頭 ノーブルストーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４０８２１２月２６日 晴 良 （２１阪神５）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�

もとまち

元町ステークス
発走１５時０５分 （芝・右）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

５５ プロヴィナージュ 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１８－ ４２：００．２ ５．４�

７１０� レッドシューター 牡４鹿 ５７ 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Epona Blood-
stock Ltd ５３２－ ４２：００．４１� １．８�

１１ アドマイヤスペース 牝５芦 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４４０± ０２：００．７２ ２３．２�
７９ アグネススターチ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４８０± ０２：００．８	 ２８．５�
５６ タガノプルミエール 牝５栗 ５５ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ２２：００．９	 ４．０�
６８ アペリティフ 
６鹿 ５７ 幸 英明前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５０４± ０ 〃 アタマ １８．０�
８１１ マルカハンニバル 牡５黒鹿５７ 角田 晃一河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ４９０－ ４２：０１．２２ １２８．０	
２２ フサイチアソート 
４栗 ５７ 和田 竜二岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４４６－ ４２：０１．３	 ４３．８

６７ マイネルキーロフ 牡５青鹿５７ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 斉藤 安行 ５１８± ０２：０１．６１� ２２．６�
４４ マルイチクエスト 牡７黒鹿５７ 藤岡 康太小林 茂行氏 湯窪 幸雄 静内 マークリ牧場 ５２０＋１０２：０２．１３ １８３．８�
８１２� エーシンコンファー 牝４青鹿５５ M．デムーロ�栄進堂 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ４７２－ ２２：０２．２	 ２５．５
（伊）

３３ シルクダッシュ 牡８鹿 ５７ 藤岡 佑介有限会社シルク斎藤 誠 新冠 早田牧場新
冠支場 ５０２＋１６２：１４．３大差 １５７．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４４，６２２，９００円 複勝： ７８，６８６，５００円 枠連： ３９，１２１，６００円

普通馬連： １６５，９２８，８００円 馬単： １２０，３２６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，２９９，２００円

３連複： １９１，６６４，８００円 ３連単： ４５３，２４５，０００円 計： １，１３９，８９５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ３４０円 枠 連（５－７） １８０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １，０９０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，１３０円 ３ 連 単 ��� ９，８１０円

票 数

単勝票数 計 ４４６２２９ 的中 � ６６３３３（３番人気）
複勝票数 計 ７８６８６５ 的中 � １０５３２２（３番人気）� ４０７８１６（１番人気）� ２８３０９（５番人気）
枠連票数 計 ３９１２１６ 的中 （５－７） １６３９４１（１番人気）
普通馬連票数 計１６５９２８８ 的中 �� ２８０３７６（２番人気）
馬単票数 計１２０３２６９ 的中 �� ６７３７０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６２９９２ 的中 �� ６３２６８（２番人気）�� ９０４３（１３番人気）�� １８９０８（５番人気）
３連複票数 計１９１６６４８ 的中 ��� ６６４７４（８番人気）
３連単票数 計４５３２４５０ 的中 ��� ３４０９９（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３６．０―４８．１―１：００．１―１：１２．４―１：２４．５―１：３６．５―１：４８．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

プロヴィナージュ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．２ 阪神２着

２００５．２．３生 牝４鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス １６戦４勝 賞金 ９６，１０９，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクダッシュ号は，平成２２年１月２６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。



３４０８３１２月２６日 晴 良 （２１阪神５）第７日 第１１競走 ��
��２，０００�第２６回ラジオNIKKEI杯２歳ステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
ラジオNIKKEI杯（１着）

賞 品
本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：００．８
１：５９．９

良

良

２３ ヴィクトワールピサ 牡２黒鹿５５ 武 豊市川 義美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１８＋ ８２：０１．３ １．６�

７１３� コスモファントム 牡２鹿 ５５ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley
Thoroughbreds ４８４± ０ 〃 クビ ６．４�

３４ ダノンシャンティ 牡２黒鹿５５ 内田 博幸�ダノックス 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６８－ ２２：０１．５１ ２７．８�

１１ ヒルノダムール 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ８．１�
４７ アドマイヤテンクウ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５２４－ ６ 〃 クビ ６６．１�
４６ エクセルサス 牡２栃栗５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ４２：０１．６クビ ８５．０	
８１４� エーシンウェズン 牡２鹿 ５５ 小牧 太�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.

Painter ５０８－ ６２：０２．４５ ２９．６

８１５ サクラエルドール 牡２青 ５５ 藤岡 佑介�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４８０＋ ８２：０２．６１� １３．１�
６１０ アドマイヤプリンス 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 ５１０－ ２２：０２．８１� ２０．３�
５９ タニノエポレット 牡２鹿 ５５ M．デムーロ谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４９８＋ ２ 〃 クビ ４９．４

（伊）

２２ ディアブラスト 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５８－ ２ 〃 アタマ ２１４．５�
７１２ アイウォントユー 牡２栗 ５５ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ２０４．３�
３５ メイショウホンマル 牡２鹿 ５５ 池添 謙一松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４８４－ ４２：０３．４３� １６．２�
５８ ヘイダーリン 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三佐々木 徹氏 平井 雄二 新冠 シンユウフアーム ５１４± ０２：０３．６１� ９７．７�
６１１ マ ス ト ハ ブ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５０４－ ２２：０３．７� １８２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４７，４７５，３００円 複勝： ２７７，１６７，４００円 枠連： ９０，６１６，７００円

普通馬連： ４９１，６６６，６００円 馬単： ３８６，０２６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５５，８６１，５００円

３連複： ６５９，８６３，７００円 ３連単： １，４８７，２７０，７００円 計： ３，６９５，９４８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ４５０円 枠 連（２－７） ４５０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ６３０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� ２，１９０円 ３ 連 単 ��� ７，０４０円

票 数

単勝票数 計１４７４７５３ 的中 � ７６４１２７（１番人気）
複勝票数 計２７７１６７４ 的中 � １６４３３８５（１番人気）� ３０６３０９（２番人気）� ６２７３２（７番人気）
枠連票数 計 ９０６１６７ 的中 （２－７） １５０２０２（１番人気）
普通馬連票数 計４９１６６６６ 的中 �� ８１７５８４（１番人気）
馬単票数 計３８６０２６７ 的中 �� ４７４０７２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５５８６１５ 的中 �� ２２０３３６（１番人気）�� ５６１３７（６番人気）�� １５８４８（２３番人気）
３連複票数 計６５９８６３７ 的中 ��� ２２３１７４（７番人気）
３連単票数 計１４８７２７０７ 的中 ��� １５５９８１（１９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．７―１２．９―１２．５―１２．６―１２．２―１１．６―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３６．３―４９．２―１：０１．７―１：１４．３―１：２６．５―１：３８．１―１：４９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．８
１
３
１４（８，１３）－１５（４，６）（５，１１）１－３，７－１０（２，９）１２
１４，１３，１５（８，１１）（６，５）（４，１，３）（７，１０，９）（２，１２）

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

勝馬の
紹 介

ヴィクトワールピサ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．１０．２５ 京都２着

２００７．３．３１生 牡２黒鹿 母 ホワイトウォーターアフェア 母母 Much Too Risky ４戦３勝 賞金 ５６，５４９，０００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。



３４０８４１２月２６日 晴 良 （２１阪神５）第７日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１２ アースワンハート 牡３鹿 ５６ 小牧 太松山 増男氏 野元 昭 新ひだか 藤川フアーム ５４２± ０１：５４．５ ２１．５�

２４ トーセンスターン 牡４鹿 ５７ M．デムーロ島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６１：５４．６� １０．９�
（伊）

８１６ シルクダイナスティ 牡４栗 ５７ 武 幸四郎有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ７９．１�
７１４ 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 ４９２＋ ６１：５４．７� ４．１�
１２ � ウィッシュビーワン 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三�アカデミー 中竹 和也 米 March Thor-

oughbreds ４８０± ０ 〃 ハナ ４６．２	
７１３	 ジェンティリティー 
４栗 ５７

５６ ☆藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３６＋ ８１：５４．８� ２０５．７

３５ スカーレットライン 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９０－ ４ 〃 クビ １１．８�
４７ �	 エーシンエヴァン 牡５黒鹿５７ 野元 昭嘉平井 淑郎氏 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ５０６± ０１：５４．９� １６８．６�
６１１ アドマイヤシャトル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ８１：５５．０� ３．８
８１５ ゴッドエンブレム 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ８１：５５．１クビ １５．９�
５９ ショーファイトダダ 牡３栗 ５６ 池添 謙一小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 ４７８－ ８ 〃 ハナ ５９．１�
２３ マッシヴエンペラー 牡４栗 ５７ 和田 竜二小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８６－ ２ 〃 アタマ ７．３�
５１０ ウインペンタゴン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８８－ ２１：５５．４１� ５１．２�
４８ アイノレグルス 牡４鹿 ５７ 武 豊田中 一成氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６０± ０１：５５．５クビ １０．４�
１１ ホワイトベッセル 牡５白 ５７ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８０－ ２１：５５．８２ ６．８�
３６ スリーベイダー 
５黒鹿５７ 石橋 守永井商事� 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 B４８０＋ ２１：５８．２大差 ２２１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５３，１４３，９００円 複勝： ８１，０８４，２００円 枠連： ５１，４７２，１００円

普通馬連： １９８，２３８，５００円 馬単： １１３，９９３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，７２１，３００円

３連複： ２３７，０６５，６００円 ３連単： ４４２，９３１，５００円 計： １，２４１，６５０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１５０円 複 勝 � ７６０円 � ３００円 � １，７７０円 枠 連（２－６） ８７０円

普通馬連 �� １３，２２０円 馬 単 �� ２９，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８５０円 �� １９，０００円 �� １０，１００円

３ 連 複 ��� ２５６，５４０円 ３ 連 単 ��� １，５７１，５６０円

票 数

単勝票数 計 ５３１４３９ 的中 � １９５６７（９番人気）
複勝票数 計 ８１０８４２ 的中 � ２６９７８（９番人気）� ８１８５２（５番人気）� １０８２８（１３番人気）
枠連票数 計 ５１４７２１ 的中 （２－６） ４３８９８（３番人気）
普通馬連票数 計１９８２３８５ 的中 �� １１０７０（３９番人気）
馬単票数 計１１３９９３１ 的中 �� ２８８４（８２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３７２１３ 的中 �� ４１１７（４０番人気）�� ８２０（８７番人気）�� １５４８（６９番人気）
３連複票数 計２３７０６５６ 的中 ��� ６８２（３２１番人気）
３連単票数 計４４２９３１５ 的中 ��� ２０８（１８２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３７．３―５０．３―１：０３．８―１：１６．９―１：２８．９―１：４１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アースワンハート �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００９．１．５ 京都２着

２００６．５．８生 牡３鹿 母 オリミツキネン 母母 ウ サ ロ マ ン ８戦３勝 賞金 ２８，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スズカフレーム号
（非抽選馬） １頭 トシセント号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２１阪神５）第７日 １２月２６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３６，９３０，０００円
４，２６０，０００円
２２，１７０，０００円
１，９６０，０００円
２４，０００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，５０８，５００円
５，６８７，８００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
４５５，１６２，２００円
７５１，７７５，１００円
３５５，８６２，０００円
１，３９７，３９１，７００円
１，０３５，６６０，３００円
４７８，２８５，７００円
１，７８５，２２５，２００円
３，５５６，４１９，６００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 ９，８１５，７８１，８００円

総入場人員 ２２，０２１名 （有料入場人員 ２０，２６３名）




