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３５０３７１２月１１日 晴 良 （２３阪神６）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５分 （ダート・右）

牝，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

１：１１．０
１：１０．２

良

不良

７１４ ルタンデスリーズ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 ４７２＋ ２１：１３．９ ７．４�

３６ アンビータブル 牝２青 ５４ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４５４＋２０１：１４．６４ ２．７�
５１０ ミヤジガンバレ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４８２＋ ６１：１４．８１� ６．７�
１２ アカネチャン 牝２鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂泉 一郎氏 鹿戸 明 新ひだか 坂本牧場 ４５２－ ４ 〃 アタマ ４５．０�
８１６ アポロパレス 牝２鹿 ５４ 川田 将雅小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 ４４２－ ２１：１４．９� ５．４�
４７ タイキベイビー 牝２鹿 ５４

５２ △国分 優作�大樹ファーム 羽月 友彦 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ４３２－ ２１：１５．０クビ １２．２	

３５ ダブルスパーク 牝２芦 ５４ 北村 友一吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 ４６６± ０１：１５．１� １７．７

６１２ ジツリキネオ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介河合實貴男氏 佐藤 正雄 新冠 小泉 学 ４５２± ０１：１５．３１� ２１．０�
６１１ ドリームスター 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介田島 政光氏 小島 貞博 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３２＋ ２１：１５．９３� １２３．８�
１１ トウケイオリオン 牝２栗 ５４ 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４＋ ４１：１６．０� １９．８
５９ ロ ミ ル ダ 牝２栗 ５４

５３ ☆高倉 稜門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか 原口牧場 ３５８－ ６ 〃 アタマ ３０５．２�
２４ テイエムベリーニ 牝２栗 ５４ 安藤 光彰竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 長浜 秀昭 ３８４－ ８１：１６．２１ ３４１．１�
２３ キリシマハッピー 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋牧場 ４５２－ ６１：１６．３� １３７．０�
７１３ ドナメジャー 牝２栗 ５４ 浜中 俊山田 貢一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６４－ ２１：１６．８３ ２４．６�
８１５ カシノオニキス 牝２芦 ５４ 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４３２＋ ２１：１７．５４ ３００．４�
４８ マーブルメーカー 牝２栗 ５４ 藤岡 康太下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 聖心台牧場 ４１６± ０１：１８．１３� １０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９２４，６００円 複勝： ２６，４８４，１００円 枠連： １１，８５８，７００円

馬連： ３９，８２４，８００円 馬単： ２７，０２８，１００円 ワイド： １８，７６４，６００円

３連複： ５９，７２８，８００円 ３連単： ８７，９５２，２００円 計： ２８８，５６５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（３－７） ９６０円

馬 連 �� １，３１０円 馬 単 �� ３，１９０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ９６０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ２，７９０円 ３ 連 単 ��� １６，３６０円

票 数

単勝票数 計 １６９２４６ 的中 � １８０３５（４番人気）
複勝票数 計 ２６４８４１ 的中 � ２０６６０（４番人気）� ６５２０７（１番人気）� ３９７４７（３番人気）
枠連票数 計 １１８５８７ 的中 （３－７） ９１６１（４番人気）
馬連票数 計 ３９８２４８ 的中 �� ２２５５５（３番人気）
馬単票数 計 ２７０２８１ 的中 �� ６２６６（８番人気）
ワイド票数 計 １８７６４６ 的中 �� ９８６１（３番人気）�� ４４９２（１４番人気）�� １２１７８（２番人気）
３連複票数 計 ５９７２８８ 的中 ��� １５８２１（５番人気）
３連単票数 計 ８７９５２２ 的中 ��� ３９６９（２９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．０―１２．３―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．７―４８．０―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルタンデスリーズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１１．１１．２０ 東京１１着

２００９．４．２７生 牝２鹿 母 アトムチェリー 母母 アトムプリンセス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーブルメーカー号は，平成２４年１月１１日まで平地競走に出走できない。

３５０３８１２月１１日 晴 良 （２３阪神６）第４日 第２競走 ��
��１，８００�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

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

７１２ アズマリュウセイ 牡２黒鹿 ５５
５３ △国分 優作東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４８８＋ ８１：５６．３ ２．７�

６９ � コスモアンノーン 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Westwind
Farms B４８６＋ ２ 〃 クビ ５．９�

４５ ショウナンハヤブサ 牡２栗 ５５ 岩田 康誠国本 哲秀氏 中村 均 日高 下河辺牧場 ５１４± ０１：５６．６１� ７．９�
５７ � ワイドクロス 牡２栃栗５５ 浜中 俊幅田 昌伸氏 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ４９６－ ６１：５６．７� ４．２�
８１４ プライドキングダム 牡２栗 ５５ 柴原 央明三枝 栄二氏 昆 貢 新ひだか 斉藤スタッド ４８０－ ４１：５７．１２� １３．０�
１１ � フ ェ ロ ー ズ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一前田 幸治氏 矢作 芳人 愛 Skymarc

Farm ５３２－ ２１：５７．２クビ ９．４�
２２ ケイワイツヨシ 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５６８＋ ２ 〃 クビ ９７．０	
３４ � スノーウエーブ 牡２芦 ５５ 佐藤 哲三吉澤 克己氏 中竹 和也 米

Haras Santa Ma-
ria de Araras S. A.
& Adena Springs

５３６＋ ６１：５７．３� １４．５

８１３ ミッキージュピター 牡２栗 ５５ M．デムーロ三木 久史氏 福島 信晴 新冠 武田 寛治 ４６２＋ ６１：５７．４� ４４．２�

（伊）

４６ トーセンアゲイン 牡２黒鹿５５ 竹之下智昭島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ
スティファーム ４９０＋ ８１：５７．８２� ６７．８

７１１ マイネキャスリーン 牝２黒鹿５４ 川島 信二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋ ６１：５８．０１	 ３７．３�

３３ マジョリティシチー 牡２黒鹿５５ 北村 友一 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 曾我 博 ４４０± ０１：５８．９５ １７０．３�
５８ クリノラウエン 牡２栗 ５５ 国分 恭介栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B４７４－ ４１：５９．３２� ２７３．３�
６１０� エーシンスペリアー 牝２鹿 ５４ 酒井 学�栄進堂 松元 茂樹 英 Wentwort

h Racing ４７４－ ６２：０３．１大差 １４４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９８４，４００円 複勝： ２９，１２３，０００円 枠連： ９，０２４，４００円

馬連： ３８，４２４，８００円 馬単： ２８，３５１，６００円 ワイド： １９，１０３，１００円

３連複： ５５，４８９，３００円 ３連単： ９４，０３９，１００円 計： ２８９，５３９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ２３０円 枠 連（６－７） ５７０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ４００円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 ��� ５，０６０円

票 数

単勝票数 計 １５９８４４ 的中 � ４８３６７（１番人気）
複勝票数 計 ２９１２３０ 的中 � ７４８０６（１番人気）� ４４０３６（３番人気）� ２６５３４（４番人気）
枠連票数 計 ９０２４４ 的中 （６－７） １１８１４（２番人気）
馬連票数 計 ３８４２４８ 的中 �� ４９８６１（２番人気）
馬単票数 計 ２８３５１６ 的中 �� ２３８２１（２番人気）
ワイド票数 計 １９１０３１ 的中 �� １７４５９（２番人気）�� １２０５７（４番人気）�� ５５０８（１０番人気）
３連複票数 計 ５５４８９３ 的中 ��� ２５６２４（４番人気）
３連単票数 計 ９４０３９１ 的中 ��� １３７３８（８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１３．７―１３．２―１３．５―１３．３―１２．９―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３７．９―５１．１―１：０４．６―１：１７．９―１：３０．８―１：４３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アズマリュウセイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１１．９．３ 札幌７着

２００９．５．２８生 牡２黒鹿 母 ルーズブルーマーズ 母母 Late Bloomer ５戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔制裁〕 コスモアンノーン号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（２番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンスペリアー号は，平成２４年１月１１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。

第６回　阪神競馬　第４日



３５０３９１２月１１日 晴 良 （２３阪神６）第４日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時０５分 （芝・右）

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

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

４７ アロマティコ 牝２栗 ５４ M．デムーロ �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５４－ ６１：２３．５ ２．４�
（伊）

２３ ピサノベッテル 牝２黒鹿５４ 武 豊市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム ４３２＋ ２１：２３．６� ２９．７�
５９ ツキミハナミ 牡２芦 ５５ 川田 将雅木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 ４５８＋ ６１：２３．７� １３．０�
３６ プ リ ュ ム 牝２栗 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４３０－１０１：２３．８� ４．１�
２４ カネトシヴェルス 牡２黒鹿５５ 福永 祐一兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４６０－ ８１：２４．１２ ８７．９�
４８ ケルンフォーティー 牡２栗 ５５ 藤田 伸二谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ２５．４�
１１ キョウワエレガント 牡２鹿 ５５ 北村 友一�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 ４５２＋２６ 〃 アタマ ８０．８	
７１４ ベネフィットユー 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４５８－ ８１：２４．２クビ ４２．７

６１１ ウインオーラム 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三�ウイン 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 ４９４＋ ６１：２４．３� ６．５�
８１７ ツヨシノブルーム 牡２芦 ５５ 藤岡 佑介横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：２４．７２� ７．４
７１３ ユキノベアハート 牡２栗 ５５

５３ △国分 優作遠藤 宗義氏 領家 政蔵 浦河 昭和牧場 ４７８＋２８１：２４．８� ４６．６�
３５ ア ル ー ア 牝２鹿 ５４ 国分 恭介 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４－ ２１：２４．９クビ ４４．９�
８１５ アポロエトワール 牡２栗 ５５ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 山下 恭茂 ４２８－ ２１：２５．０� １９７．６�
６１２ ロードエストレーラ 牡２栗 ５５ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 丸幸小林牧場 ４７６－ ４１：２５．１� ２０．８�
１２ シンボリプロント 牡２黒鹿５５ 藤岡 康太シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 ４５４＋１６１：２５．２� ３９０．３�
５１０ アサクサフレンチ 牝２栗 ５４ 熊沢 重文田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５４－ ４１：２５．７３ ４０７．３�
８１６ アストゥリアス 牡２栗 ５５ 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ３９６＋ ６１：２７．３１０ ４４６．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，２０８，３００円 複勝： ３５，５９０，０００円 枠連： １３，１３３，４００円

馬連： ４６，１４７，３００円 馬単： ３３，３８５，３００円 ワイド： ２３，１９８，０００円

３連複： ６８，４２７，９００円 ３連単： １０９，９１４，６００円 計： ３５０，００４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ８００円 � ３３０円 枠 連（２－４） ２，２２０円

馬 連 �� ４，５３０円 馬 単 �� ６，２３０円

ワ イ ド �� １，４６０円 �� ６５０円 �� ３，１４０円

３ 連 複 ��� １２，５１０円 ３ 連 単 ��� ７０，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２０２０８３ 的中 � ６８０４５（１番人気）
複勝票数 計 ３５５９００ 的中 � ９９５８９（１番人気）� ８３９７（９番人気）� ２４３１７（５番人気）
枠連票数 計 １３１３３４ 的中 （２－４） ４３８１（８番人気）
馬連票数 計 ４６１４７３ 的中 �� ７５２７（１２番人気）
馬単票数 計 ３３３８５３ 的中 �� ３９５５（１８番人気）
ワイド票数 計 ２３１９８０ 的中 �� ３８６７（１２番人気）�� ９３２８（６番人気）�� １７４２（３１番人気）
３連複票数 計 ６８４２７９ 的中 ��� ４０３９（３５番人気）
３連単票数 計１０９９１４６ 的中 ��� １１４４（１８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．６―５９．８―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アロマティコ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．２３ 京都３着

２００９．５．１７生 牝２栗 母 ナ ス カ 母母 アンデスレディー ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００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。

３５０４０１２月１１日 晴 良 （２３阪神６）第４日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時３５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２３．５
１：２３．１

重

重

３３ モズギャラクシー 牡２鹿 ５５ 国分 恭介北側 雅司氏 南井 克巳 新ひだか 加野牧場 ５０２ ―１：２７．７ ４．２�

８１２ カ ラ ヤ ン 牡２栃栗５５ 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：２７．８� １５．２�
５６ クレバースカイ 牝２芦 ５４ 藤岡 佑介田� 正明氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 ４３８ ―１：２８．１１� ６．８�
６９ ウエスタンムサシ 牡２芦 ５５

５４ ☆高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム ５０６ ―１：２８．２� ５．９�
５７ キタサンウンリュー 牡２黒鹿 ５５

５３ △国分 優作�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 ５２６ ― 〃 ハナ ２９．０�
８１３ モンテビアンコ 牡２鹿 ５５ 酒井 学畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４８６ ― 〃 クビ ３３．４	
６８ ニューロジカル 牡２黒鹿５５ 北村 友一服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム ４６２ ―１：２８．６２� ７３．３

４４ � シゲルパッション 牡２栗 ５５ 和田 竜二森中 蕃氏 藤岡 範士 米 Northwest

Farms LLC ４７０ ―１：２８．７クビ ３．４�
７１０ ナムラシャーフ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４３８ ―１：２９．０１� １４．２�
２２ タマモデザイア 牡２鹿 ５５ M．デムーロタマモ 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４７６ ―１：２９．４２� ８．０�

（伊）

７１１ メイショウスリラー 牡２黒鹿５５ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 鮫川フアーム ４５４ ―１：２９．５� １７．４�
１１ ラガーセント 牡２栗 ５５ 熊沢 重文奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４６０ ―１：３０．２４ １８７．４�
４５ マルサンマイラヴ 牝２鹿 ５４ 小林 徹弥松井三千年氏 目野 哲也 新ひだか 増本 良孝 ４４４ ―１：３０．６２� ２３１．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，８５３，２００円 複勝： ２４，７６７，４００円 枠連： １１，８１４，７００円

馬連： ３９，１４２，８００円 馬単： ２９，２５４，７００円 ワイド： １８，６４９，６００円

３連複： ５３，９９４，４００円 ３連単： ８７，２６９，９００円 計： ２８２，７４６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � ４５０円 � ２４０円 枠 連（３－８） ２，０２０円

馬 連 �� ４，１３０円 馬 単 �� ７，２２０円

ワ イ ド �� １，１６０円 �� ５９０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� １０，４６０円 ３ 連 単 ��� ６２，９００円

票 数

単勝票数 計 １７８５３２ 的中 � ３３９６１（２番人気）
複勝票数 計 ２４７６７４ 的中 � ４５２２０（２番人気）� １１８９０（８番人気）� ２６７９６（５番人気）
枠連票数 計 １１８１４７ 的中 （３－８） ４３１７（１３番人気）
馬連票数 計 ３９１４２８ 的中 �� ６９９６（１６番人気）
馬単票数 計 ２９２５４７ 的中 �� ２９９４（３０番人気）
ワイド票数 計 １８６４９６ 的中 �� ３９２９（１４番人気）�� ８２１８（６番人気）�� ２０４２（３３番人気）
３連複票数 計 ５３９９４４ 的中 ��� ３８１０（３９番人気）
３連単票数 計 ８７２６９９ 的中 ��� １０２４（２１８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１２．３―１２．９―１２．６―１２．４―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．７―３６．０―４８．９―１：０１．５―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズギャラクシー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 オ ジ ジ ア ン 初出走

２００９．４．１３生 牡２鹿 母 イイデトゥインクル 母母 オギトゥインクル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 タマモデザイア号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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。



３５０４１１２月１１日 晴 良 （２３阪神６）第４日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時２５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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

５７ ナムラメイビ 牝２鹿 ５４
５２ △国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ４３８ ―１：１１．５ １２．５�

３３ モンゴールド 牝２芦 ５４ 岩田 康誠水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４７０ ―１：１１．８１� ６．６�
１１ ナムラダンサー 牝２黒鹿５４ 国分 恭介奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４４４ ―１：１２．０１� ３．８�
５６ コ マ ノ ラ ブ 牝２鹿 ５４ 四位 洋文長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４４６ ―１：１２．２１� ４．１�
８１３ アールユウボシ 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介星野 良二氏 作田 誠二 むかわ 清水ファーム ４４０ ―１：１２．５２ ６２．２�
６８ メイショウボラーレ 牡２鹿 ５５ 武 豊松本 好�氏 増本 豊 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５２２ ― 〃 クビ ４．５�
４５ ケンブリッジスワン 牝２栗 ５４ 田中 克典中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４１２ ― 〃 ハナ １１５．５	
２２ ト リ エ ス テ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊山口 敦広氏 大根田裕之 浦河 バンブー牧場 ４４６ ―１：１２．６クビ １３．０

６９ エシェルアンジュ 牝２栗 ５４ 和田 竜二�樽さゆり氏 山内 研二 むかわ 市川牧場 ３８４ ― 〃 クビ ３０．４�
７１１ ケリーダノビア 牝２鹿 ５４ 福永 祐一吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：１２．７� ８．２�
４４ スウェプトビア 牡２芦 ５５ 酒井 学畑佐 博氏 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 ４３２ ―１：１３．５５ ３１．７
７１０ ナデシコクリチャン 牝２栗 ５４ 小林 徹弥栗本 博晴氏 日吉 正和 新ひだか 畠山牧場 ４０４ ―１：１５．８大差 １３７．７�

（１２頭）
８１２ コウエイリョウマ 牡２黒鹿５５ 川島 信二伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １６，９９７，７００円 複勝： ２９，０８２，３００円 枠連： １０，９３３，２００円

馬連： ４１，９４８，４００円 馬単： ３２，０２５，５００円 ワイド： １９，３３２，２００円

３連複： ５７，４１７，０００円 ３連単： １０２，６５１，７００円 計： ３１０，３８８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ３２０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（３－５） ９５０円

馬 連 �� ４，６２０円 馬 単 �� １２，１３０円

ワ イ ド �� １，３４０円 �� ７１０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ５，８５０円 ３ 連 単 ��� ５４，５１０円

票 数

単勝票数 計 １６９９７７ 的中 � １０７２３（６番人気）
複勝票数 計 ２９０８２３ 的中 � ２００９０（６番人気）� ３８９２８（４番人気）� ５２９７１（２番人気）
枠連票数 計 １０９３３２ 的中 （３－５） ８５６９（４番人気）
馬連票数 計 ４１９４８４ 的中 �� ６７１２（１９番人気）
馬単票数 計 ３２０２５５ 的中 �� １９５０（４２番人気）
ワイド票数 計 １９３３２２ 的中 �� ３３８１（２０番人気）�� ６７３０（１１番人気）�� １０２８８（５番人気）
３連複票数 計 ５７４１７０ 的中 ��� ７２４８（２１番人気）
３連単票数 計１０２６５１７ 的中 ��� １３９０（１８８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．８―１２．０―１１．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３５．７―４７．７―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラメイビ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

２００９．４．２５生 牝２鹿 母 ナムラカエデジョウ 母母 サクラマツリ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 コウエイリョウマ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナデシコクリチャン号は，平成２４年１月１１日まで平地競走に出走できない。

３５０４２１２月１１日 晴 良 （２３阪神６）第４日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６７ ネオリアライズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４７４± ０１：５４．２ ５．４�

１１ マーリンシチー 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４６８＋ ２１：５４．９４ ７．７�
３３ キングブラーボ 牡３黒鹿５６ 北村 友一村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５２８＋ ６１：５５．１１� １２．１�
６６ � ホッコービックワン 牡５栗 ５７

５５ △国分 優作矢部 幸一氏 松永 康利 新ひだか 渡辺 光典 B４４６－ ６１：５５．３１� ８３．２�
８１１ アドマイヤアゲイン 牡５青鹿５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：５５．４クビ １．４�
４４ ワキノブライアン �５栗 ５７ 和田 竜二脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ５００＋１０１：５５．６１� ４９．１�
８１０� コパノハリケーン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ４８２－ ２１：５５．７	 ３６．９	
５５ チタニウムヘッド 牡４芦 ５７ 国分 恭介 �グリーンファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４９０－ ２１：５８．１大差 １４３．９

７８ � パンドラクラウン 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４１８－１８１：５８．７３� １１７．３�
７９ プライドワン �３鹿 ５６ 熊沢 重文三枝 栄二氏 小野 次郎 日高 新井 昭二 B４７４－ ８１：５９．１２� ８６．４�
２２ キングファルコン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５１０± ０２：００．５９ ６９．９

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，７１３，０００円 複勝： ７８，９４８，６００円 枠連： １１，０４０，４００円

馬連： ４０，００７，５００円 馬単： ４５，６２７，７００円 ワイド： ２０，９４６，１００円

３連複： ５７，８１０，９００円 ３連単： １７４，５２８，８００円 計： ４５３，６２３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ３４０円 � ４１０円 � ５９０円 枠 連（１－６） １，０１０円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ５９０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ４，５００円 ３ 連 単 ��� ２１，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２４７１３０ 的中 � ３６６０２（２番人気）
複勝票数 計 ７８９４８６ 的中 � ６５６２５（２番人気）� ５０７３９（３番人気）� ３３５３４（４番人気）
枠連票数 計 １１０４０４ 的中 （１－６） ８０９２（４番人気）
馬連票数 計 ４０００７５ 的中 �� １７１６８（６番人気）
馬単票数 計 ４５６２７７ 的中 �� １０９１６（９番人気）
ワイド票数 計 ２０９４６１ 的中 �� １３２６８（４番人気）�� ８６３１（６番人気）�� ７０９２（７番人気）
３連複票数 計 ５７８１０９ 的中 ��� ９４９８（１５番人気）
３連単票数 計１７４５２８８ 的中 ��� ６０９２（５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３７．４―５０．１―１：０２．９―１：１５．６―１：２８．３―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネオリアライズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Exploit デビュー ２０１１．５．７ 新潟１２着

２００８．４．１０生 牡３鹿 母 キミーズキッド 母母 Klassy Kim ６戦２勝 賞金 １６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングファルコン号は，平成２４年１月１１日まで平地競走に出走できない。



３５０４３１２月１１日 晴 良 （２３阪神６）第４日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２５分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

８１５ セイクリッドセブン 牡４栗 ５７ 川田 将雅 �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 ４７２＋ ２１：３４．４ １２．１�

８１４ セイルラージ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４－ ４ 〃 アタマ １．６�

２２ � スナイプビッド 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４９６－ ２１：３４．６１� ２１．０�

（伊）

２３ デンコウジュピター 牡３鹿 ５６ 武 豊田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５１２＋１０１：３４．８１ ２７．６�
７１３ ドリームクラフト 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４６８＋２２ 〃 ハナ １７．５�
３４ ビーチパレード 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：３５．２２� ４１．５	
４７ シゲルモトナリ 牡４黒鹿５７ 北村 友一森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５１４＋ ８１：３５．３� １３．２

６１０ ヴ ィ ジ ャ イ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１０± ０ 〃 クビ １０．７�
３５ ダーズンローズ 牡３青 ５６

５４ △国分 優作 �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８４＋２２ 〃 ハナ ２１．１�
６１１ ゼフィランサス 牝３青 ５４ 柴原 央明�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 ４２８± ０１：３５．５１	 １１６．８
１１ シルクフラッシュ 牡３芦 ５６ 四位 洋文有限会社シルク田島 良保 新冠 中村農場 ４６４± ０１：３５．８２ １２．８�
７１２ トラストワン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 ５０６＋ ４ 〃 ハナ ４７．１�
５８ シ ャ イ ン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４７６± ０１：３６．２２� １７６．０�
５９ クリールトルネード 牡６鹿 ５７ I．メンディザバル 横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 松浦牧場 ４８８＋ ４１：３６．９４ １９８．３�

（仏）

４６ ホッコータキオン 牡５栗 ５７ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５０２＋ ４１：３８．２８ ２２．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，３４０，１００円 複勝： ６１，４０８，１００円 枠連： １９，４５３，５００円

馬連： ６８，４１２，６００円 馬単： ４８，２１０，７００円 ワイド： ３３，０１２，６００円

３連複： ９５，０９４，２００円 ３連単： １７２，３７８，６００円 計： ５３２，３１０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ２９０円 � １１０円 � ５５０円 枠 連（８－８） ８６０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ３，４５０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ５，７３０円 ３ 連 単 ��� ４０，２６０円

票 数

単勝票数 計 ３４３４０１ 的中 � ２２４６７（３番人気）
複勝票数 計 ６１４０８１ 的中 � ３７１９１（５番人気）� ２８９７０６（１番人気）� １６２１０（１１番人気）
枠連票数 計 １９４５３５ 的中 （８－８） １６７７５（６番人気）
馬連票数 計 ６８４１２６ 的中 �� ７２８３５（１番人気）
馬単票数 計 ４８２１０７ 的中 �� １４２１０（８番人気）
ワイド票数 計 ３３０１２６ 的中 �� ２６８７３（２番人気）�� ２１３２（４０番人気）�� ８５５６（１０番人気）
３連複票数 計 ９５０９４２ 的中 ��� １２２６５（１９番人気）
３連単票数 計１７２３７８６ 的中 ��� ３１６０（１２７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．８―１２．１―１２．０―１１．６―１１．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．５―３５．３―４７．４―５９．４―１：１１．０―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．０
３ ６，７（１，１１）４－８（１０，１５）（２，９）（５，１４）（３，１３）－１２ ４ ・（６，７，１１）（１，４）（８，１０，１５）（２，５，９，１４）１３，３－１２

勝馬の
紹 介

セイクリッドセブン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．１２ 阪神４着

２００７．３．８生 牡４栗 母 グレースランド 母母 ゴールデンサッシュ ２０戦４勝 賞金 ５３，８１３，０００円
〔発走状況〕 ダーズンローズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダーズンローズ号は，平成２３年１２月１２日から平成２４年１月５日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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。

３５０４４１２月１１日 晴 良 （２３阪神６）第４日 第８競走 ��１，８００�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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１５ ナリタシルクロード 牡４鹿 ５７
５６ ☆高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５２４＋１０１：５３．５ １５．７�

７１３ ローマンレジェンド 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０２－ ６１：５３．６� １．６�
３６ デスペラード 牡３鹿 ５６ 浜中 俊市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４７６± ０１：５３．８１� ５．３�
２３ ナリタスプリング 牡４青鹿５７ 福永 祐一�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ５１０＋ ４１：５４．０１� ５．７�
６１２ カレンジェニオ 牡３栗 ５６ 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４８０－ ４１：５４．２� ６３．８�
４８ ユジェニックブルー 牡４黒鹿 ５７

５５ △国分 優作 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５３０＋ ６１：５４．５１� １６．６�
６１１ ローレルレガリス 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４７６－ ４１：５４．６� １２４．４	
８１６ タマモブラウン 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５００＋ ４ 〃 アタマ ６４．７

１１ ゴールデンアタック 牡３栗 ５６ 和田 竜二�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４８４＋１６ 〃 クビ ３４．１�
２４ ヨ ク バ リ 牡６鹿 ５７ 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４７６－ ４１：５４．７クビ １６６．６�
７１４ ピエナオリオン 牡３黒鹿５６ 武 豊本谷 兼三氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：５５．３３� ３６．８
５９ ワンダースル 牝５青鹿５５ 酒井 学山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４７２－ ２１：５５．４� ４５９．５�
５１０ ローレルレヴァータ �４鹿 ５７ 小坂 忠士 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４８４＋１６１：５５．５クビ ２２４．２�
１２ グリッターエルフ 牝７黒鹿５５ 飯田 祐史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４９４＋ ８ 〃 アタマ ３５６．７�
４７ ヒカリコーズウェー �６鹿 ５７ 小林 徹弥�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５２６＋ ４１：５６．１３� ５２９．４�
３５ メイショウイエミツ 牡５栗 ５７ 藤田 伸二松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 ５３２＋１０１：５６．８４ ４８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，８２８，１００円 複勝： ７５，７７５，８００円 枠連： １９，９０２，６００円

馬連： ８０，９３５，０００円 馬単： ６２，９９７，６００円 ワイド： ３３，７２５，０００円

３連複： １０３，４０８，５００円 ３連単： ２１２，９４４，９００円 計： ６２８，５１７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ２９０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（７－８） ７３０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ７３０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 ��� １６，９８０円

票 数

単勝票数 計 ３８８２８１ 的中 � １９５５８（４番人気）
複勝票数 計 ７５７７５８ 的中 � ３５３０６（５番人気）� ３７４７０７（１番人気）� ９６８３５（３番人気）
枠連票数 計 １９９０２６ 的中 （７－８） ２０２４９（３番人気）
馬連票数 計 ８０９３５０ 的中 �� ６７９２０（３番人気）
馬単票数 計 ６２９９７６ 的中 �� １２０９２（１１番人気）
ワイド票数 計 ３３７２５０ 的中 �� １８６５６（５番人気）�� １０２６９（７番人気）�� ３５７２７（２番人気）
３連複票数 計１０３４０８５ 的中 ��� ４７６５３（４番人気）
３連単票数 計２１２９４４９ 的中 ��� ９２５９（４５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１３．６―１３．３―１３．２―１２．７―１２．４―１１．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３７．５―５０．８―１：０４．０―１：１６．７―１：２９．１―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３６．８
１
３
１１（１２，１３）１５（３，８）９，１（２，１６）－１０（４，１４，５）（７，６）
１１（１２，１３）１５（３，５）（８，９）（１，１６）（４，２，６）１４，１０，７

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

勝馬の
紹 介

ナリタシルクロード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００９．８．１６ 小倉８着

２００７．３．１７生 牡４鹿 母 グリーンインディ 母母 Valthea ２７戦４勝 賞金 ５１，４５８，０００円
〔その他〕 ヒカリコーズウェー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヒカリコーズウェー号は，平成２４年１月１１日まで出走できない。
※グリッターエルフ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３５０４５１２月１１日 晴 良 （２３阪神６）第４日 第９競走 ��
��２，０００�エ リ カ 賞

発走１４時２５分 （芝・右）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．８
１：５９．９

良

良

２２ ヴィルシーナ 牝２青 ５４ I．メンディザバル 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４０－ ２２：０４．１ ４．７�
（仏）

６６ タガノレイヨネ 牡２栗 ５５ 藤田 伸二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９０± ０ 〃 クビ ２４．４�

８９ ダノンムーン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２２：０４．３１� ３．６�
４４ マイネルディーン 牡２青 ５５ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 ４３６－ ４ 〃 クビ ７．９�

（伊）

７７ ヒストリカル 牡２黒鹿５５ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４４２± ０ 〃 ハナ ２．４�
５５ ニシノビークイック 牡２栗 ５５ 浜中 俊西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 ４６６－１２２：０４．５１� １２．６�
７８ ホーカーテンペスト 牡２栗 ５５ 四位 洋文 	キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８４± ０２：０４．６� ４５．５

８１０ グインネヴィア 牝２栗 ５４ 吉田 隼人 	サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－ ６２：０４．８１� １５．６�
３３ � キングクリチャン 牡２栗 ５５ 国分 優作栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４７６－ ４２：０５．４３	 ２６７．２�
１１ ウインラウニカ 牝２栗 ５４ 酒井 学�ウイン 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４４０－ ４２：０５．６１� １３８．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４３，１５３，６００円 複勝： ６２，３６１，４００円 枠連： １７，５５２，６００円

馬連： ９８，８３６，７００円 馬単： ７４，０４９，３００円 ワイド： ３６，５４９，４００円

３連複： １２３，７５４，０００円 ３連単： ２９７，１０４，２００円 計： ７５３，３６１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � ４４０円 � １４０円 枠 連（２－６） ４，７２０円

馬 連 �� ４，５６０円 馬 単 �� ７，１３０円

ワ イ ド �� １，３３０円 �� ３３０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ４，４８０円 ３ 連 単 ��� ３６，１６０円

票 数

単勝票数 計 ４３１５３６ 的中 � ７３１１７（３番人気）
複勝票数 計 ６２３６１４ 的中 � ９９７１０（３番人気）� ２６６４４（７番人気）� １４８５２１（２番人気）
枠連票数 計 １７５５２６ 的中 （２－６） ２７４５（１４番人気）
馬連票数 計 ９８８３６７ 的中 �� １６００９（１６番人気）
馬単票数 計 ７４０４９３ 的中 �� ７６７５（２６番人気）
ワイド票数 計 ３６５４９４ 的中 �� ６２８０（１７番人気）�� ３１１７８（３番人気）�� ９３０３（１２番人気）
３連複票数 計１２３７５４０ 的中 ��� ２０４１４（１８番人気）
３連単票数 計２９７１０４２ 的中 ��� ６０６５（１１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２５．０―３８．３―５１．４―１：０４．４―１：１７．１―１：２９．２―１：４０．９―１：５２．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィルシーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１１．８．２８ 札幌１着

２００９．３．５生 牝２青 母 ハルーワスウィート 母母 ハルーワソング ３戦２勝 賞金 １９，７７６，０００円
〔発走状況〕 グインネヴィア号は，枠入り不良。
※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。

３５０４６１２月１１日 晴 良 （２３阪神６）第４日 第１０競走 ��
��２，４００�オリオンステークス

発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．１２．１１以降２３．１２．４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

６９ ロッカヴェラーノ 牡３青鹿５５ 岩田 康誠吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２２：２８．９ ４．８�

５７ リッカロイヤル 牡６芦 ５５ 福永 祐一立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ５４４＋ ８２：２９．１１ ３０．３�
７１２ タニノエポレット 牡４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 ５０６＋ ２ 〃 クビ ７．２�

（伊）

３４ フェニコーン 牡７黒鹿５５ 佐藤 哲三齊藤四方司氏 小桧山 悟 門別 下河辺牧場 ５０２－ ４２：２９．３１� １９８．４�
１１ メイショウドンタク 牡５黒鹿５７ 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 ５０４＋ ２ 〃 アタマ ４．０�
８１４� ウォークラウン 牡５鹿 ５６ 川田 将雅加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５２０＋ ６２：２９．４クビ ２８．８�
４５ シゲルリジチョウ 牡３鹿 ５３ 国分 優作森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ５２２＋１２ 〃 クビ １６．７�
３３ � エドノヤマト 牡４青 ５７ 浜中 俊遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス

ファーム ４７８＋ ６２：２９．６１� １６．１	
２２ ゴールドブライアン 牡３青鹿５４ 吉田 隼人杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４５８＋ ４２：２９．８１	 ４．１

５８ タガノファントム 牡７栗 ５５ 国分 恭介八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７４－ ６２：２９．９
 ２７．７�
８１３ ロイヤルネックレス 牝５青 ５３ 和田 竜二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４９０－ ４２：３０．１
 ４１．６�
６１０ トモロポケット 牡５栗 ５６ 藤田 伸二戸賀 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４８８＋ ６ 〃 クビ ７．２
７１１ ケンブリッジレーザ 牡８青 ５６ 北村 友一中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ５０６± ０２：３０．２クビ ５２．９�
４６ ブルースターキング 牡５黒鹿５５ I．メンディザバル �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４８２＋１４２：３０．９４ １２７．５�

（仏）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４０，１４２，９００円 複勝： ６２，９９４，７００円 枠連： ３２，２８３，２００円

馬連： １４４，８１８，５００円 馬単： ８１，５８７，３００円 ワイド： ４９，２８１，７００円

３連複： １８６，０９８，３００円 ３連単： ３３９，８４０，１００円 計： ９３７，０４６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２１０円 � ９２０円 � ２６０円 枠 連（５－６） ２，５５０円

馬 連 �� ７，６５０円 馬 単 �� １２，７５０円

ワ イ ド �� ２，６７０円 �� ７４０円 �� ３，９５０円

３ 連 複 ��� ２２，０６０円 ３ 連 単 ��� １２２，９５０円

票 数

単勝票数 計 ４０１４２９ 的中 � ６６３４１（３番人気）
複勝票数 計 ６２９９４７ 的中 � ９３６０２（３番人気）� １４４６７（１２番人気）� ６７３５７（４番人気）
枠連票数 計 ３２２８３２ 的中 （５－６） ９３５８（１０番人気）
馬連票数 計１４４８１８５ 的中 �� １３９７８（２６番人気）
馬単票数 計 ８１５８７３ 的中 �� ４７２６（４２番人気）
ワイド票数 計 ４９２８１７ 的中 �� ４４４８（３４番人気）�� １７４５３（９番人気）�� ２９７３（４８番人気）
３連複票数 計１８６０９８３ 的中 ��� ６２２７（７７番人気）
３連単票数 計３３９８４０１ 的中 ��� ２０４０（３７４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１２．７―１２．９―１３．０―１３．０―１３．２―１２．６―１２．１―１１．３―１１．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．６―３７．３―５０．２―１：０３．２―１：１６．２―１：２９．４―１：４２．０―１：５４．１―２：０５．４―２：１６．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロッカヴェラーノ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Sri Pekan デビュー ２０１０．１２．１１ 小倉１着

２００８．２．２２生 牡３青鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul ８戦３勝 賞金 ４４，２３２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



３５０４７１２月１１日 晴 良 （２３阪神６）第４日 第１１競走
第６３回農林水産省賞典

��
��１，６００�阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）

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

賞 品
本 賞 ６５，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ６，５００，０００円
付 加 賞 １，３７２，０００円 ３９２，０００円 １９６，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード

レースレコード

１：３３．１
１：３３．１
１：３３．１

良

良

良

７１３ ジョワドヴィーヴル 牝２鹿 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４１８－ ２１：３４．９ ６．８�

６１１ アイムユアーズ 牝２栗 ５４ I．メンディザバル ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２１：３５．３２� １２．３�
（仏）

８１８ サウンドオブハート 牝２栗 ５４ 武 豊�ターフ・スポート松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ４．６�
４８ イチオクノホシ 牝２芦 ５４ M．デムーロ小林けい子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４３２＋ ６１：３５．４� １０．１�

（伊）

１１ アンチュラス 牝２鹿 ５４ 川田 将雅�G１レーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム ４４６－ ２ 〃 クビ ２１．５�
８１７ ガーネットチャーム 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４１８－ ８１：３５．５クビ ９８．８	
７１４ プレノタート 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 ４５６－ ２ 〃 アタマ １３７．２

８１６ エピセアローム 牝２栃栗５４ 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７２＋１０ 〃 クビ ５．３�
２４ マイネボヌール 牝２青鹿５４ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４４２－ ２１：３５．６� ９２．６�
７１５ トーセンベニザクラ 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二島川 哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４２＋ ２ 〃 ハナ １５．１�
３５ ファインチョイス 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 ４４８－ ２１：３５．８１� １１．６�
５１０ アナスタシアブルー 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２１：３５．９� １２．０�
５９ ナオミノユメ 牝２鹿 ５４ 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４２２－１０１：３６．０� １４５．７�
２３ ア ラ フ ネ 牝２栗 ５４ 吉田 隼人�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４２６＋ ４１：３６．３１� ８１．６�
６１２ ラシンティランテ 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ２１：３６．５１� ６．５�
３６ スイートスズラン 牝２芦 ５４ 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４２２－ ６ 〃 クビ １５５．５�
４７ レディーメグネイト 牝２鹿 ５４ 飯田 祐史 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ５０２－ ２１：３６．７１� １５３．３�
１２ エイシンキンチェム 牝２鹿 ５４ 和田 竜二平井 豊光氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 ４７６＋ ８１：３６．８� ３２．７�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ３７７，７７９，２００円 複勝： ４１４，５９２，１００円 枠連： ４０９，８８５，７００円 馬連： １，８４６，６３７，４００円 馬単： ８８１，８１７，３００円

ワイド： ４５４，０３９，６００円 ３連複： ２，４０３，３３５，２００円 ３連単： ４，３５３，６５０，０００円 ５重勝： ９９４，９７１，３００円 計： １２，１３６，７０７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２８０円 � ３３０円 � ２１０円 枠 連（６－７） ８８０円

馬 連 �� ４，８７０円 馬 単 �� ８，２７０円

ワ イ ド �� １，８２０円 �� ８１０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ９，３７０円 ３ 連 単 ��� ６２，８５０円

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

キャリーオーバー なし����� ２，１２８，３８０円

票 数

単勝票数 計３７７７７９２ 的中 � ４４２９４６（４番人気）
複勝票数 計４１４５９２１ 的中 � ３８６４４２（４番人気）� ３１２４２６（７番人気）� ５８４７９５（２番人気）
枠連票数 計４０９８８５７ 的中 （６－７） ３４５９８０（３番人気）
馬連票数 計１８４６６３７４ 的中 �� ２８０１１６（２８番人気）
馬単票数 計８８１８１７３ 的中 �� ７８７４６（３９番人気）
ワイド票数 計４５４０３９６ 的中 �� ６００９４（３１番人気）�� １４２７８０（４番人気）�� ７８９６２（１９番人気）
３連複票数 計２４０３３３５２ 的中 ��� １８９３７１（３３番人気）
３連単票数 計４３５３６５００ 的中 ��� ５１１２７（２５０番人気）
５重勝票数 計９９４９７１３ 的中 ����� ３４５

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．８―４８．０―１：００．２―１：１１．９―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョワドヴィーヴル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．１１．１２ 京都１着

２００９．５．１３生 牝２鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン ２戦２勝 賞金 ７３，３７２，０００円
〔発走状況〕 アイムユアーズ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。

ナオミノユメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アイムユアーズ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アンリヴィールド号・ヴィルシーナ号・カネトシカトリーヌ号・グインネヴィア号・ハッピーウィーク号・ヒーラ号・

フレイムコード号・マスイデア号・リアライズキボンヌ号
※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。

３５０４８１２月１１日 晴 良 （２３阪神６）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�阪神ウインタープレミアム

発走１６時２０分 （ダート・右）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

６１２ アルゴリズム 牡３芦 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B４６８＋ ２１：２４．０ ３．６�

７１４ エーシンビートロン 牡５黒鹿５７ M．デムーロ�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 ４７６± ０１：２４．２１ ４．６�
（伊）

２４ アドマイヤサガス 牡３青 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ２１：２４．５２ ２．８�
１２ ブラッシュアップ 牡６栗 ５７ 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４９２＋２０１：２４．７１� １６．３�
７１３ アイディンパワー 牡５鹿 ５７ 武 豊米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９０＋ ４ 〃 アタマ １３．５�
８１６ イチエイクリッパー 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５０４＋ ２１：２４．８� ３８．４�
３５ ハイローラー 牡５鹿 ５７ 北村 友一加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４９４＋１０１：２４．９クビ ９２．８	
２３ フィールドシャイン 牡４栗 ５７ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２１：２５．５３� １２．４

４８ オースミイージー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４８６＋ ８１：２５．７１� １６０．２�
４７ ハードウォン 牡５鹿 ５７ 国分 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４８４＋ ６ 〃 ハナ ２２８．６�
５９ トーセンピングス 牡５芦 ５７ 熊沢 重文島川 哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ５７０＋ ４１：２５．８クビ １９７．０�
８１５ トウショウクエスト 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５４６＋ ４１：２６．０１� ３３．８�
６１１ アデュラリア 牝５芦 ５５ 藤岡 康太�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４９２－ ４１：２７．０６ ７２．０�
１１ スペシャルクイン 牝５青鹿５５ 藤田 伸二菅藤 宗一氏 昆 貢 浦河 小池 博幸 ４６８＋ ８ 〃 クビ １６４．７�
５１０ ハクバドウジ 牡６芦 ５７ 和田 竜二�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５０８－ ４１：２８．３８ ９６．９�
３６ 	 オリジナルフェイト 
６鹿 ５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 中竹 和也 米 Swordle-

stown Stud ５２４－ ４１：２９．２５ ４６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８４，１９６，２００円 複勝： １２４，０８２，６００円 枠連： ６８，１４８，５００円

馬連： ２６３，７０４，２００円 馬単： １６５，６０３，６００円 ワイド： ９９，７２０，９００円

３連複： ３４２，３３３，９００円 ３連単： ７１５，７１０，８００円 計： １，８６３，５００，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（６－７） ６４０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ２１０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ３，８４０円

票 数

単勝票数 計 ８４１９６２ 的中 � １９６３８８（２番人気）
複勝票数 計１２４０８２６ 的中 � ２３６０４８（２番人気）� ２１３９１９（３番人気）� ２８８４４７（１番人気）
枠連票数 計 ６８１４８５ 的中 （６－７） ８４１３４（３番人気）
馬連票数 計２６３７０４２ 的中 �� ２４４３９２（３番人気）
馬単票数 計１６５６０３６ 的中 �� ８４５７７（５番人気）
ワイド票数 計 ９９７２０９ 的中 �� ７９６４０（３番人気）�� １３５２３９（１番人気）�� ９９０６１（２番人気）
３連複票数 計３４２３３３９ 的中 ��� ４５４１５５（１番人気）
３連単票数 計７１５７１０８ 的中 ��� １４６８１１（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．８―３４．０―４６．２―５９．０―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．８
３ １４（６，１１）（１，１２）（９，１０）（４，１５）３－１３（８，２）１６，７，５ ４ １４（１１，１２）１５（１，９，１０）（６，４，３，１３）（８，２）（７，１６）５

勝馬の
紹 介

アルゴリズム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Black Tie Affair デビュー ２０１０．７．１１ 阪神１１着

２００８．５．２生 牡３芦 母 タ イ ト ー ク 母母 Highland Talk １１戦４勝 賞金 ４６，９０７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オリジナルフェイト号は，平成２４年１月１１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 オーシャンカレント号・ピューター号
※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。

５レース目



（２３阪神６）第４日 １２月１１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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

３１８，９１０，０００円
７，４８０，０００円
１６，１００，０００円
３，２５０，０００円
３０，１７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，６９７，０００円
５，１３８，０００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
７３１，１２１，３００円
１，０２５，２１０，１００円
６３５，０３０，９００円
２，７４８，８４０，０００円
１，５０９，９３８，７００円
８２６，３２２，８００円
３，６０６，８９２，４００円
６，７４７，９８４，９００円
９９４，９７１，３００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
５ 重 勝
計 １８，８２６，３１２，４００円

総入場人員 ２７，９０３名 （有料入場人員 ２５，６４０名）


