
３４０１３１２月５日 晴 稍重 （２２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

２２ オーバーヘッド 牡２栗 ５５ 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４８８－ ８１：１３．３ ３．３�

３３ サトノパイレーツ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ２ 〃 クビ １．４�
６６ ナムラエバーグリン 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 優作奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４５６－ ２１：１３．７２� １８．０�
７７ ヒットナンバー 牡２栗 ５５ 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 ４７８－ ４１：１４．７６ ８３．１�
５５ ダンスインザサイト 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介杉山 美惠氏 松永 幹夫 新ひだか 明治牧場 ４２０－ ６１：１５．０１� ７４．７�
８９ ビコーブラボー 牡２鹿 ５５ 鷹野 宏史�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４４２＋ ８１：１５．１クビ ２１１．８�
８１０ エアポートメサ 牡２栗 ５５ 酒井 学新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４３０－ ２ 〃 アタマ ２５．２	
７８ ドンウイング 牡２栗 ５５

５２ ▲川須 栄彦山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４２８＋ ２１：１５．２クビ １０５．４

１１ リネンハイブリット 牡２栗 ５５ 安部 幸夫戸山 光男氏 坪 憲章 新ひだか 平野牧場 ４２４－ ８１：１５．４１� ５３．４�

（愛知）

４４ ス コ ー ピ オ 牡２栗 ５５ 吉田 隼人林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４２４＋１０１：１７．０１０ ２６．９�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，６８５，４００円 複勝： ５９，６３２，２００円 枠連： １０，４２９，８００円

普通馬連： ３７，１５３，４００円 馬単： ４５，４３４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０５０，９００円

３連複： ４８，８０４，４００円 ３連単： １３５，２７０，０００円 計： ３７９，４６０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １００円 � １００円 � １８０円 枠 連（２－３） １３０円

普通馬連 �� １２０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１０円 �� ３００円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ２８０円 ３ 連 単 ��� １，３６０円

票 数

単勝票数 計 １７６８５４ 的中 � ４３２７７（２番人気）
複勝票数 計 ５９６３２２ 的中 � ９４６０６（２番人気）� ４３００３７（１番人気）� ２２７２８（３番人気）
枠連票数 計 １０４２９８ 的中 （２－３） ６３６５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ３７１５３４ 的中 �� ２２９４９９（１番人気）
馬単票数 計 ４５４３４４ 的中 �� ８６３０９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０５０９ 的中 �� １６６７１９（１番人気）�� ７４０８（３番人気）�� １０３３４（２番人気）
３連複票数 計 ４８８０４４ 的中 ��� １２８８４０（１番人気）
３連単票数 計１３５２７００ 的中 ��� ７３５４６（４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．２―１２．１―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．１―３６．３―４８．４―１：００．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３７．０
３ ・（２，６，３）（５，８）７，１，９，１０，４ ４ ・（２，３）６（５，８）－７－９，１０，１＝４

勝馬の
紹 介

オーバーヘッド 
�
父 スパイキュール 

�
母父 マジックマイルズ デビュー ２０１０．１１．２０ 京都２着

２００８．４．７生 牡２栗 母 キャッシュオーバー 母母 センターオーバー ２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。



３４０１４１２月５日 晴 稍重 （２２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３５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

４６ プントバンコ 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４４４＋ ２１：２６．３ ４．９�

５７ ラブギャラクシー 牝２黒鹿５４ 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４４４＋ ８１：２６．５１� １４．４�
８１４ エーシンギムレット 牝２黒鹿５４ 川田 将雅�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４３８－ ４１：２６．６� １１．２�
４５ ユウキマリアッチ 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４９０＋ ２１：２６．８１ ３．８�
６９ ルージュマジック 牝２鹿 ５４ 浜中 俊飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ８１：２７．０１� １０．４�
７１２ カムイフォレスト 牝２栗 ５４ C．ルメール �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ４７０± ０ 〃 クビ ６．２	

（仏）

３３ ヤマニンアベイユ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５２－ ２１：２７．７４ ４．５

５８ マルヨパトリオット 牝２栗 ５４ 幸 英明野村 春行氏 梅田 智之 浦河 富田牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ２４２．９�
２２ ポートワイン 牝２黒鹿５４ 小牧 太水上ふじ子氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 ４２８± ０１：２７．８クビ ８１．９�
８１３ エ ビ ス ガ オ 牝２栗 ５４

５１ ▲川須 栄彦西村新一郎氏 梅内 忍 むかわ 貞広 賢治 ４３６－ ４ 〃 クビ １４０．６
６１０ ロブストニケ 牝２鹿 ５４ 鷹野 宏史��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４６８－ ６１：２８．３３ ４０．１�
３４ タイセイブーケ 牝２芦 ５４ 酒井 学田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか 前川 正美 ４７２－ ６１：２８．８３ １７．２�
１１ ブーケパルフェ 牝２栗 ５４ 和田 竜二飯田 良枝氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋ ２１：２８．９� ２５．８�

（１３頭）
７１１ ニューポートビーチ 牝２鹿 ５４ 中村 将之百万 武夫氏 崎山 博樹 日高 藤本ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４，１１３，４００円 複勝： ２５，１０９，３００円 枠連： １２，４１４，２００円

普通馬連： ３９，６３７，０００円 馬単： ２８，０４１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０４６，８００円

３連複： ５９，１１２，４００円 ３連単： ８３，６４６，２００円 計： ２８０，１２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２２０円 � ３８０円 � ３４０円 枠 連（４－５） １，８６０円

普通馬連 �� ３，４５０円 馬 単 �� ６，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� １，０２０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� １２，５２０円 ３ 連 単 ��� ７０，２３０円

票 数

単勝票数 計 １４１１３４ 的中 � ２３１０６（３番人気）
複勝票数 計 ２５１０９３ 的中 � ３５５５０（４番人気）� １６１９７（７番人気）� １８７３３（６番人気）
枠連票数 計 １２４１４２ 的中 （４－５） ４９４１（８番人気）
普通馬連票数 計 ３９６３７０ 的中 �� ８５０２（１８番人気）
馬単票数 計 ２８０４１３ 的中 �� ３０５９（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０４６８ 的中 �� ３８３７（１８番人気）�� ４４２３（１６番人気）�� ２３７６（２９番人気）
３連複票数 計 ５９１１２４ 的中 ��� ３４８６（４９番人気）
３連単票数 計 ８３６４６２ 的中 ��� ８７９（２５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．９―１２．６―１２．５―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．３―４７．９―１：００．４―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プントバンコ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Afleet デビュー ２０１０．７．２４ 小倉６着

２００８．２．２６生 牝２青鹿 母 ポリーズフリート 母母 Polly’s Harde ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔出走取消〕 ニューポートビーチ号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
※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。



３４０１５１２月５日 晴 良 （２２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

７１４ セイユウハート 牡２鹿 ５５
５２ ▲川須 栄彦松岡 正二氏 梅内 忍 日高 前川 義則 ４４０＋ ２１：２２．１ １８．９�

２４ ロードエアフォース 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４７４＋ ４１：２２．２� ４．６�
（伊）

４８ ガールズストーリー 牝２黒鹿５４ 酒井 学吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４１６－ ６１：２２．３� ７．８�
２３ ダイシンワイルド 牡２鹿 ５５ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 ４７０＋ ８１：２２．５１� ３８．７�
８１７� アスターヒューモア 牝２黒鹿５４ C．ルメール 加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Fairlawn

Farm ４４８－ ８ 〃 クビ ４．７�
（仏）

６１２ ボンベイダック 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介�グランプリ 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム ４６８－ ８１：２３．０３ ６．２�

７１３ ロッキーラクーン 牡２栗 ５５
５２ ▲国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４５４＋ ２１：２３．１� ３０９．２	

８１６ パープルテンリュ 牡２栗 ５５ 岩田 康誠中野 銀十氏 境 直行 新ひだか 竹内 良一 ４６６＋ ４ 〃 クビ ７４．７

１２ マイネエレーナ 牝２鹿 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４２４＋ ２１：２３．２クビ １１．９�
８１５ ラグランダム 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 服部 牧場 ４３６－ ４ 〃 クビ １７２．４�
３６ モズハリケーン 牡２栗 ５５ 和田 竜二北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ５０４± ０１：２３．３� ４．１
１１ ロードスラッガー 牡２青鹿５５ 安部 幸夫 �ロードホースクラブ 梅田 智之 新ひだか グランド牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ２１０．８�

（愛知）

６１１ シゲルブイン 牝２栗 ５４ 吉田 隼人森中 蕃氏 木原 一良 浦河 田中スタッド ３９８－ ４１：２３．５１ ３７２．２�
５９ デンコウマオ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 山春牧場 ４２０－ ４１：２３．８２ １８７．７�
４７ ナムラバーク 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４６０－ ６ 〃 ハナ １１．２�
５１０ プレジデントペスカ 牡２鹿 ５５ 石橋 守山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 村下 貞憲 ５０２－ ４１：２５．１８ ２８８．１�
３５ カシノババロア 牝２栗 ５４ 大下 智柏木 務氏 梅内 忍 熊本 本田 土寿 ４６２－ ２１：２５．６３ ２７８．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １７，１４５，３００円 複勝： ２８，４８４，５００円 枠連： １３，７１５，３００円

普通馬連： ４７，３５９，８００円 馬単： ３３，１６６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６６３，２００円

３連複： ６５，７３５，３００円 ３連単： ９７，９６９，１００円 計： ３２４，２３９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８９０円 複 勝 � ４１０円 � １９０円 � ２８０円 枠 連（２－７） ３，５４０円

普通馬連 �� ３，８８０円 馬 単 �� １０，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� １，３６０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ８，１３０円 ３ 連 単 ��� ６７，３２０円

票 数

単勝票数 計 １７１４５３ 的中 � ７１６３（８番人気）
複勝票数 計 ２８４８４５ 的中 � １６１９６（８番人気）� ４６４９３（２番人気）� ２６６５９（５番人気）
枠連票数 計 １３７１５３ 的中 （２－７） ２８６１（１５番人気）
普通馬連票数 計 ４７３５９８ 的中 �� ９０１０（１９番人気）
馬単票数 計 ３３１６６７ 的中 �� ２２８３（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６６３２ 的中 �� ４７２５（１５番人気）�� ３６７５（２２番人気）�� ６８４３（８番人気）
３連複票数 計 ６５７３５３ 的中 ��� ５９７２（３５番人気）
３連単票数 計 ９７９６９１ 的中 ��� １０７４（２４８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．４―１２．０―１１．９―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．５―４６．５―５８．４―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイユウハート �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 サンシャック デビュー ２０１０．１０．３１ 京都３着

２００８．３．３１生 牡２鹿 母 ヴァージントライ 母母 トウカイマリー ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 ロードスラッガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ロードスラッガー号は，平成２２年１２月６日から平成２２年１２月２６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または施行団体名を表示している。



３４０１６１２月５日 晴 良 （２２阪神５）第２日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時３５分 （芝・右）

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

中央レコード

２：００．８
１：５９．９

良

良

４４ イ デ ア 牡２鹿 ５５ M．デムーロ畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４７４＋ ２２：０２．１ ５．０�
（伊）

１１ ソルデマーヨ 牡２黒鹿５５ C．ルメール 吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２０－ ４２：０２．２� ２．３�
（仏）

８１１ ヒットザターゲット 牡２栗 ５５ 福永 祐一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２＋ ２２：０２．４１� ９．９�
３３ アドマイヤバートン 牡２栗 ５５ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４６６－ ６ 〃 アタマ ３．９�
５５ サクラライジング 牡２鹿 ５５ 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４５６－ ４２：０２．６１� １０３．２�
５６ ヒカルマイデビュー 牡２黒鹿５５ 池添 謙一�橋 京子氏 岡田 稲男 登別 登別上水牧場 ５０６－ ４２：０３．１３ ６１．６�
７９ ジャックバローズ 牡２鹿 ５５ 安藤 光彰猪熊 広次氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７４＋ ４２：０３．３１� ７６．１	
７１０ デ ボ ネ ア 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５２２＋ ６ 〃 ハナ ９．９

８１２ バンブーチェルシー 牡２青鹿５５ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７４－ ４２：０３．６１� １８．２�
６８ テーオーゼウス 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 ４８６± ０２：０３．９１� １６．９
６７ コスモアジル 牡２栗 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか 藤沢牧場 ５１２± ０２：０４．４３ １８１．２�
２２ キングオブフェイス 牡２栗 ５５ 小林 徹弥西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５１２－ ８２：０４．８２� ２９４．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，６２４，４００円 複勝： ３７，２３５，９００円 枠連： １４，２４９，９００円

普通馬連： ５０，３８３，５００円 馬単： ４３，６７６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４７４，２００円

３連複： ７２，２７３，４００円 ３連単： １３４，６５０，０００円 計： ３９９，５６７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（１－４） ５９０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ５７０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 ��� ８，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２４６２４４ 的中 � ３９０５９（３番人気）
複勝票数 計 ３７２３５９ 的中 � ５２５３４（３番人気）� １２４７２１（１番人気）� ４１２７５（４番人気）
枠連票数 計 １４２４９９ 的中 （１－４） １７８８４（２番人気）
普通馬連票数 計 ５０３８３５ 的中 �� ５８００７（２番人気）
馬単票数 計 ４３６７６３ 的中 �� ２０２２１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４７４２ 的中 �� ２０８７２（２番人気）�� ９０４９（７番人気）�� １３９１０（４番人気）
３連複票数 計 ７２２７３４ 的中 ��� ３３９１７（４番人気）
３連単票数 計１３４６５００ 的中 ��� １２２８６（２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．４―１２．８―１３．２―１３．２―１１．８―１１．７―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．９―４８．７―１：０１．９―１：１５．１―１：２６．９―１：３８．６―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

イ デ ア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．２４ 京都６着

２００８．３．１１生 牡２鹿 母 メイクマイバンドル 母母 ダブルバンドルズ ３戦１勝 賞金 ６，６５０，０００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。



３４０１７１２月５日 晴 稍重 （２２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２５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

７８ ムスカテール 牡２黒鹿５５ C．ルメール 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６８ ―１：５４．１ ６．９�
（仏）

７７ トレンドハンター 牝２青鹿５４ 岩田 康誠飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４６８ ―１：５４．４２ １．７�
８９ ジャニアリシックス 牡２栗 ５５ 小牧 太深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５６ ―１：５５．１４ １３．２�
３３ タガノエテルネル �２鹿 ５５ 幸 英明八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９８ ―１：５５．６３ ６２．６�
５５ エルヴィスバローズ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８２ ―１：５５．７� ４．６�
（伊）

６６ ナムラダイキチ 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 ４９２ ―１：５５．８� ８０．４�
２２ セトノハリケーン 牡２鹿 ５５ 和田 竜二難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５０８ ―１：５６．１２ ９．８�
４４ フリーアズアバード 牡２鹿 ５５ 田中 博康 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７４ ―１：５６．４２ ２２．６

８１０ ホッコーロブロイ 牡２栗 ５５

５２ ▲国分 優作矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 丸幸小林牧場 ４９８ ―１：５８．２大差 ９８．８�
１１ シルクゴーオン 牡２青鹿５５ 池添 謙一有限会社シルク西浦 勝一 新冠 秋田牧場 ４８６ ―１：５８．５１� ３９．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １８，２００，５００円 複勝： ４３，３３２，８００円 枠連： １０，２９１，３００円

普通馬連： ３６，７４４，７００円 馬単： ３９，２９７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９６８，４００円

３連複： ４７，９９９，７００円 ３連単： １１６，９８２，０００円 計： ３２９，８１６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ３００円 枠 連（７－７） ４００円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ８８０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ８，４３０円

票 数

単勝票数 計 １８２００５ 的中 � ２０８５３（３番人気）
複勝票数 計 ４３３３２８ 的中 � ３７５２６（３番人気）� ２７１１１７（１番人気）� １５４８２（５番人気）
枠連票数 計 １０２９１３ 的中 （７－７） １９０１１（２番人気）
普通馬連票数 計 ３６７４４７ 的中 �� ６４４６４（２番人気）
馬単票数 計 ３９２９７４ 的中 �� １９０４５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９６８４ 的中 �� ２３９７４（２番人気）�� ４０３３（１１番人気）�� １０１４８（４番人気）
３連複票数 計 ４７９９９７ 的中 ��� ２６７２７（５番人気）
３連単票数 計１１６９８２０ 的中 ��� １０２５０（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．９―５０．４―１：０３．５―１：１６．３―１：２９．２―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

ムスカテール 
�
父 マヤノトップガン 

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．４．１８生 牡２黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 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。



３４０１８１２月５日 晴 良 （２２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５５分 （芝・右）

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

中央レコード

２：００．８
１：５９．９

良

良

６１０ ヌーベルバーグ 牝２鹿 ５４ M．デムーロ山本 英俊氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８８ ―２：０３．７ １．８�
（伊）

５７ サイモンロード 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠澤田 昭紀氏 友道 康夫 日高 ヤナガワ牧場 ５０６ ―２：０３．９１� ５．１�
３３ ジェントルマン 牡２黒鹿５５ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４７８ ―２：０４．０� １４．０�
７１２ メイショウヤマカゼ 牡２黒鹿５５ 池添 謙一松本 好雄氏 西浦 勝一 新冠 新冠橋本牧場 ４６８ ― 〃 クビ ２１．６�
４５ スマートリバティー 牡２鹿 ５５ C．ルメール 大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４５０ ―２：０４．２１� ３０．６�

（仏）

５８ � アウグーリオ 牡２栗 ５５ 幸 英明前田 幸治氏 中村 均 米 Joseph A.
Duffel ４３２ ―２：０４．３� ２１．７�

８１３ トーワブリッツ 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム ４４６ ―２：０４．４� １０５．０�
２２ メイショウヘイハチ 牡２黒鹿５５ 吉田 豊松本 好雄氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 ５２８ ―２：０４．５クビ ２３．７	
７１１ マイネトルテ 牝２青鹿５４ 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 滝本 健二 ４８４ ―２：０４．６� ７２．６�
６９ ミッキーオーラ 牡２青鹿５５ 武 豊野田みづき氏 池江 泰郎 日高 前川ファーム ５１０ ― 〃 クビ ４．７�
８１４ テイエムカミカゼ 牡２栗 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ４８８ ―２：０４．７	 １９３．５
１１ � ダンスオブウォー 牡２鹿 ５５ 小牧 太 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 米 Darley ４９４ ―２：０４．９１� １０８．０�
３４ スズカアンペール 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４６４ ―２：０５．２１� １９５．７�
４６ マ ル キ ー ズ 牝２鹿 ５４ 酒井 学武田 茂男氏 田島 良保 浦河 有限会社

吉田ファーム ４０２ ―２：０５．３クビ １５１．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，４７７，６００円 複勝： ３０，４８７，６００円 枠連： １４，７４８，２００円

普通馬連： ４６，１８９，４００円 馬単： ４０，４１１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２９１，５００円

３連複： ６３，６００，１００円 ３連単： １１９，２２８，７００円 計： ３５６，４３４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（５－６） ２３０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３２０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，３４０円 ３ 連 単 ��� ３，５００円

票 数

単勝票数 計 ２１４７７６ 的中 � ９５９６７（１番人気）
複勝票数 計 ３０４８７６ 的中 � １３３３４１（１番人気）� ４２５０８（３番人気）� １９９３０（４番人気）
枠連票数 計 １４７４８２ 的中 （５－６） ４９３３９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４６１８９４ 的中 �� ８８２６９（１番人気）
馬単票数 計 ４０４１１５ 的中 �� ４８９０７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２９１５ 的中 �� ３０５７４（１番人気）�� １５０６９（３番人気）�� ７８５４（５番人気）
３連複票数 計 ６３６００１ 的中 ��� ３５１８９（２番人気）
３連単票数 計１１９２２８７ 的中 ��� ２５２０６（５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１３．１―１３．２―１２．９―１２．９―１２．６―１２．４―１１．６―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．５―３６．６―４９．８―１：０２．７―１：１５．６―１：２８．２―１：４０．６―１：５２．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヌーベルバーグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lost Code 初出走

２００８．１．３０生 牝２鹿 母 マジックコード 母母 Beautiful Pet １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 スマートリバティー号の騎手C．ルメールは，４コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（２番・１番への進路影響）

メイショウヘイハチ号の騎手吉田豊は，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。（６番への進路
影響）

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４０１９１２月５日 晴 良 （２２阪神５）第２日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１８ ダノンスパシーバ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ５０２＋ ６１：４７．２ ３．５�

７１４ マックスドリーム 牡３青鹿５６ 小牧 太山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド ５２４－ ８１：４７．５１� １２．２�
４８ サトノエクスプレス 牡４栗 ５７ 池添 謙一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２８＋ ８ 〃 アタマ ５．６�
４７ エクスペディション 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ６ 〃 クビ ４．１�
６１１� リ ヴ ザ ル ト 牡５黒鹿５７ C．ルメール 里見 治氏 堀 宣行 豪 Mr T Jarvis ５６８－ ４１：４７．６� ２６．３�

（仏）

７１５	 モエレアイドル 牝４黒鹿５５ 吉田 豊阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか 中村 和夫 ４５２－ ６ 〃 ハナ ９８．０	
２４ ケ イ バ ズ キ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４３２－ ６１：４７．８１
 ４７．４

３６ ゼロチョウサン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４２＋１２１：４７．９� ４７．４

３５ アッシュール 牡３鹿 ５６ 浜中 俊吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４６０＋ ６１：４８．１１
 ９４．４�
７１３ レイナソフィア 牝４鹿 ５５ 和田 竜二 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９０－ ２ 〃 ハナ ６０．５�
５９ フライングブラック �４青鹿５７ 安部 幸夫広尾レース� 小崎 憲 浦河 岡部牧場 B４７６＋ ４１：４８．２� ６９．３

（愛知）

１２ フラムドール 牝３栗 ５４ M．デムーロ吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４６２－ ４ 〃 ハナ ２８．０�
（伊）

５１０ トップゾーン 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６８＋１４１：４８．３クビ ２０．６�
８１７ ヒカルルーキー 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 登別上水牧場 ４８２－ ４１：４８．４� ９．９�
８１６	 モエレジュンキン 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４４４＋１０１：４８．６１ ２５９．１�
１１ マイネルガヴロシュ 牡３青鹿５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４７２－ ２１：４８．７� ３８．３�
６１２ テ キ ー ラ 牡５鹿 ５７ 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７８＋ ４ 〃 アタマ ２１．３�
２３ ストレンジラブ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人鈴木 義孝氏 牧浦 充徳 新冠 隆栄牧場 ４８０＋２８ 〃 クビ １３．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，９４４，６００円 複勝： ３８，５２２，０００円 枠連： ２５，０６０，４００円

普通馬連： ６５，６１９，３００円 馬単： ４１，３４６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７３６，０００円

３連複： １００，０７１，１００円 ３連単： １４２，４１３，２００円 計： ４６３，７１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � ２５０円 � １８０円 枠 連（７－８） １，０７０円

普通馬連 �� １，８６０円 馬 単 �� ３，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ４７０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ３，３１０円 ３ 連 単 ��� １９，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２２９４４６ 的中 � ５１８５２（１番人気）
複勝票数 計 ３８５２２０ 的中 � ８６７６０（１番人気）� ３３０１１（４番人気）� ５６７９８（３番人気）
枠連票数 計 ２５０６０４ 的中 （７－８） １７３２１（３番人気）
普通馬連票数 計 ６５６１９３ 的中 �� ２６０５８（５番人気）
馬単票数 計 ４１３４６６ 的中 �� ９２９８（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７３６０ 的中 �� １２０３０（４番人気）�� １５４１９（３番人気）�� ６７１５（７番人気）
３連複票数 計１０００７１１ 的中 ��� ２２３３５（５番人気）
３連単票数 計１４２４１３２ 的中 ��� ５２６６（２９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．９―１２．２―１２．４―１２．５―１１．８―１０．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３５．８―４８．０―１：００．４―１：１２．９―１：２４．７―１：３５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンスパシーバ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００９．１０．１８ 京都１着

２００７．２．２８生 牡３鹿 母 レ ー ス カ ム 母母 Video １０戦２勝 賞金 ３４，４７３，０００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。
（非抽選馬） １頭 ラインジェシカ号
※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５日 晴 稍重 （２２阪神５）第２日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５５分 （ダート・右）

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

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

７８ ジョーモルデュー 牡６鹿 ５７ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４６２± ０２：０４．４ １２．８�

８１１ ロードイノセント 牡４鹿 ５７ M．デムーロ �ロードホースクラブ 池江 泰寿 三石 ケイアイファーム ５７８－ ２２：０４．５� ４．６�
（伊）

７９ アドマイヤプレミア 牡３芦 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４０８± ０２：０４．７１� ２１．４�
３３ オースミイレブン 牡３芦 ５６ 藤田 伸二�オースミ 昆 貢 新冠 高瀬牧場 ４９８－ ２２：０５．０１	 ３．２�
６６ ヒラボクキング 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ５３２± ０２：０５．１� ２．５�
８１０ グレイトロータリー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 宮本 博 新ひだか グランド牧場 ５４０＋ ４２：０５．３１ １７．７�
２２ 
 エーシンサンスター 牡５黒鹿５７ 小牧 太�栄進堂 松元 茂樹 米

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

４７０－ ４ 〃 クビ ２１．４	
４４ パワーエース 牡４鹿 ５７ 酒井 学
まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４９４＋ ２２：０６．３６ １３０．２�
１１ メイショウエバモア 牡３芦 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５２６＋２０２：０６．６２ １９．４�
６７ マルカラスカル 牡８黒鹿５７ 石橋 守河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ５１６＋２２２：０７．０２� １５７．８
５５ タイセイレジェンド 牡３栗 ５６ 安部 幸夫田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B５１６＋ ４２：０９．０大差 ３３．７�

（愛知）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，２８３，５００円 複勝： ３５，０２８，３００円 枠連： １６，９２２，４００円

普通馬連： ７３，７６５，４００円 馬単： ５０，４６４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７４８，４００円

３連複： １０１，５３０，３００円 ３連単： １８６，００７，９００円 計： ５１１，７５０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ２７０円 � １７０円 � ４５０円 枠 連（７－８） １，１１０円

普通馬連 �� ２，９１０円 馬 単 �� ６，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，７８０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� １３，６８０円 ３ 連 単 ��� ８９，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２２２８３５ 的中 � １３７８２（４番人気）
複勝票数 計 ３５０２８３ 的中 � ３２９６８（４番人気）� ６７５４６（２番人気）� １７０６０（６番人気）
枠連票数 計 １６９２２４ 的中 （７－８） １１３３０（５番人気）
普通馬連票数 計 ７３７６５４ 的中 �� １８７６２（９番人気）
馬単票数 計 ５０４６４２ 的中 �� ５３３２（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７４８４ 的中 �� ９４７４（６番人気）�� ３４６５（２２番人気）�� ４９７１（１６番人気）
３連複票数 計１０１５３０３ 的中 ��� ５４７９（３３番人気）
３連単票数 計１８６００７９ 的中 ��� １５３８（２１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．８―３６．０―４９．５―１：０１．９―１：１３．８―１：２６．２―１：３８．５―１：５１．１

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ジョーモルデュー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．９．２４ 中京８着

２００４．２．２０生 牡６鹿 母 ジョーセクレタリー 母母 ジョーセイバー ３７戦４勝 賞金 ７２，０３３，０００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。



３４０２１１２月５日 晴 良 （２２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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

７１０ リ ベ ル タ ス 牡２鹿 ５５ C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：３４．１ ２．２�

（仏）

２２ トップシャイン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４６６－ ６１：３４．３１� １４．９�
６８ シゲルシャチョウ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ４８２－ ２１：３４．４� ３２．６�
４４ デンコウジュピター 牡２鹿 ５５ 福永 祐一田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ４８０－ ２ 〃 クビ ２６．９�
６７ ラトルスネーク 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ４８６－ ４１：３４．８２� ２．３�
８１１ ジンクアッシュ 牡２黒鹿５５ 幸 英明�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ５０８＋ ４ 〃 アタマ １９．９	
３３ エーシンチャージ 牡２黒鹿５５ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６４－ ４１：３４．９クビ ６８．７

８１２ モスカートローザ 牝２鹿 ５４ M．デムーロ吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２ 〃 クビ ２２．３�

（伊）

１１ レッドデイヴィス 	２鹿 ５５ 川田 将雅 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８０－ ２１：３５．０クビ ９．１�
５５ ピルケンハンマー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４９８＋ ６１：３５．７４ １０７．３
７９ ニシノフウウンジ 牡２栗 ５５ 浜中 俊西山 茂行氏 中竹 和也 むかわ 西山牧場 ４６６＋ ２１：３６．１２� ２５９．３�
５６ 
 モエレウェバリング 牡２栗 ５５ 安部 幸夫�ホースケア 今津 博之 新ひだか 中村 和夫 ４５０－ ３１：３６．２� ４０４．９�

（愛知） （愛知）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４４，２９０，０００円 複勝： ７７，８９６，２００円 枠連： ２２，７７０，６００円

普通馬連： １２５，８７２，２００円 馬単： ８７，６９３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，２８６，４００円

３連複： １５２，１２７，７００円 ３連単： ３１９，４８２，０００円 計： ８７２，４１８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � ４４０円 枠 連（２－７） １，１６０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ７５０円 �� １，９００円

３ 連 複 ��� ５，２６０円 ３ 連 単 ��� １５，０００円

票 数

単勝票数 計 ４４２９００ 的中 � １６０１６５（１番人気）
複勝票数 計 ７７８９６２ 的中 � ４１１８５８（１番人気）� ４７９６１（４番人気）� ２３５４２（８番人気）
枠連票数 計 ２２７７０６ 的中 （２－７） １４５４７（４番人気）
普通馬連票数 計１２５８７２２ 的中 �� ７２５７４（３番人気）
馬単票数 計 ８７６９３６ 的中 �� ３７６４８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２２８６４ 的中 �� ２７７６３（３番人気）�� １３８３６（９番人気）�� ５０７３（２１番人気）
３連複票数 計１５２１２７７ 的中 ��� ２１３６８（１６番人気）
３連単票数 計３１９４８２０ 的中 ��� １５７２９（４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．３―４７．６―５９．５―１：１０．７―１：２２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ベ ル タ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Garde Royale デビュー ２０１０．１０．２ 阪神１着

２００８．２．９生 牡２鹿 母 カ ー リ ン グ 母母 Corraleja ３戦２勝 賞金 ２１，３４７，０００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。



３４０２２１２月５日 晴 良 （２２阪神５）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�

さかせがわ

逆瀬川ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）

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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６６ マッハヴェロシティ 牡４青 ５７ 岩田 康誠井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５２８－１０１：４６．９ ７．１�

２２ ピエナポパイ 牡５栗 ５７ 幸 英明本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ５０８± ０１：４７．２１� ４０．６�
４４ ラフレッシュブルー 牝５栗 ５５ 池添 謙一 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４５６＋ ２ 〃 クビ ２０．２�
７９ スイートマトルーフ 牝４青鹿５５ 浜中 俊和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４８６－ ６１：４７．３クビ １２．５�
１１ ロードアリエス 牡５黒鹿５７ C．ルメール �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５１４－ ６ 〃 ハナ ３．６�

（仏）

６７ アグネススターチ 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４９６＋ ８ 〃 ハナ ５９．１�
（愛知）

８１１ カネトシディオス 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４４２＋ ２ 〃 アタマ １．９	
３３ ジェントルフォーク 牡５鹿 ５７ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４８２＋ ８１：４７．４� ４３．９

５５ メジロラフィキ 	５鹿 ５７ 武 豊�メジロ牧場 池江 泰郎 洞爺 メジロ牧場 ４８６＋ ２１：４７．７２ １２．４�
８１０ タイセイファイター 牡６鹿 ５７ 小牧 太田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５３０＋ ８１：４７．８� ３１．７
７８ 
 ミスターモナルコス 牡６鹿 ５７ 和田 竜二加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. ４９２± ０１：４８．０１� ２２８．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３７，１００，７００円 複勝： ４６，１１９，７００円 枠連： ２３，０６１，３００円

普通馬連： １２１，０３７，６００円 馬単： ９０，７１６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，１５８，２００円

３連複： １４４，２３１，４００円 ３連単： ３２９，５５０，８００円 計： ８２９，９７６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２４０円 � ７２０円 � ４４０円 枠 連（２－６） １０，７１０円

普通馬連 �� １０，６１０円 馬 単 �� １７，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４７０円 �� １，３９０円 �� ３，０４０円

３ 連 複 ��� ３０，４８０円 ３ 連 単 ��� ２０２，０１０円

票 数

単勝票数 計 ３７１００７ 的中 � ４１５５０（３番人気）
複勝票数 計 ４６１１９７ 的中 � ５９０６７（３番人気）� １４９８８（８番人気）� ２６５７０（６番人気）
枠連票数 計 ２３０６１３ 的中 （２－６） １５９０（２２番人気）
普通馬連票数 計１２１０３７６ 的中 �� ８４２０（２８番人気）
馬単票数 計 ９０７１６５ 的中 �� ３８３６（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８１５８２ 的中 �� ３７８４（２５番人気）�� ６８８１（１６番人気）�� ３０５１（３２番人気）
３連複票数 計１４４２３１４ 的中 ��� ３４９３（６９番人気）
３連単票数 計３２９５５０８ 的中 ��� １２０４（３７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３５．９―４８．０―１：００．１―１：１２．２―１：２３．８―１：３４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッハヴェロシティ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２００８．７．２０ 新潟１着

２００６．４．２２生 牡４青 母 マイミッシェル 母母 ナイスレイズ １９戦３勝 賞金 ８７，１４６，０００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５日 晴 稍重 （２２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１１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・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 ３，４８６，０００円 ９９６，０００円 ４９８，０００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

２３ トランセンド 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１２－ ２１：４８．９ ３．５�

７１４ グロリアスノア 牡４黒鹿５７ 小林慎一郎�野 葉子氏 矢作 芳人 浦河 鮫川牧場 ５２６＋１０ 〃 クビ ２４．２�
６１２ アドマイヤスバル 牡７青鹿５７ 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５２０＋１４１：４９．１１� ３１．６�
４８ バーディバーディ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一里見美惠子氏 池江 泰郎 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋ ６ 〃 ハナ ２５．８�
１１ シルクメビウス 牡４鹿 ５７ 田中 博康有限会社シルク領家 政蔵 日高 森本牧場 ４９６＋ ４１：４９．４２ ４．１�
６１１ クリールパッション 牡５鹿 ５７ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４７６＋ ６１：４９．５クビ ５９．４�
３５ � ラヴェリータ 牝４芦 ５５ 岩田 康誠前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Dell Ridge

Farm ５１８－ ３ 〃 クビ １５．７�
７１３ ダイシンオレンジ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ５００－ ６１：４９．６	 ２０．６	
１２ キングスエンブレム 牡５青 ５７ 福永 祐一 
サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４６６± ０１：５０．５５ ５．３�
２４ マルカシェンク 牡７黒鹿５７ 吉田 隼人河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム ５０８＋ ８１：５０．８１
 ４０．９
８１６ オーロマイスター 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 
サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ５０４－ ８１：５０．９クビ ２５．６�
３６ ダイショウジェット 牡７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 ５６２＋ ４１：５１．２２ １２７．２�
５９ トーセンブライト 牡９鹿 ５７ 勝浦 正樹島川 �哉氏 加藤 征弘 静内 岡田スタツド ４９６－ ４１：５１．３クビ ２１２．３�
５１０ ヴァーミリアン 牡８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 ５１６＋ ２１：５２．１５ ９．２�
８１５� マカニビスティー 牡３青鹿５６ M．デムーロ備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 ４８８± ０１：５２．４１
 ８１．９�

（伊）

４７ ア リ ゼ オ 牡３黒鹿５６ C．ルメール 
社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１６－１０１：５４．０１０ ９．６�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５１，２１１，４００円 複勝： ３８１，１２２，６００円 枠連： ４６１，１６９，５００円

普通馬連： １，９７７，９０６，３００円 馬単： １，０７３，６６４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４８６，４７９，７００円

３連複： ２，５７０，５２４，３００円 ３連単： ５，４４４，３９１，０００円 計： １２，７４６，４６８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ６６０円 � ５３０円 枠 連（２－７） １，６００円

普通馬連 �� ４，３５０円 馬 単 �� ６，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５００円 �� １，１４０円 �� ５，２７０円

３ 連 複 ��� ２０，８４０円 ３ 連 単 ��� ９４，８６０円

票 数

単勝票数 計３５１２１１４ 的中 � ８０８６０９（１番人気）
複勝票数 計３８１１２２６ 的中 � ９０３２５９（１番人気）� １２２６１９（１０番人気）� １５６３７９（８番人気）
枠連票数 計４６１１６９５ 的中 （２－７） ２１３３３０（７番人気）
普通馬連票数 計１９７７９０６３ 的中 �� ３３６２２１（１７番人気）
馬単票数 計１０７３６６４１ 的中 �� １２５７２４（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計４８６４７９７ 的中 �� ８０４７０（１６番人気）�� １０８２７８（１０番人気）�� ２２０７４（５６番人気）
３連複票数 計２５７０５２４３ 的中 ��� ９１０３８（６３番人気）
３連単票数 計５４４４３９１０ 的中 ��� ４２３６０（２６９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１２．７―１２．０―１２．１―１２．３―１２．０―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．２―３５．９―４７．９―１：００．０―１：１２．３―１：２４．３―１：３６．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トランセンド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．２．１４ 京都２着

２００６．３．９生 牡４鹿 母 シネマスコープ 母母 ブルーハワイ １３戦７勝 賞金 ２９６，２３０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。
（非抽選馬） ４頭 スズカコーズウェイ号・ダノンカモン号・ラッシュストリート号・ワンダーアキュート号
※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。



３４０２４１２月５日 晴 稍重 （２２阪神５）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�阪神ウェルカムプレミアム

発走１６時２０分 （クロフネメモリアル） （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

３６ スリーボストン 牡３鹿 ５６ 武 豊永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ５０４± ０１：１１．４ ３．７�

４８ メイショウデイム 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４４６＋ ４ 〃 クビ ４３．７�
４７ ファンドリカップ 牡４芦 ５７ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５０４－ ４ 〃 ハナ ７．４�
８１６ アヤナルベルス 牝３鹿 ５４ 小牧 太鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４８０－ ６１：１１．６１� １４．４�
６１１ オ オ ヒ メ 牝６黒鹿５５ 吉田 豊武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５２４－ ２１：１１．７クビ １２０．５�
５９ ゴッドフェニックス 牝４黒鹿５５ 福永 祐一青山 洋一氏 池江 泰郎 日高 下河辺牧場 ４７２± ０１：１１．９１� ２７．３�
５１０ ベ ネ ラ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ７６．３	
２３ ピュアマリーン 牝４栗 ５５ 芹沢 純一
山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４５０＋ ４ 〃 アタマ ８４．６�
１２ ミッキーフォルテ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 B５４４＋ ４１：１２．０	 １４．０�
７１４ ハニーメロンチャン 牝３栗 ５４ 国分 恭介松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４５８－ ６ 〃 ハナ ７５．６
８１５ マイプラーナ 牝４黒鹿５５ 長谷川浩大五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４６８－ ６ 〃 クビ ２５．２�
３５ シュテルンターラー 牝３芦 ５４ 浜中 俊 �グリーンファーム 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：１２．１クビ １４．０�
２４ マルカバッケン 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４６６－ ８１：１２．４２ ２．７�
１１ 
 ヒシアカデミー 牡４青鹿５７ 吉田 隼人阿部雅一郎氏 河内 洋 米

Donald S. & R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

５３８－ ２ 〃 ハナ ２０．４�
７１３ ライコウテンユウ 牡５栗 ５７ 和田 竜二内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５３４＋ ８１：１３．６７ ２７１．９�
６１２ リリーレインボー 牡５青鹿５７ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 谷口育成牧場 ４９８－ ４１：１３．８１� １１９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７６，０５３，３００円 複勝： １１０，７４７，４００円 枠連： ７６，００２，３００円

普通馬連： ２７０，１１６，２００円 馬単： １６１，１４１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０２，２２７，５００円

３連複： ３６４，２５５，５００円 ３連単： ６９９，６２７，７００円 計： １，８６０，１７１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ７９０円 � ２１０円 枠 連（３－４） ９００円

普通馬連 �� ９，３００円 馬 単 �� １４，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０８０円 �� ４００円 �� ３，４２０円

３ 連 複 ��� １８，３００円 ３ 連 単 ��� １１１，４９０円

票 数

単勝票数 計 ７６０５３３ 的中 � １７４７０３（２番人気）
複勝票数 計１１０７４７４ 的中 � ２２９８９０（２番人気）� ２８８９８（１０番人気）� １５７４７３（３番人気）
枠連票数 計 ７６００２３ 的中 （３－４） ６６１８０（３番人気）
普通馬連票数 計２７０１１６２ 的中 �� ２２８８８（２６番人気）
馬単票数 計１６１１４１１ 的中 �� ８６７９（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０２２２７５ 的中 �� ８１７５（３１番人気）�� ７７００９（２番人気）�� ７３４７（３４番人気）
３連複票数 計３６４２５５５ 的中 ��� １５６８９（５１番人気）
３連単票数 計６９９６２７７ 的中 ��� ４９４５（２９７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１１．７―１２．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．１―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３７．０
３ １６－（５，１０，９）（６，１５）１１（７，１４）（２，１３）４，１，８，３－１２ ４ １６－（５，１０）９（６，１５）１１（７，１３，１４）（２，４）（１，８，３）＝１２

勝馬の
紹 介

スリーボストン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．１０．２４ 京都２着

２００７．３．１６生 牡３鹿 母 スリーサンナイナー 母母 San ７戦３勝 賞金 ３７，２２０，０００円



（２２阪神５）第２日 １２月５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６０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

４２８，０５０，０００円
２，１３０，０００円
３８，１９０，０００円
６，３２０，０００円
４４，３３０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

５７，２１５，５００円
４，７５２，０００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
６６７，１３０，１００円
９１３，７１８，５００円
７００，８３５，２００円
２，８９１，７８４，８００円
１，７３５，０５３，７００円
８４６，１３１，２００円
３，７９０，２６５，６００円
７，８０９，２１８，６００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 １９，３５４，１３７，７００円

総入場人員 ３１，１３７名 （有料入場人員 ２９，４３３名）




