
３４０３７１２月１３日 曇 重 （２１阪神５）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）

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

４４ オメガブルーグラス 牡２栗 ５５ 武 豊原 �子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６２＋ ８１：１２．８ ３．４�

７８ ネイルダウン 牡２黒鹿５５ 川田 将雅前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ４１：１２．９クビ ６．３�
６７ � タツパーシヴ 牡２芦 ５５ 安藤 勝己鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm ４６８－ ２ 〃 ハナ ２．１�
２２ アスタータイクーン 牡２栗 ５５ 太宰 啓介加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか カタオカフアーム ４５６＋ ４ 〃 アタマ ８．２�
６６ マ リ ヲ 牡２黒鹿５５ 吉田 稔冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４８４± ０ 〃 アタマ １８．４�

（愛知）

１１ サダムトウコン 牡２黒鹿５５ 和田 竜二大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４５４± ０１：１３．０� ２１．８�
７９ メイショウキルター 牡２黒鹿５５ 福永 祐一松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 ４９０± ０１：１３．５３ １５．９�
８１０ マキハタビリケン 牡２栗 ５５ 橋本 美純	槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５１８＋ ８１：１３．６	 １２６．７

５５ バ リ チ ェ ロ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６６－ ２ 〃 ハナ ６２．４�
３３ グッドブライダル 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４３０－ ４１：１４．３４ ９０．２�
８１１ ビバライフワーク 牝２黒鹿５４ 上村 洋行池住 安信氏 小野 幸治 新冠 越湖牧場 ４６０＋ ８１：１６．１大差 ２８６．８

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，５７８，９００円 複勝： ３１，２１３，６００円 枠連： １０，２４３，８００円

普通馬連： ３９，３５４，６００円 馬単： ３７，３５４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３５４，２００円

３連複： ５７，０７１，６００円 ３連単： １０９，４４９，７００円 計： ３２１，６２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（４－７） ８００円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １９０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� ５，６８０円

票 数

単勝票数 計 １７５７８９ 的中 � ４１０９５（２番人気）
複勝票数 計 ３１２１３６ 的中 � ４８９９５（２番人気）� ３８４８４（３番人気）� １３６４２８（１番人気）
枠連票数 計 １０２４３８ 的中 （４－７） ９４６２（４番人気）
普通馬連票数 計 ３９３５４６ 的中 �� １９８０２（７番人気）
馬単票数 計 ３７３５４２ 的中 �� １０４５６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３５４２ 的中 �� ９８４０（７番人気）�� ２８９７９（１番人気）�� ２７１１４（２番人気）
３連複票数 計 ５７０７１６ 的中 ��� ６１０６４（１番人気）
３連単票数 計１０９４４９７ 的中 ��� １４２３９（１５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．１―１２．３―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３５．６―４７．９―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガブルーグラス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．１９ 札幌２着

２００７．３．９生 牡２栗 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※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。



３４０３８１２月１３日 曇 重 （２１阪神５）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

１１ オースミカイエン 牡２黒鹿５５ 幸 英明�オースミ 山内 研二 日高 天羽牧場 B４９８－ ２１：５６．６ ２０．９�

６７ ランブリングローズ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介草野 仁氏 藤岡 健一 新ひだか 千代田牧場 ４６０－ ２１：５６．７クビ ６．５�
８１２ マジェスティバイオ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸バイオ� 藤原 英昭 平取 清水牧場 ４８０± ０１：５６．８� １２．４�
３３ マージービート 牡２栗 ５５ 武 豊 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７４± ０１：５６．９� １．７�
８１１ スーサンストリーム 牡２芦 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４３４－ ４ 〃 ハナ ２６．０�
５６ アレックスバローズ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司猪熊 広次氏 野中 賢二 新冠 川島牧場 ４６２＋ ４１：５７．４３ ８５．４	
７９ ニホンピロピリオド 牡２鹿 ５５ 吉田 稔小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 岡田牧場 ４４６± ０１：５７．５� １１４．２


（愛知）

４４ メイショウシャイン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４６４＋ ４１：５７．６� ３１．６�
２２ エーシンサスケハナ 牝２芦 ５４ 浜中 俊�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４９２－ ４１：５８．３４ ４．２�
６８ � ラヴアズギフト 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 音無 秀孝 米 Jiro Kono ４２２－ ８１：５８．６１� ９７．５
５５ ジパングダマシイ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅西村 憲人氏 大根田裕之 日高 佐々木 直孝 ４５６－ ６ 〃 アタマ ２６．７�
７１０ ペブルビーチ 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人後藤 繁樹氏 飯田 雄三 様似 スイートフアーム ４９４－ ２１：５９．６６ １３１．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，７５６，９００円 複勝： ４１，３１８，３００円 枠連： １２，１４５，２００円

普通馬連： ４３，０７５，３００円 馬単： ４２，１５０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６３１，１００円

３連複： ６０，０７０，０００円 ３連単： １１９，２１４，２００円 計： ３５６，３６１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０９０円 複 勝 � ８８０円 � ３８０円 � ４９０円 枠 連（１－６） ７，３２０円

普通馬連 �� ５，８１０円 馬 単 �� １４，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３２０円 �� ２，２４０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １４，１５０円 ３ 連 単 ��� １１１，６５０円

票 数

単勝票数 計 １９７５６９ 的中 � ７４６４（５番人気）
複勝票数 計 ４１３１８３ 的中 � １１５９５（６番人気）� ３１１６８（３番人気）� ２２７０３（４番人気）
枠連票数 計 １２１４５２ 的中 （１－６） １２２５（１７番人気）
普通馬連票数 計 ４３０７５３ 的中 �� ５４７６（１５番人気）
馬単票数 計 ４２１５０３ 的中 �� ２２０１（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６３１１ 的中 �� ３４９１（１３番人気）�� ２００４（２１番人気）�� ４８２３（９番人気）
３連複票数 計 ６００７００ 的中 ��� ３１３３（３８番人気）
３連単票数 計１１９２１４２ 的中 ��� ７８８（２３０番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．３―１４．２―１３．４―１３．８―１３．３―１２．８―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．４―３８．６―５２．０―１：０５．８―１：１９．１―１：３１．９―１：４３．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミカイエン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．９．２１ 新潟７着

２００７．３．３０生 牡２黒鹿 母 ナリタグレース 母母 ナリタレッドバード ６戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※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。



３４０３９１２月１３日 曇 良 （２１阪神５）第４日 第３競走 ��１，２００�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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

４８ パ ド ト ロ ワ 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１８－ ２１：１０．３ ２．２�

５９ アンフィルージュ 牝２栗 ５４
５３ ☆藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４７４－ ４１：１０．７２� ４．５�
１２ ケイエスケイト 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４６０－ ４１：１０．８� ５．８�
６１１ 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 ４２４＋ ４１：１０．９クビ ５．８�
５１０ ジュエリーフラン 牝２黒鹿５４ 吉田 稔村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４３８－ ２１：１１．３２� ２５．５�

（愛知）

３６ チキリパンドラ 牝２栗 ５４ 橋本 美純ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム ４２６－ ８１：１１．６１� ６２．８�
８１６ ヒダカタイザン 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史藤井 謙氏 飯田 明弘 浦河 日東牧場 ４２０－ ４ 〃 クビ １３．４	
３５ メイショウブソン 牡２鹿 ５５ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４２４－ ２１：１１．９２ ３５２．２

７１３ トップアテンション 牡２鹿 ５５ 幸 英明�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５８－ ４１：１２．０� ２８．６�
７１４ ミヤジアンジェラ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ３９２± ０１：１２．１� １１０．７
８１５ テイエムヨカゲナ 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４５４＋１２１：１２．２� １７１．５�
２４ ホクザンアロマ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉木本 弘孝氏 野元 昭 浦河 �原 敏明 ４３２± ０１：１２．６２� １７８．５�
２３ マリンアンドアレン 牝２鹿 ５４ 池添 謙一田湯 喜義氏 牧浦 充徳 新ひだか へいはた牧場 ４５０＋１２１：１２．７� ４６．１�
４７ ロングテンカ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一中井 敏雄氏 梅内 忍 浦河 高野牧場 ４９２＋ ４１：１３．４４ １１５．４�
１１ ブライティアサン 牝２黒鹿５４ 上村 洋行小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 ４１０－１２１：１３．７１� ３５８．０�
６１２ ハナヨメノレン 牝２鹿 ５４ 松岡 正海小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ４４４－ ６１：１９．５大差 １３５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８５１，０００円 複勝： ２９，３９２，０００円 枠連： １５，６６１，３００円

普通馬連： ４９，０１２，４００円 馬単： ３９，９１６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１６０，０００円

３連複： ６４，９３４，９００円 ３連単： １１１，４０９，３００円 計： ３５３，３３７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（４－５） ４９０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２８０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ３，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２１８５１０ 的中 � ８０５０４（１番人気）
複勝票数 計 ２９３９２０ 的中 � ８９７２２（１番人気）� ４２６０９（３番人気）� ３９９５４（４番人気）
枠連票数 計 １５６６１３ 的中 （４－５） ２３８６９（２番人気）
普通馬連票数 計 ４９０１２４ 的中 �� ７０３１３（１番人気）
馬単票数 計 ３９９１６６ 的中 �� ３３９９８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１６００ 的中 �� ２７６９４（１番人気）�� １８９２１（３番人気）�� １０７５３（５番人気）
３連複票数 計 ６４９３４９ 的中 ��� ４７８５１（２番人気）
３連単票数 計１１１４０９３ 的中 ��� ２５０３８（３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．７―１１．７―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．８―４６．５―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ド ト ロ ワ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１１．２９ 京都３着

２００７．４．２０生 牡２鹿 母 グランパドドゥ 母母 スターバレリーナ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロングテンカ号・ブライティアサン号・ハナヨメノレン号は，平成２２年１月１３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 カシノグローブ号・ブリジッドブルー号
※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。



３４０４０１２月１３日 曇 重 （２１阪神５）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

６８ トウカイトキメキ 牡２栗 ５５ 内田 博幸内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ５３０ ―１：２６．１ ５．２�

５６ エリモエポナ 牝２黒鹿５４ 池添 謙一山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９２ ―１：２６．２� ３．５�
８１１ 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 ４８８ ―１：２６．３クビ ３５．１�
６７ カノヤキントキ 牡２鹿 ５５ 幸 英明神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 ４６８ ―１：２７．１５ ２．９�
４４ ゼンノベラーノ 牡２鹿 ５５ 吉田 稔大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５０６ ―１：２７．３１ ２８．３�

（愛知）

８１２ アンドアイラブハー 牝２黒鹿５４ 川田 将雅飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４４４ ―１：２７．５１� ５．４�
３３ ポートクラシック 牡２栗 ５５ 和田 竜二水戸眞知子氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 ５０２ ― 〃 アタマ ４１．８�
７１０ トップオブカハラ 牡２芦 ５５ 熊沢 重文横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４９２ ― 〃 クビ ２４．４	
１１ シュガーレスボーイ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４４８ ―１：２７．９２� １６．５

２２ フミノアカツキ 牡２栗 ５５ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 ４６０ ―１：３０．６大差 ３７．０�
５５ シゲルケイジロウ 牡２鹿 ５５ 石橋 守森中 蕃氏 田中 章博 浦河 中村 雅明 ５２０ ―１：３０．７� １７６．６�
７９ シ キ ナ ミ 牡２栗 ５５

５４ ☆藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 有限会社
吉田ファーム ４５０ ― （競走中止） ３３．２

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，６９４，７００円 複勝： ２１，１４４，１００円 枠連： １３，９７１，４００円

普通馬連： ３９，１３７，１００円 馬単： ３６，６５９，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９９０，２００円

３連複： ５６，５１７，７００円 ３連単： ９６，２１５，０００円 計： ２９６，３２９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ５９０円 枠 連（５－６） ３４０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� ２，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ２，２１０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ８，８７０円 ３ 連 単 ��� ３８，７９０円

票 数

単勝票数 計 １６６９４７ 的中 � ２５６４０（３番人気）
複勝票数 計 ２１１４４１ 的中 � ３１８６５（３番人気）� ４８５８９（２番人気）� ６６８９（８番人気）
枠連票数 計 １３９７１４ 的中 （５－６） ３０３８３（１番人気）
普通馬連票数 計 ３９１３７１ 的中 �� ３１５１８（４番人気）
馬単票数 計 ３６６５９５ 的中 �� １２２５３（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９９０２ 的中 �� １１１８４（４番人気）�� １６６７（３１番人気）�� ２７３９（１４番人気）
３連複票数 計 ５６５１７７ 的中 ��� ４７０６（３２番人気）
３連単票数 計 ９６２１５０ 的中 ��� １８３１（１１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．０―１２．５―１２．３―１２．１―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．６―３７．１―４９．４―１：０１．５―１：１３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．７
３ ・（６，７）１０，８，１２－３（１，１１）－４－２，５ ４ ・（６，７）１０－（８，１２）１１（１，３）－４＝２，５

勝馬の
紹 介

トウカイトキメキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ハウスバスター 初出走

２００７．４．１９生 牡２栗 母 トウカイエレガント 母母 トウカイダイナ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 シキナミ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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。



３４０４１１２月１３日 曇 良 （２１阪神５）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

４５ ジ ョ ー モ カ 牡２栗 ５５
５４ ☆藤岡 康太上田けい子氏 梅田 智之 新ひだか 平野牧場 ４４４ ―１：１０．６ ８．２�

８１３ エナジーハート 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成�グランプリ 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 ４４２ ―１：１０．９１� ８．４�
８１４ メイショウオリビア 牝２青鹿５４ 蛯名 正義松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４４６ ―１：１１．２２ ２４．５�
３４ アイアンラチェット 牡２黒鹿５５ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４９０ ―１：１１．４１� ３２．２�
７１２ トーセンポインター 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠島川 �哉氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４５８ ― 〃 ハナ １０．０�
６９ ダノンフリーデン 牡２鹿 ５５ M．デムーロ�ダノックス 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６ ―１：１１．５� ５．７	
（伊）

５７ クリノビートイット 牝２青 ５４ 藤岡 佑介栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 千代田牧場 ４１６ ― 〃 ハナ １７３．５

（クリノグリンドレス）

１１ ローレルソヒール 牡２鹿 ５５ 浜中 俊 �ローレルレーシング 庄野 靖志 新冠 石田牧場 ４０４ ―１：１１．７１� ６３．１�
４６ スナークサリー 牝２青 ５４ 福永 祐一杉本仙次郎氏 須貝 尚介 日高 永村 侑 ４２０ ―１：１１．８� １９．３�
６１０ ジョーカーホーマン 牡２鹿 ５５ 幸 英明久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 ４２８ ―１：１１．９� ８６．４
３３ トウショウヒーロー 牡２黒鹿５５ 池添 謙一トウショウ産業� 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 ―１：１２．２２ ３．９�
７１１ ワンダーバライル 牡２芦 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４９２ ―１：１２．４１� １８７．６�
２２ スズカデジタル 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 平取 北島牧場 ５２２ ―１：１２．５クビ ３．２�
５８ ビバタイヨーコウ 牡２鹿 ５５ 吉田 稔池住 安信氏 西橋 豊治 新冠 越湖牧場 ４４６ ―１：１３．３５ １９８．３�

（愛知）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，６５７，７００円 複勝： ２９，９９２，１００円 枠連： １５，４４４，７００円

普通馬連： ４８，７２９，９００円 馬単： ３８，７１９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５３４，２００円

３連複： ６４，０７５，６００円 ３連単： １０１，９１３，１００円 計： ３３５，０６６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２５０円 � ２１０円 � ９１０円 枠 連（４－８） １，７５０円

普通馬連 �� ３，２６０円 馬 単 �� ５，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１９０円 �� ４，３１０円 �� ２，６１０円

３ 連 複 ��� ２３，２９０円 ３ 連 単 ��� １１１，４３０円

票 数

単勝票数 計 １７６５７７ 的中 � １７０９１（４番人気）
複勝票数 計 ２９９９２１ 的中 � ３４６５２（５番人気）� ４４０６３（２番人気）� ６９０４（９番人気）
枠連票数 計 １５４４４７ 的中 （４－８） ６５３１（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４８７２９９ 的中 �� １１０５６（１６番人気）
馬単票数 計 ３８７１９１ 的中 �� ４８００（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５３４２ 的中 �� ３９６０（１６番人気）�� １０３８（３７番人気）�� １７３９（２９番人気）
３連複票数 計 ６４０７５６ 的中 ��� ２０３１（６６番人気）
３連単票数 計１０１９１３１ 的中 ��� ６７５（３２６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．４―１１．７―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．８―４６．５―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ョ ー モ カ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マーベラスサンデー 初出走

２００７．４．１３生 牡２栗 母 ジョーマリコ 母母 ジョーセイバー 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または施行団体名を表示している。



３４０４２１２月１３日 曇 重 （２１阪神５）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

８１５ キクノセンヒメ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４４２－ ４１：５１．８ ３．５�

５９ スズカブリザード 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４９８＋ ８ 〃 ハナ １５．７�
１２ エナージバイオ 牡４栗 ５７ 武 豊バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６８＋ ２１：５１．９� ３．３�
６１１ ヒミノプリンセス 牝４黒鹿５５ 幸 英明佐々木八郎氏 境 直行 三石 前川 正美 ５２２－１６１：５２．４３ ３４．８�
１１ ファイアナカヤマ 牡４青鹿５７ 熊沢 重文�中山牧場 服部 利之 浦河 中山牧場 ５２２－ ４ 〃 ハナ ２０．７�
４７ ヘリオスシチー 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４５２＋ ８１：５２．５� １８．８	

（伊）

２３ ナムラフューチャー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４７６＋ ６１：５２．６� １１．３

３６ ベルモントゴラッソ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント

ファーム ５２８－ ４ 〃 クビ ３．８�
８１６ コンプトゥス 牡４芦 ５７

５６ ☆藤岡 康太吉田 勝己氏 清水 久詞 早来 ノーザンファーム ５２６± ０１：５３．０２� ２７．６�
７１３ オースミマコ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：５３．１� ５２．２
４８ メイショウスクラム 牡３鹿 ５６ 内田 博幸松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４７４－ ４ 〃 アタマ ２５．９�
２４ � ス マ ー ト ン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ５０２＋ ２１：５４．０５ １４４．２�
３５ エムエスシャープ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥柏木 務氏 福永 甲 浦河 中山牧場 ５０４± ０１：５４．８５ １３６．１�
６１２� ハヤテヤブサメオー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海疾風組合 小崎 憲 日高 豊田田村牧場 ４８２－ ４１：５５．１２ ２７３．９�
５１０� ジョウショーリズム 牡３栗 ５６ 吉田 稔熊田 義孝氏 西橋 豊治 えりも 上島牧場 B４７８＋ ６ 〃 ハナ ３９１．５�

（愛知）

７１４� ハイタフネス 牡３栗 ５６ 高野 容輔服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４６６＋ ２１：５７．０大差 ３２２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３６６，９００円 複勝： ３３，４１５，９００円 枠連： １７，０３３，２００円

普通馬連： ６１，７５３，８００円 馬単： ４０，０２６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９７４，９００円

３連複： ７９，５０２，５００円 ３連単： １２１，６９２，７００円 計： ３９７，７６６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � ３２０円 � １４０円 枠 連（５－８） ２，６００円

普通馬連 �� ３，０４０円 馬 単 �� ４，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ２９０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，７００円 ３ 連 単 ��� １７，１００円

票 数

単勝票数 計 ２０３６６９ 的中 � ４７１５６（２番人気）
複勝票数 計 ３３４１５９ 的中 � ６７３３６（２番人気）� １９８１６（５番人気）� ７８６８３（１番人気）
枠連票数 計 １７０３３２ 的中 （５－８） ４８５２（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６１７５３８ 的中 �� １５００８（１２番人気）
馬単票数 計 ４００２６３ 的中 �� ６５１３（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９７４９ 的中 �� ５７５１（１２番人気）�� ２４０９８（１番人気）�� ６８１４（８番人気）
３連複票数 計 ７９５０２５ 的中 ��� ２１７７５（５番人気）
３連単票数 計１２１６９２７ 的中 ��� ５２５５（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３７．３―５０．０―１：０２．７―１：１５．１―１：２７．０―１：３９．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キクノセンヒメ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１１．１５ 京都５着

２００６．３．１６生 牝３鹿 母 ヤマノケントップ 母母 セノエダンサー １４戦２勝 賞金 ２３，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイタフネス号は，平成２２年１月１３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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 アドマイヤレッド号・ウインバイヘヴン号・エアパパガト号・キャナレット号・スナークツバサ号・

ダークジャケット号・チョップチョップ号・テイエムカイザー号・マーリンシチー号・ラグナロク号・
レッドサーパス号・ワンダーバースト号

※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。



３４０４３１２月１３日 晴 良 （２１阪神５）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 １０，５００，０００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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１１ マイネルクラリティ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４７６＋１８１：３５．３ ７．４�

４８ � ロードエキスパート �６黒鹿５７ M．デムーロ �ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch
Lodge Stud Co ４６４－１２ 〃 ハナ １６．６�

（伊）

４７ レインフォーレスト 牡３芦 ５６
５５ ☆藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：３５．４クビ ２９．５�

７１４	 サ バ ー ス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ６ 〃 ハナ ２７．２�
５１０	 メイショウシオギリ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５２４＋ ８１：３５．５
 ８．３�
１２ ディープスピリット 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４６２± ０１：３５．６� ２．４�
１１ マヤノベンケイ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４７０± ０ 〃 クビ １４．９	
２４ ブルーモーリシャス 牡３青鹿５６ 上村 洋行 
社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２１：３５．７
 ５．３�
８１５�	 ノーブルストーン 牝５栗 ５５ 武 豊後藤 繁樹氏 森 秀行 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４６４± ０１：３５．８クビ ４６．９�
７１３ メイショウローラン 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ １５．０
３６ ワキノパワー �５鹿 ５７ 幸 英明脇山 良之氏 坪 憲章 門別 下河辺牧場 ４３０± ０ 〃 クビ ２７．１�
８１６ ゴッドスマイルユー 牡６芦 ５７ 浜中 俊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６２± ０１：３６．０１ ３２．４�
５９ ジョウショーアロー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸熊田 義孝氏 西橋 豊治 静内 野坂牧場 B５１６＋１２ 〃 アタマ ３６．２�
６１２ カシノマイケル 牡６青鹿５７ 熊沢 重文柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６６＋ ８ 〃 アタマ １２４．６�
２３ �	 スマートパーティー 牡４栗 ５７ 小牧 太大川 徹氏 小崎 憲 米 WinStar

Farm, LLC ４９０＋ ４１：３６．２１� ２２７．５�
３５ デ ュ ー ン 牝４栗 ５５ 吉田 稔
バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４９０＋ ４１：３６．７３ １３２．１�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３４１，３００円 複勝： ３１，３０１，８００円 枠連： １９，２３５，５００円

普通馬連： ６３，８９３，０００円 馬単： ４３，４９５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０７４，９００円

３連複： ８８，６８２，８００円 ３連単： １３７，２９１，８００円 計： ４３２，３１６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ３２０円 � ５３０円 � ９５０円 枠 連（４－６） ３，８１０円

普通馬連 �� ４，６４０円 馬 単 �� ８，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１３０円 �� ２，９７０円 �� ５，０４０円

３ 連 複 ��� ４４，７１０円 ３ 連 単 ��� １７５，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２２３４１３ 的中 � ２３９６４（３番人気）
複勝票数 計 ３１３０１８ 的中 � ２８９９１（４番人気）� １５２９７（７番人気）� ７９９１（１２番人気）
枠連票数 計 １９２３５５ 的中 （４－６） ３７３３（１７番人気）
普通馬連票数 計 ６３８９３０ 的中 �� １０１７２（１６番人気）
馬単票数 計 ４３４９５０ 的中 �� ３９５０（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０７４９ 的中 �� ３０４７（２５番人気）�� ２１６７（３５番人気）�� １２６１（５５番人気）
３連複票数 計 ８８６８２８ 的中 ��� １４６４（１３９番人気）
３連単票数 計１３７２９１８ 的中 ��� ５７７（５４８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．３―１２．２―１１．８―１１．６―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３６．１―４８．３―１：００．１―１：１１．７―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．２
３ ６（５，１０）（３，７，９）（１，４）（１１，８）１２（２，１４，１６）１５－１３ ４ ・（６，５）１０（３，７，９）４（１，１１）（２，１４，８）１２，１５，１６，１３

勝馬の
紹 介

マイネルクラリティ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００８．１１．８ 京都４着

２００６．５．５生 牡３栗 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー ９戦３勝 賞金 ３１，５１５，０００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。



３４０４４１２月１３日 晴 重 （２１阪神５）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 １０，５００，０００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

７７ サンデーヒストリー 牡４青鹿５７ 鮫島 良太�ターフ・スポート平田 修 浦河 秋場牧場 ５３０－ ８１：５１．５ １．５�

２２ 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 ４８２－ ８ 〃 クビ １５．２�

８９ キャプテンマジン 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５０２± ０１：５１．８１� ５．４�
５５ ショーファイトダダ 牡３栗 ５６ 吉田 稔小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 ４８６－ ４１：５１．９� １１３．３�

（愛知）

３３ サ バ ス デ イ 牡５黒鹿５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 野中 賢二 早来 ノーザンファーム ４９４－ ６１：５２．２１� ２０．８�
１１ アースワンハート 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成松山 増男氏 野元 昭 新ひだか 藤川フアーム ５４２－ ４１：５２．６２� １５．５	
４４ フロムジオリエント 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４９４－ ６１：５２．９１� ６．９

６６ ライジングバイオ 牡４鹿 ５７ 小牧 太バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４６６＋１６ 〃 クビ １９．６�
８１０ スリーベイダー �５黒鹿５７ 小坂 忠士永井商事� 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 B４７８－ ６１：５３．３２� １４１．６�
７８ ライコウテンユウ 牡４栗 ５７ 吉田 隼人内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５２２＋ ２１：５３．５１� １１５．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２９，８３１，０００円 複勝： ６７，２２８，５００円 枠連： １８，４５７，１００円

普通馬連： ６１，４７３，５００円 馬単： ６１，４７６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１７５，６００円

３連複： ８４，９２９，１００円 ３連単： ２２３，４００，４００円 計： ５７０，９７１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １５０円 枠 連（２－７） ８８０円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １６０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，２８０円 ３ 連 単 ��� ４，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２９８３１０ 的中 � １６０２４５（１番人気）
複勝票数 計 ６７２２８５ 的中 � ４５７０８０（１番人気）� ２８５１１（４番人気）� ６２２９６（２番人気）
枠連票数 計 １８４５７１ 的中 （２－７） １５６１９（４番人気）
普通馬連票数 計 ６１４７３５ 的中 �� ５０２１２（４番人気）
馬単票数 計 ６１４７６５ 的中 �� ３８２７９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１７５６ 的中 �� １８３６３（３番人気）�� ４８１５７（１番人気）�� ６９８８（９番人気）
３連複票数 計 ８４９２９１ 的中 ��� ４９３０５（５番人気）
３連単票数 計２２３４００４ 的中 ��� ３４５７８（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．９―４９．２―１：０１．７―１：１３．７―１：２５．６―１：３８．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンデーヒストリー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００８．９．６ 小倉３着

２００５．３．７生 牡４青鹿 母 フジノタカコトブキ 母母 フジノタカコマチ ９戦４勝 賞金 ４６，２２１，０００円
〔制裁〕 サンデーヒストリー号の騎手鮫島良太は，４コーナーで蛇行したことについて過怠金７０，０００円。（９番・３番・１番への進路影響）
※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。



３４０４５１２月１３日 曇 良 （２１阪神５）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 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．８
１：５９．９

良

良

２２ エイシンフラッシュ 牡２黒鹿５５ 内田 博幸平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６２：０５．３ ２．７�

３３ ブルーミングアレー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ ３．３�
４４ 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 ４５２＋ ２２：０５．８３ ２４．４�
６６ ヴァンダライズ 牡２栗 ５５ 安藤 勝己前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４６８± ０２：０６．０１� ８．０�
８８ スマートジェネシス 牡２青鹿５５ 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７４－ ２２：０６．１� ４．９�
５５ マイネアロマ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４４６± ０２：０６．５２� ５．３	
１１ � エ レ ー ヌ 牝２栗 ５４ 吉田 稔�ホースケア 山中 輝久 新冠 田上 光征 ４４６＋ ２２：０６．９２� １１０．４


（笠松） （愛知）

７７ ピサロナイト 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠市川 義美氏 安達 昭夫 えりも 能登 浩 ４６６± ０２：０７．１１� ６１．１�

（８頭）

売 得 金

単勝： ４１，５７７，９００円 複勝： ４４，９５８，６００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １００，５７６，９００円 馬単： ７８，４５７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０６７，１００円

３連複： ９６，２４５，０００円 ３連単： ３０７，７１６，１００円 計： ６９５，５９９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ３７０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ７９０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ２，１３０円 ３ 連 単 ��� ８，４２０円

票 数

単勝票数 計 ４１５７７９ 的中 � １２１４０６（１番人気）
複勝票数 計 ４４９５８６ 的中 � １４３１０３（１番人気）� ８８３９５（２番人気）� １９０７５（６番人気）
普通馬連票数 計１００５７６９ 的中 �� １７６０５３（１番人気）
馬単票数 計 ７８４５７７ 的中 �� ６７９８４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０６７１ 的中 �� ４１３７２（１番人気）�� ７１００（１１番人気）�� ５７０８（１２番人気）
３連複票数 計 ９６２４５０ 的中 ��� ３３４５２（１０番人気）
３連単票数 計３０７７１６１ 的中 ��� ２６９８３（３６番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．１―１３．０―１３．５―１３．１―１３．１―１２．７―１１．９―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．２―３８．２―５１．７―１：０４．８―１：１７．９―１：３０．６―１：４２．５―１：５３．７

コーナー
通過順位

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

２
４
８，７，５，６，３－２－４－１・（８，７，３）２（５，６）４－１

勝馬の
紹 介

エイシンフラッシュ �

父 King’s Best �


母父 Platini デビュー ２００９．７．１２ 阪神６着

２００７．３．２７生 牡２黒鹿 母 ムーンレディ 母母 Midnight Fever ４戦２勝 賞金 １９，２５７，０００円
〔制裁〕 ピサロナイト号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）
※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。



３４０４６１２月１３日 曇 良 （２１阪神５）第４日 第１０競走
阪神競馬場開設６０周年記念

��
��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，２０．１２．１３以降２１．１２．６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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

２３ トップカミング 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６０± ０２：２７．９ ３．４�

３５ ヤマニンウイスカー 牡３青 ５６ 和田 竜二土井 肇氏 池江 泰郎 新冠 錦岡牧場 ４９４＋１０２：２８．１１� ４．２�
５１０ ジ ャ ミ ー ル 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４５０－ ２ 〃 ハナ ４．５�
８１８ タイセイファイター 牡５鹿 ５５ 小牧 太田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５３０＋ ２２：２８．３１� １５．４�
８１７ バアゼルリバー 牡３鹿 ５４ 内田 博幸市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０２：２８．４クビ ３７．６�
８１６ トップクリフォード 牡３黒鹿５３ 武 豊横瀬 兼二氏 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム ５０８－ ２２：２８．５� ２４．７�
４８ セタガヤフラッグ 牡６鹿 ５５ 池添 謙一千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５４＋ ２ 〃 クビ ３９．０	
１２ メトロシュタイン 牡５青鹿５７ 福永 祐一太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５１４＋１０２：２８．６クビ １３．９

３６ ケンブリッジレーザ 牡６青 ５６ 川田 将雅中西 健造氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ５０４－ ４ 〃 クビ ８．６�
７１５ ニュービギニング 牡５鹿 ５５ 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６０± ０２：２８．８１� ４４．３
５９ ナリタキングパワー 牡４栗 ５６ 岩田 康誠�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２８－ ２２：２８．９� ２８．６�
２４ タガノヴァレオ �４黒鹿５６ 吉田 稔八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２２＋ ８２：２９．１１� ２４４．３�
（愛知）

７１３ アグネススターチ 牡４鹿 ５６ 浜中 俊渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４８０± ０２：２９．２クビ ２７．９�
７１４ デンコウミサイル 牡６栗 ５３ 橋本 美純田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５１６－ ２２：２９．４１ １０１．３�
１１ マルカハンニバル 牡５黒鹿５４ M．デムーロ河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４ 〃 クビ ４６．０�

（伊）

６１２ ハギノプリンセス 牝６栗 ５１ 三浦 皇成安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６８－ ２２：２９．５	 ４７．１�
４７ マルイチクエスト 牡７黒鹿５２ 大野 拓弥小林 茂行氏 湯窪 幸雄 静内 マークリ牧場 ５１０－１０２：３０．９９ １５１．８�

（１７頭）
６１１ シゲルタック 牡５鹿 ５５ 藤岡 佑介森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４０，８７６，１００円 複勝： ７３，００４，４００円 枠連： ４９，３８２，２００円

普通馬連： １８３，５０４，１００円 馬単： １０２，５４８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，２５２，１００円

３連複： ２２７，４４６，５００円 ３連単： ４１６，８０９，３００円 計： １，１５２，８２２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（２－３） ５００円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ２８０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ４，３４０円

票 数

単勝票数 差引計 ４０８７６１（返還計 １７９） 的中 � ９６７５９（１番人気）
複勝票数 差引計 ７３００４４（返還計 １４５） 的中 � １６３１３７（１番人気）� １３２９５６（２番人気）� １２３６６４（３番人気）
枠連票数 差引計 ４９３８２２（返還計 １０） 的中 （２－３） ７３１４７（１番人気）
普通馬連票数 差引計１８３５０４１（返還計 １７２７） 的中 �� １７７０４４（２番人気）
馬単票数 差引計１０２５４８０（返還計 ６８２） 的中 �� ５１６３４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５９２５２１（返還計 ６１３） 的中 �� ５０３５３（２番人気）�� ５６３７１（１番人気）�� ３２７８６（３番人気）
３連複票数 差引計２２７４４６５（返還計 ４４９０） 的中 ��� １６１６６９（１番人気）
３連単票数 差引計４１６８０９３（返還計 ９５８０） 的中 ��� ７０９４８（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．９―１２．６―１２．４―１２．５―１３．３―１２．７―１２．４―１１．６―１１．０―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�
１２．６―２４．１―３７．０―４９．６―１：０２．０―１：１４．５―１：２７．８―１：４０．５―１：５２．９―２：０４．５―２：１５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．０
１
３

７－１３（１，１８）（２，８）３（６，１０）５（１２，１６）－（９，１７）（４，１４）－１５
７，１３（１，１８）（２，８）３（６，１０）（５，１６）（１２，１４）（９，１７）（４，１５）

２
４
７，１３，１，１８，２，８，３（６，１０）５（１２，１６）－（９，４，１７）１４－１５・（７，１３，１８）８（１，２，１０）（６，１６）（３，１２）（５，１７，１４）４（９，１５）

勝馬の
紹 介

トップカミング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００８．８．１０ 小倉２着

２００６．４．１０生 牡３黒鹿 母 レッドヴィーナス 母母 イースタンガバナー １８戦４勝 賞金 １２４，５４５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔出走取消〕 シゲルタック号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 メトロシュタイン号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ウィルビーキング号
※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。



３４０４７１２月１３日 曇 良 （２１阪神５）第４日 第１１競走
第６１回農林水産省賞典

��
��１，６００�阪神ジュベナイルフィリーズ（ＪｐｎⅠ）

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（１着）

賞 品
本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，４００，０００円 ４００，０００円 ２００，０００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

８１８ ア パ パ ネ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ４１：３４．９ ４．６�

３６ アニメイトバイオ 牝２栗 ５４ 内田 博幸バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４５６± ０１：３５．０� ８．７�
７１５ ベストクルーズ 牝２芦 ５４ 安藤 勝己飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３４－ ２１：３５．１� １２．２�
４７ ラナンキュラス 牝２青 ５４ 四位 洋文前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８－ ２１：３５．２� ８．６�
８１６ シンメイフジ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠織田 芳一氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４５６＋ ４１：３５．３クビ ３．９�
４８ タガノエリザベート 牝２黒鹿５４ 川田 将雅八木 昌司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ４ 〃 ハナ ６．９�
６１１ ステラリード 牝２栗 ５４ M．デムーロ広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４３８± ０１：３５．５１ ２１．２	
（伊）

５９ カスクドール 牝２鹿 ５４ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４± ０１：３５．６� ９５．７

６１２ タガノガルーダ 牝２栗 ５４ 浜中 俊八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２６－ ６ 〃 ハナ ２９．７�
２３ モ ト ヒ メ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４４８－ ４１：３５．８１� ９１．２�
１２ ジュエルオブナイル 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３８－ ４ 〃 クビ １６．４
８１７ メルヴェイユドール 牝２黒鹿５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６－ ２１：３５．９� ８６．９�
５１０ タガノパルムドール 牝２栗 ５４ 藤岡 康太八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８２－ ８１：３６．０� １４．４�
７１３ グローリーステップ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム ４６０－ ２１：３６．３１� ６５．５�
３５ サ リ エ ル 牝２鹿 ５４ 石橋 守前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４６８－ ２１：３６．６１� ５２．２�
１１ メイショウデイム 牝２黒鹿５４ 福永 祐一松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４２６－ ４ 〃 クビ ２７．２�
２４ パリスドール 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介釘田 秀一氏 川村 禎彦 鹿児島 釘田フアーム ４５０－ ７１：３６．７� １８２．１�
７１４ カレンナホホエミ 牝２栗 ５４ 上村 洋行川又 政之氏 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 ４４４＋ ４１：３６．９１� １３８．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３１，６１６，６００円 複勝： ３４２，５４１，５００円 枠連： ４８８，１８０，１００円

普通馬連： １，９５４，３７７，８００円 馬単： １，０４５，９９３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４３０，５８８，１００円

３連複： ２，３９８，９４８，０００円 ３連単： ５，０００，２９５，０００円 計： １１，９９２，５４０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ２６０円 � ３００円 枠 連（３－８） １，０００円

普通馬連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ８７０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ５，９８０円 ３ 連 単 ��� ２７，６７０円

票 数

単勝票数 計３３１６１６６ 的中 � ５７７０７９（２番人気）
複勝票数 計３４２５４１５ 的中 � ５４８０８８（２番人気）� ３３５８９４（４番人気）� ２７７５８９（５番人気）
枠連票数 計４８８１８０１ 的中 （３－８） ３６１５６１（４番人気）
普通馬連票数 計１９５４３７７８ 的中 �� ７０４０３９（６番人気）
馬単票数 計１０４５９９３４ 的中 �� ２０８１２１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計４３０５８８１ 的中 �� １３８９０３（５番人気）�� １２３１４２（７番人気）�� ９１４６４（１２番人気）
３連複票数 計２３９８９４８０ 的中 ��� ２９６０７７（１４番人気）
３連単票数 計５０００２９５０ 的中 ��� １３３４０２（５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３５．１―４７．３―５９．６―１：１１．４―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア パ パ ネ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Salt Lake デビュー ２００９．７．５ 福島３着

２００７．４．２０生 牝２鹿 母 ソルティビッド 母母 Piper Piper ４戦３勝 賞金 ７８，５７１，０００円
※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。
（非当選馬）１１頭 アポロパステル号・オルレアンノオトメ号・ギンザボナンザ号・グリューネワルト号・グレナディーン号・

ジョディーズライン号・ストレンジラブ号・ニシノモレッタ号・プリムール号・マイネアロマ号・ラジャポネーズ号
※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。



３４０４８１２月１３日 曇 重 （２１阪神５）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�

み か げ

御影ステークス
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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４８ セイクリムズン 牡３黒鹿５６ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ５０４－ ４１：２２．１ ３．１�

２４ スガノメダリスト 牡３栗 ５６ 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４７６－ ２１：２２．３１� ２２．１�
８１５� クイックリープ 牡４栗 ５７ 松岡 正海松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４７６＋ ２１：２２．５１� ６．５�
７１４	 エーシンクールディ 牝３芦 ５４ 福永 祐一�栄進堂 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４８８± ０１：２２．７１ ７．１�
８１６ フキラウソング 牝３栗 ５４ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ４１：２２．９１� ８．０�
６１１ ショウナンアクト 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４８０－ ２１：２３．２１
 ２１．４�
１２ ワインアドバイザー 牡６青鹿５７ 北村 宏司 	社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４７２－ ８ 〃 クビ １２７．４

７１３ ストーリーテリング 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥	日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４８６－ ６ 〃 ハナ ９．５�
３５ ダイワプリベール 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４６２－ ８１：２３．５１
 １２１．７�
５９ クリノビリオネア 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４７８－ ６１：２３．６� ９７．８
１１ アルバレスト 牡７青鹿５７ 吉田 隼人吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４７４－ ２１：２３．８１� ７１．１�
２３ スマートギルド 牡７鹿 ５７ 蛯名 正義大川 徹氏 高木 登 静内 井高牧場 ４９６± ０１：２３．９クビ １８３．３�
６１２� ダイイチミラクル �９芦 ５７ 橋本 美純	ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４８４－１０１：２４．０� １９４．９�
４７ 	 ミスターモナルコス 牡５鹿 ５７ M．デムーロ加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. B４９２± ０１：２４．３２ １０．２�
（伊）

３６ リボンノキシ 牝５青 ５５ 小坂 忠士森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４５６－ ２１：２４．７２� ２６７．３�
５１０ スーサンライダー 牡５栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 B４８２－ ２１：２４．９１ ６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６５，０７５，８００円 複勝： ９２，４１１，３００円 枠連： ７１，１５３，３００円

普通馬連： ２５３，７６３，０００円 馬単： １４６，６５１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，４２６，１００円

３連複： ２９１，０７７，５００円 ３連単： ６１１，９４４，４００円 計： １，６０７，５０２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � ４５０円 � ２１０円 枠 連（２－４） ２，０２０円

普通馬連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ４，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� ３８０円 �� １，９２０円

３ 連 複 ��� ５，８６０円 ３ 連 単 ��� ３０，１００円

票 数

単勝票数 計 ６５０７５８ 的中 � １７０３６１（１番人気）
複勝票数 計 ９２４１１３ 的中 � ２４９２８８（１番人気）� ３９００３（９番人気）� １０９０７４（２番人気）
枠連票数 計 ７１１５３３ 的中 （２－４） ２６０１７（８番人気）
普通馬連票数 計２５３７６３０ 的中 �� ６７３４７（９番人気）
馬単票数 計１４６６５１０ 的中 �� ２２４５２（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５４２６１ 的中 �� １７２９２（１４番人気）�� ５４２８７（２番人気）�� ９０１４（２６番人気）
３連複票数 計２９１０７７５ 的中 ��� ３６６７２（１９番人気）
３連単票数 計６１１９４４４ 的中 ��� １５００７（９２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．７―１１．６―１１．５―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．８―４６．４―５７．９―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイクリムズン �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 サウスアトランテイツク デビュー ２００８．８．２ 小倉８着

２００６．３．１３生 牡３黒鹿 母 ス ダ リ ー フ 母母 ス ダ フ ラ ウ １３戦４勝 賞金 ５０，８１３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２２頭 アートオブウォー号・ウインプレミアム号・クランエンブレム号・サラトガ号・ショウサンウルル号・

ショウナンアルバ号・シーアクロス号・ストレートイン号・スナークユーチャン号・スマートブレード号・
セフティーローレル号・セレスダイナミック号・トーセンセイント号・ナイジェラ号・ニシノドーン号・
ハイエモーション号・バトルサクヤビメ号・ペルルノワール号・メイショウタメトモ号・メガリス号・
ワンダークラフティ号・ワーキングウーマン号

※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。



（２１阪神５）第４日 １２月１３日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １６６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

３１０，２５０，０００円
１１，８５０，０００円
１０，３８０，０００円
３，４７０，０００円
３２，３７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，５８２，０００円
４，９８２，０００円
１，６４３，４００円

勝馬投票券売得金
６４５，２２４，８００円
８３７，９２２，１００円
７３０，９０７，８００円
２，８９８，６５１，４００円
１，７１３，４４７，６００円
７５９，２２８，５００円
３，５６９，５０１，２００円
７，３５７，３５１，０００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 １８，５１２，２３４，４００円

総入場人員 ４４，６５０名 （有料入場人員 ）




