
３４０１３１２月６日 晴 稍重 （２１阪神５）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

１：１１．０
１：１０．９

良

不良

４４ ケイエスシンアカリ 牝２黒鹿５４ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ５０４－ ２１：１３．７ ３５．０�

８１２ マイネルレガーロ 牡２黒鹿５５ C．ルメール �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５００＋ ４ 〃 アタマ １．４�

（仏）

６９ シゲルツキヤマドノ 牝２鹿 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 白瀬 明 ４３８－ ２１：１３．９１ ２８８．３�
６８ キ セ キ 牡２鹿 ５５

５３ △田中 健浅見 國一氏 浅見 秀一 新ひだか マツケン農場 B４６０－ ２ 〃 クビ ４９．０�
５７ シ ュ ン セ イ 牝２栗 ５４ 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４５０－ ２ 〃 ハナ ２３．９�
２２ ラブコマドリー 牝２栗 ５４ G．ゴメス 増田 陽一氏 清水 久詞 新ひだか 加野牧場 ４８６－ ２１：１４．１� ２０．６�

（米）

１１ タガノムーンダスト 牡２黒鹿５５ 赤木高太郎八木 良司氏 吉田 直弘 浦河 バンブー牧場 ５０６－ ４１：１４．６３ ４６．３	
７１１ キタサンメール 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉
大野商事 野元 昭 新ひだか 久米 和夫 ４３０＋ ４１：１４．７� ４８．１�
８１３ グランプリオージー 牡２鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太�グランプリ 中尾 秀正 新ひだか 友田牧場 ５００± ０１：１４．８� ２７．８�
７１０ メイショウジハード 牡２栗 ５５ 田中 克典松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 ４５４＋ ４１：１４．９� ２２０．６
４５ サダムシンプウ 牡２栗 ５５ 岩田 康誠大西 定氏 中村 均 新冠 斉藤 安行 ４７０＋ ２１：１５．０� ４．９�
５６ マリンバラッド 牡２栗 ５５ 的場 文男山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４５６＋ ６１：１５．２� １４．１�

（大井）

３３ クリノタッチンハネ 牡２鹿 ５５ 北村 浩平栗本 博晴氏 須貝 彦三 青森 野々宮牧場 ４４６＋ ２１：１５．８３� ３０１．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，７２６，６００円 複勝： ５８，７２７，６００円 枠連： １４，０６８，２００円

普通馬連： ４７，２０８，２００円 馬単： ４５，８４３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８７８，９００円

３連複： ６３，２７２，９００円 ３連単： １２９，２０１，５００円 計： ３９７，９２７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５００円 複 勝 � ５８０円 � １１０円 � ３，９２０円 枠 連（４－８） ２００円

普通馬連 �� １，８３０円 馬 単 �� ７，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ２８，５５０円 �� ６，７５０円

３ 連 複 ��� ８１，０７０円 ３ 連 単 ��� ６９６，０００円

票 数

単勝票数 計 １８７２６６ 的中 � ４２１７（７番人気）
複勝票数 計 ５８７２７６ 的中 � ９４７７（７番人気）� ４２３３４４（１番人気）� １２３５（１２番人気）
枠連票数 計 １４０６８２ 的中 （４－８） ５１９４０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４７２０８２ 的中 �� １９１２９（８番人気）
馬単票数 計 ４５８４３３ 的中 �� ４７２９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８７８９ 的中 �� ７６４６（７番人気）�� １７３（６２番人気）�� ７３８（４１番人気）
３連複票数 計 ６３２７２９ 的中 ��� ５７６（１０８番人気）
３連単票数 計１２９２０１５ 的中 ��� １３７（６０５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１１．９―１２．９―１４．６

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３９．４
３ ９，１２（１１，１３）２（７，８）－６，４，３，１（５，１０） ４ ・（９，１２）１３－１１（２，７，８）４－（６，１）３－（５，１０）

勝馬の
紹 介

ケイエスシンアカリ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１１．１４ 京都８着

２００７．３．３１生 牝２黒鹿 母 ケイエスアカリ 母母 ダービーラブリネス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔その他〕 キタサンメール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キタサンメール号は，平成２２年１月６日まで出走できない。
※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。



３４０１４１２月６日 晴 稍重 （２１阪神５）第２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）

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

１：２３．５
１：２３．１

重

重

７１３ クリスマスキャロル 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４３６－１２１：２６．４ ４．７�

１１ スイートベルモット 牝２鹿 ５４ 安藤 光彰 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４２４－ ８１：２６．９３ ８．５�

５８ チャーミーハヅキ 牝２芦 ５４ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４５２＋ ８１：２７．０クビ １４．１�
８１５ ハナショウブ 牝２栗 ５４ 石橋 守ディアレスト 松永 昌博 日高 福満牧場 ４８６＋ ２ 〃 アタマ ６９．５�
２３ マザーウェル 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎吉田 和美氏 平田 修 日高 シンコーファーム ４５８－ ２１：２７．８５ ２．３�
６１１ ノアスカーレット 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦佐山 公男氏 沖 芳夫 浦河 中神牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ ２７５．６	
３４ ギ ン マ ク 牝２黒鹿５４ 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 隆栄牧場 ４６２＋ ２１：２７．９� ７．８

３５ プランテーション 牝２芦 ５４ 的場 文男後藤 繁樹氏 崎山 博樹 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４４０＋ ２１：２８．０クビ ６．６�
（大井）

５９ ア オ モ ミ ジ 牝２栗 ５４ 田中 博康�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４２６－ ４１：２８．８５ ２３３．３

８１４ マットレスカレ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ４４６－ ６１：２８．９� ２５２．１�
６１０ スマートメビウス 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠大川 徹氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４７２± ０１：２９．０� ２２．０�
４６ グッドティアラ 牝２鹿 ５４ 幸 英明杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 パカパカ

ファーム B４７４＋ ２１：２９．３１� ５６．０�
４７ レークサイドカフェ 牝２青鹿５４ 藤田 伸二山田 和正氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４５６－１２１：２９．６１� ３２．１�
２２ グランフィールド 牝２芦 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３０＋ ４１：２９．９１� １０９．２�
７１２ ネヴァセイネヴァー 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介�ティーエイチ 梅田 智之 新冠 川上牧場 ４２８－ ４１：３０．１１� １７８．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，０１８，９００円 複勝： ２９，５７６，１００円 枠連： １６，３０２，０００円

普通馬連： ５２，２１７，７００円 馬単： ３９，７０９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２００，７００円

３連複： ７３，４４３，９００円 ３連単： １０９，８７８，０００円 計： ３６６，３４６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ２６０円 枠 連（１－７） １，８３０円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ７１０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ３，９９０円 ３ 連 単 ��� １６，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２１０１８９ 的中 � ３５３８７（２番人気）
複勝票数 計 ２９５７６１ 的中 � ４９６０６（２番人気）� ３０４３６（４番人気）� ２７５５０（６番人気）
枠連票数 計 １６３０２０ 的中 （１－７） ６５９７（８番人気）
普通馬連票数 計 ５２２１７７ 的中 �� ２４０３１（５番人気）
馬単票数 計 ３９７０９６ 的中 �� ９３１７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２００７ 的中 �� １２５２１（４番人気）�� ８４１３（８番人気）�� ５９４４（１０番人気）
３連複票数 計 ７３４４３９ 的中 ��� １３６１５（１２番人気）
３連単票数 計１０９８７８０ 的中 ��� ４９６９（３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．７―１２．３―１２．９―１３．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．８―４７．１―１：００．０―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスマスキャロル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１１．７ 京都３着

２００７．４．８生 牝２栗 母 クリスマスツリー 母母 オークツリー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※レークサイドカフェ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３４０１５１２月６日 晴 良 （２１阪神５）第２日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

６１２ ブ イ コ ナ ン 牡２鹿 ５５ 小牧 太藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 ４７８± ０１：２３．０ ３．８�

２３ ジョーヴァリアント 牡２鹿 ５５ 武 豊上田けい子氏 村山 明 浦河 大成牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ ５．２�
８１７ ショウリュウムーン 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 ４６２－ ２１：２３．３１� ３．４�
３６ ドリームバスケット 牡２栗 ５５ 内田 博幸セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム B４４６－ ６１：２３．６１� ４．７�
８１８ 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 ４３４－１０１：２３．８１� ３７．９�
１２ ベ ル エ ー ル 牝２黒鹿５４ 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 アサヒ牧場 ４６０± ０１：２４．０１� １５２．２�
６１１ スナークリボン 牝２栗 ５４ 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 ４５０－１０ 〃 ハナ ２８２．５	
２４ ペガサスガール 牝２栗 ５４ 梶 晃啓高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 ４２８＋ ８ 〃 ハナ １７．５

５９ ホワイトミーナ 牝２芦 ５４ C．ルメール 阿部雅一郎氏 河内 洋 平取 高橋 啓 ４５４－１０ 〃 クビ ４５．０�

（仏）

７１５ シゲルタカウジ 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 千葉飯田牧場 ４４６－ ６ 〃 ハナ ５０．４�
３５ メイケイソフィア 牝２黒鹿５４ 幸 英明名古屋競馬� 田中 章博 安平 ノーザンファーム ４９０± ０ 〃 ハナ ３６．７
８１６ アキノグローブ 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新冠 斉藤 安行 ４６４± ０ 〃 同着 ２５．４�
４８ リッカタキシード 牡２黒鹿５５ C．ウィリアムズ 立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 ４４０－ ４１：２４．１� １７９．５�

（豪）

５１０ オリオンザドーター 牝２栗 ５４
５２ △松山 弘平平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 ４４４± ０１：２４．２� ２７２．３�

７１４ カルテブランシェ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 ４４０－１０１：２４．３クビ ２１．２�
１１ クリノセレブニ 牝２青 ５４ 的場 文男栗本 博晴氏 松永 幹夫 新ひだか 高橋 修 ３９６－１６１：２４．９３� １５４．６�

（大井）

４７ コウエイスマイル 牝２栗 ５４
５１ ▲国分 恭介伊東 政清氏 五十嵐忠男 日高 浜本牧場 ４７８＋ ８ 〃 ハナ ９０．５�

７１３ キングボーイ 牡２青鹿５５ 角田 晃一小林 久義氏 二本柳俊一 浦河 三枝牧場 ４５０＋ ４１：２５．４３ ６２．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，８７０，０００円 複勝： ３５，１５２，４００円 枠連： ２１，６４２，８００円

普通馬連： ６１，１６７，８００円 馬単： ４４，１６８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５５７，４００円

３連複： ８４，３７８，４００円 ３連単： １２１，８５３，６００円 計： ４１９，７９１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（２－６） ７９０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ２４０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ５，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２３８７００ 的中 � ５０５２５（２番人気）
複勝票数 計 ３５１５２４ 的中 � ６５７２８（２番人気）� ５６７４１（３番人気）� ７９３０２（１番人気）
枠連票数 計 ２１６４２８ 的中 （２－６） ２０２６２（３番人気）
普通馬連票数 計 ６１１６７８ 的中 �� ４６８３２（３番人気）
馬単票数 計 ４４１６８８ 的中 �� １６１３１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５５７４ 的中 �� １６５８６（４番人気）�� ３１７９８（１番人気）�� １６７７４（３番人気）
３連複票数 計 ８４３７８４ 的中 ��� ６８７５１（１番人気）
３連単票数 計１２１８５３６ 的中 ��� １５３１１（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３５．４―４７．６―５９．７―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ イ コ ナ ン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００９．９．２７ 阪神５着

２００７．４．６生 牡２鹿 母 ブイルージュ 母母 ハツピーガーランド ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 テイエムタフネス号・テイエムハクリュウ号
（非抽選馬） １頭 ツルミヒカリ号
※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。



３４０１６１２月６日 晴 良 （２１阪神５）第２日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時３０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

７１４ ヤマニンシャスール 牡２鹿 ５５ G．ゴメス 土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４５８＋ ２１：４７．８ ３３８．５�
（米）

８１８ 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 ４４８－ ４１：４７．９� ２１．６�
７１５ 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 ４５６＋ ６１：４８．０ アタマ＋クビ ４２．７�
３５ アスカクリチャン 牡２鹿 ５５ 武 豊上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４６４＋ ２１：４８．４２� １６．４�
７１３ スマートグリッド 牡２鹿 ５５ 和田 竜二大川 徹氏 宮 徹 日高 千葉飯田牧場 ５１４± ０１：４８．５� ３９．８�
５９ デンコウオクトパス 牡２鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４４０＋ ６１：４８．７１� ２８．７�
６１１ マンノプレミアム 牝２鹿 ５４

５２ △松山 弘平萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４３４－ ２１：４８．８� ２０２．６	
８１７ シルクコスモス 牡２栗 ５５ C．ウィリアムズ 有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４４０± ０１：４９．０１� ２９５．６


（豪）

５１０ ディオメデス 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 追分ファーム ５１０－ ６ 〃 ハナ ２．３�
４７ 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 B４６０± ０１：４９．２１ １８．６
２３ セイルラージ 牡２鹿 ５５ C．ルメール �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 ４６０－ ２ （降着） ３．１�
（仏）

８１６ ウインブシドウ 牡２黒鹿５５ C．スミヨン�ウイン 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４８４－ ６１：４９．５２ ６．３�
（仏）

２４ クリールサンライズ 牡２栗 ５５ M．キネーン横山 修二氏 笹田 和秀 日高 若林 武雄 ４５４－ ２ 〃 クビ １０４．０�
（愛）

４８ 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 ４６４－ ４１：５０．０３ ３３５．１�

６１２ ダンツタフネス 牡２栗 ５５ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 青森 山端 るり子 ４８２－ ２１：５０．１� ５５３．０�
３６ ブラックボクサー 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介佐々木孝之氏 藤岡 健一 新ひだか 前川 正美 ４６８－ ８１：５０．６３ ８５．８�
１２ ノルマンディー 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 ５１２＋ ６ 〃 ハナ ２０．７�
１１ ラブファイナル 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎江口雄一郎氏 谷 潔 新ひだか 坂本 春信 ４４８－ ４１：５０．９１� １２４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，８９０，３００円 複勝： ３９，７１６，３００円 枠連： ２２，３８２，３００円

普通馬連： ７２，００８，９００円 馬単： ５６，１８７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７９８，０００円

３連複： ９７，１０１，９００円 ３連単： １５７，０７４，９００円 計： ５０７，１５９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３，８５０円 複 勝 � ４，４３０円 � ５５０円 � ９１０円 枠 連（７－８） ２，４６０円

普通馬連 �� ２６９，７６０円 馬 単 �� ４５５，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６０，４６０円 �� ３４，４００円 �� ６，９５０円

３ 連 複 ��� １，０２３，７４０円 ３ 連 単 ��� ７，７２８，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２９８９０３ 的中 � ６９６（１７番人気）
複勝票数 計 ３９７１６３ 的中 � ２２０４（１５番人気）� ２０４３１（５番人気）� １１５０３（１０番人気）
枠連票数 計 ２２３８２３ 的中 （７－８） ６７１９（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７２００８９ 的中 �� １９７（１２１番人気）
馬単票数 計 ５６１８７３ 的中 �� ９１（２２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７９８０ 的中 �� １３３（１２９番人気）�� ２３４（１０２番人気）�� １１６８（５１番人気）
３連複票数 計 ９７１０１９ 的中 ��� ７０（５０５番人気）
３連単票数 計１５７０７４９ 的中 ��� １５（３０６４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．２―１２．２―１２．０―１２．３―１２．５―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２２．８―３４．０―４６．２―５８．２―１：１０．５―１：２３．０―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３７．３
３ ・（２，１６）（７，１０）（１，３）（４，６，９）（１７，１５）１２（１１，１８）（８，１４）－１３－５ ４ ・（２，１６，１０）（１，３，７）９（４，１７，６，１５）（１８，１４）１２，１１－５，８，１３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヤマニンシャスール �
�
父 マイネルマックス �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００９．７．５ 福島７着

２００７．４．１７生 牡２鹿 母 イブキグリンバレー 母母 モントタヤーラ ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔降着〕 セイルラージ号は，３位〔タイム１分４７秒９，着差アタマ〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「サンライズモール」号の走行を妨害したため１１着に降着。
〔制裁〕 セイルラージ号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２１年１２月１３日から

平成２１年１２月２６日まで騎乗停止。
※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。
（非抽選馬） １頭 エリモシシオー号
※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。



３４０１７１２月６日 晴 稍重 （２１阪神５）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

５５ ソリタリーキング 牡２黒鹿５５ 武 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５８ ―１：５３．７ ３．４�

１１ � パルラメンターレ 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ４９８ ― 〃 クビ ３．０�

（仏）

６６ ビクトリアクロス 牝２栗 ５４
５２ △松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 村山 明 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４２２ ―１：５５．２９ ３７．６�

７８ トーホウチェイサー 牡２栗 ５５ 柴山 雄一東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４７６ ―１：５６．２６ １５．４�
８１０ クレムリンシチー 牡２栗 ５５ 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ４９０ ―１：５７．３７ ２８．９�
７９ 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 ５３６ ―１：５７．４クビ ３．５	
４４ ピ ュ ー タ ー 牡２芦 ５５ 四位 洋文細川祐季子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：５７．８２� ５．９

２２ � シマロンボーイ 牡２栗 ５５ 浜中 俊加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Iron County

Farms Inc ５２２ ―１：５８．６５ ９３．３�
８１１ リリアーレシチー 牝２栗 ５４ 生野 賢一 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 ５１４ ―２：０１．１大差 ８６．７�
６７ ゴールドレインボー 牡２鹿 ５５ 高橋 亮猪野毛雅人氏 高橋 隆 新ひだか 猪野毛牧場 ４８６ ―２：０３．１大差 ７２．７
３３ ウォーターセオドア 牡２栗 ５５ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４５４ ―２：０５．８大差 １４４．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２３，７３２，２００円 複勝： ２４，３４９，６００円 枠連： １４，５２０，２００円

普通馬連： ４５，１７２，９００円 馬単： ４３，４５１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２５７，０００円

３連複： ５７，８２１，５００円 ３連単： １１８，４９７，５００円 計： ３４５，８０２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ５５０円 枠 連（１－５） ５１０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １，５１０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ４，４５０円 ３ 連 単 ��� １５，７００円

票 数

単勝票数 計 ２３７３２２ 的中 � ５５２６９（２番人気）
複勝票数 計 ２４３４９６ 的中 � ４３６０４（３番人気）� ５６８７０（２番人気）� ７８８８（７番人気）
枠連票数 計 １４５２０２ 的中 （１－５） ２１２６２（２番人気）
普通馬連票数 計 ４５１７２９ 的中 �� ５４９３１（２番人気）
馬単票数 計 ４３４５１５ 的中 �� ２８３４８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２５７０ 的中 �� １９３９７（２番人気）�� ２６９０（１６番人気）�� ３６６４（１２番人気）
３連複票数 計 ５７８２１５ 的中 ��� ９５９２（１４番人気）
３連単票数 計１１８４９７５ 的中 ��� ５５７１（５３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１３．７―１３．３―１２．５―１２．６―１２．４―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３７．８―５１．１―１：０３．６―１：１６．２―１：２８．６―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソリタリーキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００７．４．１１生 牡２黒鹿 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 パルラメンターレ号の騎手C．スミヨンは，１コーナー通過後に外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（７番・９番への

進路影響）
ソリタリーキング号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（８番・９番への進路
影響）

〔その他〕 ゴールドレインボー号は，１コーナー通過後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リリアーレシチー号・ウォーターセオドア号は，平成２２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。



３４０１８１２月６日 晴 良 （２１阪神５）第２日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０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

２：００．８
１：５９．９

良

良

７１１ ドレスアフェアー 牡２黒鹿５５ 武 豊臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４３６ ―２：０３．０ ４．９�

３３ アドマイヤテンバ 牝２芦 ５４ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６０ ―２：０３．１クビ ２．０�
（アドマイヤゲーム）

８１３ レーヴドリアン 牡２芦 ５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６８ ―２：０３．３１� ６．４�
５７ サトノケンオー 牡２栗 ５５ 内田 博幸里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８４ ―２：０４．１５ １２．０�
４４ ホンマルジャパン 牡２鹿 ５５ 四位 洋文宮原 廣伸氏 昆 貢 新ひだか 山際牧場 ５００ ―２：０４．４１� ６．７�
６８ エリモエクセレント 牝２栗 ５４ 藤田 伸二山本 慎一氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４３８ ―２：０４．６１� ３９．２�
６９ マイネルタクティク 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 辻 牧場 ５１２ ―２：０４．８１� １０９．１

４５ ヒルノリシャール 牝２黒鹿５４ R．マラージ 蛭川 正文氏 飯田 雄三 青森 今川 満良 ４５６ ―２：０５．０１� ７５．３�

（米）

５６ カチサカズキ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 宮城 早坂牧場 ４８４ ― 〃 クビ ２１．２�
８１２ ワンダーダーク 牡２鹿 ５５ 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 日高 天羽 禮治 ４６０ ―２：０５．１� ７３．９
７１０ 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 ５３４ ―２：０５．７３� ３２．９�
２２ ツルマルホクト 牡２栗 ５５ 酒井 学鶴田 任男氏 西園 正都 浦河 駿河牧場 ４８６ ―２：０６．０１� ７２．２�
１１ メイショウナイル 牡２鹿 ５５ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４６４ ―２：０６．７４ １１７．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３０，０９４，６００円 複勝： ３４，１３５，２００円 枠連： １６，３６７，２００円

普通馬連： ６０，０３４，５００円 馬単： ５３，２６９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４２９，５００円

３連複： ７５，５５５，７００円 ３連単： １４２，２５０，４００円 計： ４３５，１３６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（３－７） ４４０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ４５０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ６，２００円

票 数

単勝票数 計 ３００９４６ 的中 � ４８９６５（２番人気）
複勝票数 計 ３４１３５２ 的中 � ５６５６１（２番人気）� １０６７５６（１番人気）� ４１１２９（４番人気）
枠連票数 計 １６３６７２ 的中 （３－７） ２７４８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ６００３４５ 的中 �� ８７９３７（１番人気）
馬単票数 計 ５３２６９８ 的中 �� ３２２３７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４２９５ 的中 �� ２７６５８（１番人気）�� １１７８７（６番人気）�� １５５３９（３番人気）
３連複票数 計 ７５５５５７ 的中 ��� ４９８５８（２番人気）
３連単票数 計１４２２５０４ 的中 ��� １６９４２（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１２．６―１２．０―１１．８―１２．０―１２．５―１２．６―１３．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．２―３６．８―４８．８―１：００．６―１：１２．６―１：２５．１―１：３７．７―１：５０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドレスアフェアー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００７．２．１生 牡２黒鹿 母 ジェミードレス 母母 ブリリアントカット １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４０１９１２月６日 晴 稍重 （２１阪神５）第２日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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

５１０ ピンクペガサス 牡４黒鹿５７ 武 豊木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５００－ ２１：１１．８ ３．６�

４８ 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 ４３８－ ２１：１１．９� ３１．３�
１１ グロッキーバルボア 牡３鹿 ５６ C．ルメール 飯田 吉哉氏 南井 克巳 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２ 〃 アタマ １０．６�

（仏）

６１２ 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 ４５８＋ ４１：１２．１１ ２４．１�
３５ ザ ド ラ イ ブ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �千葉パブリックゴ

ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ５．８�
６１１ フレンチクラシック 牡３栗 ５６ 福永 祐一吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B４６８± ０ 〃 アタマ ４．３	
４７ キクノフレヴァン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４６４± ０１：１２．３１� ８．８

８１５� トーホウボガード 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４５２－ ４ 〃 アタマ １８．３�
２４ テイエムクレナイ 牝４栗 ５５ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４７８＋１６１：１２．６１� ８．８�
２３ � ベストフェット 牡４鹿 ５７ 的場 文男松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５００－１２ 〃 ハナ ２６．８

（大井）

７１３ オーゴンシャトル 牡３栗 ５６ 川田 将雅永田 清男氏 河内 洋 浦河 酒井牧場 ４８８± ０１：１３．０２� ３２．４�
７１４ スターサイクル 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４８４＋１０１：１３．４２� ９６．３�
８１６ ドリームクェーサー 牡３栗 ５６ 上村 洋行セゾンレースホース� 西浦 勝一 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ２１：１３．５クビ ６０．５�
３６ � メイショウシャオウ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘松本 好雄氏 増本 豊 様似 山口 幸雄 ４８６＋ ２１：１４．１３� １６４．１�
５９ � シゲルヤリガタケ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介森中 蕃氏 坪 憲章 浦河 村下 貞憲 ４３０＋ ９１：１４．２� １２９．１�
１２ デ セ ー ル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一太田 美實氏 河内 洋 静内 藤原牧場 ４６６－ ２１：１４．７３ ４８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，４７９，４００円 複勝： ４７，４８８，１００円 枠連： ２４，１７０，２００円

普通馬連： ９０，８３９，２００円 馬単： ５８，９０７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，４２７，２００円

３連複： １２２，８８９，０００円 ３連単： １８９，３９６，８００円 計： ５９６，５９７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ６８０円 � ３９０円 枠 連（４－５） １，２００円

普通馬連 �� ４，８６０円 馬 単 �� ７，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６４０円 �� ８６０円 �� ４，１１０円

３ 連 複 ��� １７，６２０円 ３ 連 単 ��� ８８，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２７４７９４ 的中 � ６０３９５（１番人気）
複勝票数 計 ４７４８８１ 的中 � １０２９３０（１番人気）� １４８５８（９番人気）� ２８６１２（６番人気）
枠連票数 計 ２４１７０２ 的中 （４－５） １４９３４（４番人気）
普通馬連票数 計 ９０８３９２ 的中 �� １３８１９（１９番人気）
馬単票数 計 ５８９０７８ 的中 �� ５４５１（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５４２７２ 的中 �� ５３１０（１８番人気）�� １０６２８（６番人気）�� ２０５１（４３番人気）
３連複票数 計１２２８８９０ 的中 ��� ５１５０（５７番人気）
３連単票数 計１８９３９６８ 的中 ��� １５８０（２６７番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．６―１２．１―１１．９―１３．２

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３７．２
３ １０（１，１２）４（３，２，１１）（７，１３）９，６，１６（５，１５）（１４，８） ４ １０（１２，４）１１（１，１３）（３，２，７）１６（９，８）１５，６（５，１４）

勝馬の
紹 介

ピンクペガサス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２００８．３．１ 阪神１１着

２００５．３．１１生 牡４黒鹿 母 セフティーヒサコ 母母 セフティールイーズ １３戦２勝 賞金 ２２，６４０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔発走状況〕 シゲルヤリガタケ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。
（非当選馬） ４頭 ディアアゲイン号・テンシノボストン号・ハードリレー号・マルブツエンペラー号
（非抽選馬） ４頭 インプリシット号・キシュウグラシア号・テイエムプレストン号・ワンダーキラメキ号
※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。



３４０２０１２月６日 晴 稍重 （２１阪神５）第２日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１３ ウインプレミアム 牡５芦 ５７ D．ホワイト �ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ
ファーム ４９４＋ ４１：２３．４ １２．８�

（香港）

７１４ ワールドワイド 牡３芦 ５６ 武 豊山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４９２－ ２１：２３．５クビ ２．５�
６１１ メイショウセンゴク 牡４栗 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４７２－ ６１：２３．９２� １４．８�
２３ マルカベンチャー 牡３栗 ５６ 福永 祐一河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：２４．０� ５．３�
３６ グランプリヒーロー 牡４鹿 ５７ 小牧 太�グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４７０－ ２１：２４．１� ３６．０�
５１０	 ウィッシュビーワン 牡４鹿 ５７ C．ルメール�アカデミー 中竹 和也 米 March Thor-

oughbreds ４８０± ０１：２４．２クビ ３４．８�
（仏）

４８ リーガルスキーム 牡４栗 ５７ 和田 竜二 	キャロットファーム 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ ６．８

５９ ナムラフランキー 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新冠 石郷岡 松

太郎 ４７０＋ ４１：２４．５１� ２２８．１�
２４ アイディンパワー 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９０＋ ６ 〃 クビ ７６．１�
６１２ シルクダイナスティ 牡４栗 ５７ 的場 文男有限会社シルク加用 正 新冠 渡 信義 ４６４＋ ４１：２４．７１ ５１．５�

（大井）

８１５ テイエムシバスキー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４７０＋ ２１：２４．８� １９０．７�
８１６ テイエムフルパワー 牡５栗 ５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３８＋ ４１：２５．１１� ８５．３�
４７ シーフォーアイ 牡３青鹿５６ 横山 典弘加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新ひだか 鹿嶋牧場 ５３６－ ４１：２５．４１� ５．１�
１２ マーベラスアロー 牡５栗 ５７ 岩田 康誠笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４８８＋ ４１：２５．８２� ５３．４�
３５ 
 タ コ 牡３黒鹿５６ C．スミヨン 小田切有一氏 佐々木晶三 静内 タイヘイ牧場 ５００＋ ２１：２５．９クビ ２３．４�

（仏）

１１ ブイアタッカー 牡６栗 ５７
５５ △田中 健谷田 元彦氏 須貝 彦三 静内 福岡 清 ５０４－ ２１：３１．９大差 ３５９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，２６５，４００円 複勝： ６０，８４５，０００円 枠連： ２９，９６６，０００円

普通馬連： １０９，４８３，３００円 馬単： ７８，７９３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，１２９，９００円

３連複： １４０，２７５，８００円 ３連単： ２５４，９０１，７００円 計： ７５０，６６０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ３５０円 � １２０円 � ２８０円 枠 連（７－７） １，４００円

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� ３，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� １，７８０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ４，４５０円 ３ 連 単 ��� ３２，２７０円

票 数

単勝票数 計 ３４２６５４ 的中 � ２１０９８（５番人気）
複勝票数 計 ６０８４５０ 的中 � ３３２０２（６番人気）� ２０７２９１（１番人気）� ４４１３４（５番人気）
枠連票数 計 ２９９６６０ 的中 （７－７） １５８７５（６番人気）
普通馬連票数 計１０９４８３３ 的中 �� ５３７９３（５番人気）
馬単票数 計 ７８７９３６ 的中 �� １５０６９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２１２９９ 的中 �� １８３４０（５番人気）�� ５４３４（１９番人気）�� ２２８１６（４番人気）
３連複票数 計１４０２７５８ 的中 ��� ２３３１２（１１番人気）
３連単票数 計２５４９０１７ 的中 ��� ５８３０（９３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．８―１２．２―１２．１―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．８―４７．０―５９．１―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインプレミアム �
�
父 Cozzene �

�
母父 Zafonic デビュー ２００６．１０．７ 京都４着

２００４．２．２３生 牡５芦 母 カ ー メ リ タ 母母 Silver Lane ２４戦４勝 賞金 ４７，２６４，０００円
〔その他〕 ブイアタッカー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ブイアタッカー号は，平成２２年１月６日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アロド号・クリノゴールド号・ショーファイトダダ号・シルクパスワード号・トシザワイルド号・ナックルパート号・

ノーフォークパイン号・フェイムロバリー号・ルティラーレ号
※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。



３４０２１１２月６日 晴 良 （２１阪神５）第２日 第９競走 ��
��１，６００�

せんりょう

千 両 賞
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

２２ ヒットジャポット 牡２黒鹿５５ 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４７６± ０１：３５．３ ８．８�

６７ エアラフォン 牡２栗 ５５ C．スミヨン �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５６－ ６１：３５．５１ ３．３�
（仏）

３３ セレスロンディー 牡２青 ５５ 横山 典弘岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４５４± ０ 〃 クビ １０．５�
５５ トーホウシンバル 牝２青鹿５４ 四位 洋文東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４３８± ０ 〃 ハナ ５．４�
７８ メイショウタフ 牡２黒鹿５５ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５１２＋ ２ 〃 ハナ ２２．７�
４４ � メジャーテースト 牡２黒鹿５５ 熊沢 重文阿部榮乃進氏 崎山 博樹 日高 森本牧場 ４４８－ ４１：３５．７１� １１４．２�
８１０ エースインザホール 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４８６－１２１：３６．１２� ５．２	
１１ ダノンハラショー 牡２栗 ５５ 内田 博幸�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ６１：３６．３１ ４．０

８１１ アイファーハイカラ 牡２黒鹿５５ 的場 文男中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４５２± ０１：３６．６１� ４５．７�

（大井）

６６ � モエレジュンキン 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４４８＋１４１：３７．８７ １０１．１�
７９ カルロスバローズ 牡２黒鹿５５ 角田 晃一猪熊 広次氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド ４７４－ ２１：３７．９� ３２．２

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，５２６，３００円 複勝： ５４，４２４，７００円 枠連： ２４，４５６，４００円

普通馬連： １２２，０６７，１００円 馬単： ９２，４７５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，４３１，６００円

３連複： １３９，７０２，５００円 ３連単： ３２１，９０８，１００円 計： ８３３，９９２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２５０円 � １６０円 � ２８０円 枠 連（２－６） １，７８０円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ３，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ７８０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ３，６９０円 ３ 連 単 ��� ２５，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３８５２６３ 的中 � ３４５００（５番人気）
複勝票数 計 ５４４２４７ 的中 � ５２６２９（５番人気）� １１５５４６（２番人気）� ４４６３３（６番人気）
枠連票数 計 ２４４５６４ 的中 （２－６） １０１６７（１０番人気）
普通馬連票数 計１２２０６７１ 的中 �� ５６０４２（７番人気）
馬単票数 計 ９２４７５６ 的中 �� １７８１３（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０４３１６ 的中 �� １６４０３（９番人気）�� １２５９８（１３番人気）�� １７１９５（７番人気）
３連複票数 計１３９７０２５ 的中 ��� ２７９９７（１６番人気）
３連単票数 計３２１９０８１ 的中 ��� ９１８８（１０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．７―４７．７―５９．８―１：１１．４―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒットジャポット �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．７．１９ 札幌４着

２００７．３．３１生 牡２黒鹿 母 タイキトゥインクル 母母 サブミッション ５戦２勝 賞金 １９，６９４，０００円
〔制裁〕 エアラフォン号の騎手C．スミヨンは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（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。



３４０２２１２月６日 晴 良 （２１阪神５）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�２００９ゴールデン ブーツ トロフィー

発走１５時００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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

５８ タガノプルミエール 牝５栗 ５６ 横山 典弘八木 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 ４５６＋ ２２：０２．２ ３．９�

４７ グッドバニヤン 牡４栃栗５８ I．メンディザバル 津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４４８＋ ６２：０２．４１� １１．１�
（仏）

４６ � マヤノゴクウ 牡６鹿 ５８ M．キネーン田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 ５２８＋ ６２：０２．６１� ３６．３�
（愛）

２３ キクノプログレッソ 牡６鹿 ５８ 秋山真一郎佐々木幸子氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 B５１０± ０２：０２．７クビ １６４．０�
３５ キングストリート 牡３鹿 ５７ R．ムーア 後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新ひだか タイヘイ牧場 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ３．０�

（英）

６１０ ソラヲカケル 牡３鹿 ５７ C．ルメール�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４９６＋ ８ 〃 クビ ９．４�
（仏）

６１１� スカイリュウホー 牡５鹿 ５８ 岩田 康誠小林 久義氏 平田 修 門別 下河辺牧場 ４５２± ０２：０２．９１	 １６．５	
８１４ ドリームライナー 牡３鹿 ５７ 武 豊青山 洋一氏 池江 泰郎 静内 井高牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ８．５

７１２ テイエムヒリュウ 牡５栗 ５８ D．ホワイト 竹園 正繼氏 五十嵐忠男 静内 武岡牧場 B５４０－ １ 〃 ハナ １４８．２�

（香港）

８１５ オカゲサマデ 牝３鹿 ５５ C．ウィリアムズ 小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４４４± ０２：０３．０クビ ２３．６�
（豪）

７１３� セイカジーベック 牡５鹿 ５８ 藤田 伸二久米 大氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８２＋ ２２：０３．５３ １１５．９
１１ テンシノマズル 牡３鹿 ５７ 内田 博幸杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４５２＋ ４２：０３．６
 １８．３�
３４ ステイトリーデイズ 牝５栗 ５６ C．ボレル �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７０＋ ８２：０３．８１	 ３９．１�

（米）

５９ タガノバッチグー 牡３鹿 ５７ 的場 文男八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４８－ ６２：０４．０１ ６２．０�

（大井）

２２ � ウォークラウン 牡３鹿 ５７ G．ゴメス 加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen
Associates ４９８－ ２２：０５．３８ ９．２�

（米）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４２，２１９，２００円 複勝： ５９，０６８，１００円 枠連： ４５，８６８，８００円

普通馬連： １８５，６５１，７００円 馬単： １１６，２５２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，１７１，１００円

３連複： ２３２，５３４，９００円 ３連単： ４３８，５２８，７００円 計： １，１７６，２９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � ３００円 � ７６０円 枠 連（４－５） １，４５０円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ３，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� １，７４０円 �� ３，０６０円

３ 連 複 ��� １２，３９０円 ３ 連 単 ��� ５５，５２０円

票 数

単勝票数 計 ４２２１９２ 的中 � ８６１７１（２番人気）
複勝票数 計 ５９０６８１ 的中 � １４４６１０（１番人気）� ４７５１２（５番人気）� １５３４７（１０番人気）
枠連票数 計 ４５８６８８ 的中 （４－５） ２３３９９（９番人気）
普通馬連票数 計１８５６５１７ 的中 �� ８２６７２（７番人気）
馬単票数 計１１６２５２８ 的中 �� ２７４３２（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６１７１１ 的中 �� ２６６５６（４番人気）�� ７７４２（２１番人気）�� ４３１３（３４番人気）
３連複票数 計２３２５３４９ 的中 ��� １３８６１（４０番人気）
３連単票数 計４３８５２８７ 的中 ��� ５８３０（１７６番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．２―１２．４―１２．７―１２．１―１２．９―１２．１―１１．７―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．７―３７．１―４９．８―１：０１．９―１：１４．８―１：２６．９―１：３８．６―１：５０．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タガノプルミエール �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Gone West デビュー ２００７．４．２１ 京都２着

２００４．２．１１生 牝５栗 母 ウェスタースケルド 母母 Danish １７戦４勝 賞金 ７６，０９１，０００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または施行団体名を表示している。



３４０２３１２月６日 晴 良 （２１阪神５）第２日 第１１競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��１，８００�第１０回ジャパンカップダート（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （国際招待） （ダート・右）

３歳以上；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
日本馬主協会連合会会長賞・全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １３０，０００，０００円 ５２，０００，０００円 ３３，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円
付 加 賞 ３，５７０，０００円 １，０２０，０００円 ５１０，０００円
参加記念品
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 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：４８．５
１：４７．８
１：４９．２

重

重

良

１１ エスポワールシチー 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 幾千世牧場 ５０２＋ ２１：４９．９ ３．１�

６１２ シルクメビウス 牡３鹿 ５６ 田中 博康有限会社シルク領家 政蔵 日高 森本牧場 ４８４＋ ２１：５０．５３� １３．５�
５９ ゴールデンチケット 牡３黒鹿５６ C．ルメール �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：５０．７１� ４２．７�

（仏）

１２ サクセスブロッケン 牡４青鹿５７ 内田 博幸�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 谷川牧場 ５２６± ０ 〃 クビ ９．２�
２３ アドマイヤスバル 牡６青鹿５７ 勝浦 正樹近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５１８＋ １ 〃 ハナ ５１．１�
８１６ ワンダーアキュート 牡３鹿 ５６ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５０２＋１４１：５１．１２� ８．２	
３６ メイショウトウコン 牡７黒鹿５７ 藤田 伸二松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 ４５８＋ ２ 〃 ハナ ３２．２

２４ ヴァーミリアン 牡７黒鹿５７ 武 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ９ 〃 ハナ ３．７�
３５ マコトスパルビエロ 牡５芦 ５７ 安藤 勝己眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５２２－ ３ 〃 ハナ ２０．２�
４８ ダイショウジェット 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５６４＋ ８１：５１．２	 ６５．３
５１０
 ボンネビルレコード 牡７鹿 ５７ 的場 文男塩田 清氏 堀井 雅広 門別 浜本 幸雄 ４９０＋ ３１：５１．３クビ １３３．７�

（大井）

４７ � ティズウェイ 牡４黒鹿５７ R．マラージ W．クリフトンJr．氏 H．ジェームズ・ボンド 米 Whisper
Hill Farm B５２８ 〃 ハナ ３５．３�

（Tizway（USA）） （米） （米）

６１１� ラヴェリータ 牝３芦 ５４ 岩田 康誠前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Dell Ridge
Farm ５１２± ０ 〃 クビ ２０．６�

７１３� ス ー ニ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Highclere
Inc. ４７４－ ２１：５１．４	 ３２．０�

７１４ ワンダースピード 牡７黒鹿５７ 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４７２－ ６１：５１．５クビ ２５．９�
８１５ マルブツリード 牡６栗 ５７ 浜中 俊大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ５００＋ ２１：５１．９２� ２５８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４０，１６４，２００円 複勝： ４６４，１６３，４００円 枠連： ５６９，１０６，４００円

普通馬連： ２，３１２，４９４，１００円 馬単： １，３５９，９６８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５６０，４５９，７００円

３連複： ２，９１９，４９５，５００円 ３連単： ６，５５５，０９６，３００円 計： １５，１８０，９４７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ３９０円 � ８９０円 枠 連（１－６） １，０２０円

普通馬連 �� １，９４０円 馬 単 �� ３，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ２，３４０円 �� ５，７２０円

３ 連 複 ��� ３２，６６０円 ３ 連 単 ��� １３１，９６０円

票 数

単勝票数 計４４０１６４２ 的中 � １１７６６０６（１番人気）
複勝票数 計４６４１６３４ 的中 � １１５４６３５（１番人気）� ２８８４２６（５番人気）� １１１３９５（１１番人気）
枠連票数 計５６９１０６４ 的中 （１－６） ４４１８５０（３番人気）
普通馬連票数 計２３１２４９４１ 的中 �� ９４２８８２（５番人気）
馬単票数 計１３５９９６８０ 的中 �� ３３９８５０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５６０４５９７ 的中 �� １７６８８３（６番人気）�� ６２１０８（２４番人気）�� ２４９２２（５８番人気）
３連複票数 計２９１９４９５５ 的中 ��� ７０４３８（９７番人気）
３連単票数 計６５５５０９６３ 的中 ��� ３９１４５（３６８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．７―１２．５―１１．９―１２．１―１２．４―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３６．３―４８．８―１：００．７―１：１２．８―１：２５．２―１：３７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３７．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

エスポワールシチー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．３．９ 阪神３着

２００５．４．２２生 牡４栗 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー １５戦７勝 賞金 ２８０，３３１，０００円
［他本会外：２戦２勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１１頭 アドバンスウェイ号・アンダーカウンター号・オーロマイスター号・キクノサリーレ号・クリーン号・

ケイアイテンジン号・ダノンカモン号・ネイキッド号・ペプチドルビー号・メイショウクオリア号・
ロールオブザダイス号

※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。



３４０２４１２月６日 晴 良 （２１阪神５）第２日 第１２競走 ��
��１，６００�２００９ゴールデン ホイップ トロフィー

発走１６時２０分 （国際騎手招待） （芝・右・外）
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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２３ ファイアーフロート 牡３鹿 ５７ D．ホワイト 臼田 浩義氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４７２＋１２１：３４．８ １７．５�
（香港）

４６ ス ピ リ タ ス �４栗 ５８ C．ルメール �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ２１：３４．９� １．８�
（仏）

７１２ ダンツホウテイ 牡４黒鹿５８ 内田 博幸山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７８＋ ４１：３５．０	 ６．９�
６１０ ダイレクトキャッチ 牡５黒鹿５８ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 村山 明 追分 追分ファーム ４９６＋ ６ 〃 ハナ １７．５�
４７ アメジストリング 牝５黒鹿５６ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ６ 〃 アタマ ３４．７�

（豪）

７１３ サワヤカラスカル 牝４鹿 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４４６－ ２１：３５．１クビ ９．４�
１１ ブリッツェン 牡３鹿 ５７ C．ボレル 広尾レース	 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７８＋ ４ 〃 アタマ １４．７


（米）

２２ ナンヨーアイドル 牡３黒鹿５７ M．キネーン中村 �也氏 領家 政蔵 新ひだか 佐藤 陽一 ４７４＋ ６１：３５．２� ９．１�
（愛）

３５ アペリティフ �６鹿 ５８ 秋山真一郎前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５０４＋ ８１：３５．３� ３４．１�
５８ アドマイヤヘッド 牡５芦 ５８ 藤田 伸二近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ ５２．２
３４ マルティンスターク 牝４鹿 ５６ 的場 文男 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４４６± ０１：３５．４� ３０．０�

（大井）

５９ メトロノース 牡３芦 ５７ R．ムーア �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７２－ ２１：３５．５クビ ４９．４�
（英）

８１５ マッチメイト 牡６鹿 ５８ 横山 典弘釘田 秀人氏 川村 禎彦 静内 藤沢牧場 ４８４＋ ２１：３５．６� ６８．２�
６１１
 セイウンワキタツ 牡６鹿 ５８ G．ゴメス 西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.

Herbener Jr. ４８２＋ ４１：３５．８１� １０９．０�
（米）

８１４ ヤマニンイグナイト 牡６栗 ５８ I．メンディザバル 土井 肇氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４３６＋ ４ 〃 クビ １７１．３�
（仏）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８９，０１１，６００円 複勝： １２４，１３７，８００円 枠連： ８３，４９７，５００円

普通馬連： ３０７，１４５，８００円 馬単： ２３５，４２２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０６，０５１，６００円

３連複： ３７８，０３４，１００円 ３連単： ９０７，６１９，５００円 計： ２，２３０，９２０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７５０円 複 勝 � ３２０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（２－４） ６００円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ５，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １，８３０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ３，７００円 ３ 連 単 ��� ３１，０５０円

票 数

単勝票数 計 ８９０１１６ 的中 � ４０２１３（６番人気）
複勝票数 計１２４１３７８ 的中 � ６３４４２（６番人気）� ４７９９７９（１番人気）� １５１６４４（２番人気）
枠連票数 計 ８３４９７５ 的中 （２－４） １０４２５１（２番人気）
普通馬連票数 計３０７１４５８ 的中 �� １３７０４０（６番人気）
馬単票数 計２３５４２２１ 的中 �� ３４８１７（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０６０５１６ 的中 �� ３９４７０（６番人気）�� １２４５５（１９番人気）�� １２２６８７（１番人気）
３連複票数 計３７８０３４１ 的中 ��� ７５５５６（８番人気）
３連単票数 計９０７６１９５ 的中 ��� ２１５７５（９３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．２―４８．３―１：００．４―１：１１．６―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイアーフロート �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Tabasco Cat デビュー ２００８．１１．２ 東京４着

２００６．４．１７生 牡３鹿 母 バーニングウッド 母母 Wood So ９戦４勝 賞金 ５４，１８０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２３分に変更。
〔制裁〕 ナンヨーアイドル号の騎手M．キネーンは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９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。



（２１阪神５）第２日 １２月６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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
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

４２８，０５０，０００円
４，２６０，０００円
３４，６５０，０００円
６，７１０，０００円
５１，０９０，０００円
２１，６７０，０００円
８２９，０００円
８２９，０００円

６４，１４９，０００円
１９，３８８，０００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
８１８，９９８，７００円
１，０３１，７８４，３００円
８８２，３４８，０００円
３，４６５，４９１，２００円
２，２２４，４５０，２００円
９８７，７９２，６００円
４，３８４，５０６，１００円
９，４４６，２０７，０００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 ２３，２４１，５７８，１００円

総入場人員 ４０，２２６名 （有料入場人員 ３７，２６７名）




