
３４０３７１２月１２日 晴 良 （２２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）

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

８１４ ネオファンシー 牝２栗 ５４ 福永 祐一�桑田牧場 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７８＋ ８１：１３．６ ２３．０�

４６ クィーンオブライフ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ５０４－ ２１：１４．０２� １．３�
３３ クールグラン 牝２芦 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６６－１０１：１４．７４ ５．６�
３４ ツ ナ ミ 牝２黒鹿５４ 池添 謙一水上ふじ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４２０＋ ２１：１５．１２� ２４．２�
６９ カシノエベレスト 牝２青 ５４

５１ ▲川須 栄彦柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４２４± ０ 〃 クビ １５．４�
７１１ メイショウモンシロ 牝２鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 林 孝輝 ５００± ０１：１５．７３� ３３．０�
４５ ベルモントベロニカ 牝２栗 ５４ 内田 博幸 �ベルモントファーム 須貝 彦三 新冠 ベルモント

ファーム ４３２± ０１：１６．５５ １９．７	
６１０ ウォーターリコシェ 牝２栗 ５４ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ３９６－１４１：１６．７１� ２６９．５

８１３ 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 ４６０－ ２１：１６．９１� ３６２．４�
７１２ シゲルセキニンシャ 牝２青鹿５４ 小林 徹弥森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 中央牧場 ４４８－ ２ 〃 ハナ ７５．１�
５７ ゲッカビジン 牝２鹿 ５４ 石橋 守 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４４０－ ２１：１７．１１� １５１．０�
１１ マ オ イ モ ン 牝２青鹿 ５４

５１ ▲国分 優作井門 敏雄氏 柴田 光陽 日高 坂 牧場 ４３０－ ４１：１７．２� １６１．９�
２２ コウユーネガイ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介加治屋康雄氏 領家 政蔵 浦河 上山牧場 B４６６－１０１：２０．２大差 １５５．３�
５８ アイファーマールシ 牝２鹿 ５４ 酒井 学中島 稔氏 吉岡 八郎 日高 船越牧場 ４０８＋１２１：２０．３� ２４３．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，８８６，８００円 複勝： ６９，６７５，８００円 枠連： １２，１７５，７００円

普通馬連： ４２，４１２，６００円 馬単： ４４，２９６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８９１，１００円

３連複： ５７，５３２，２００円 ３連単： １２８，３１５，５００円 計： ３９１，１８５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３００円 複 勝 � ３４０円 � １００円 � １３０円 枠 連（４－８） １，３１０円

普通馬連 �� １，４８０円 馬 単 �� ５，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ８６０円 �� １３０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� １５，５４０円

票 数

単勝票数 計 １７８８６８ 的中 � ６１４６（５番人気）
複勝票数 計 ６９６７５８ 的中 � １２４２５（７番人気）� ５３０７９８（１番人気）� ６８４４３（２番人気）
枠連票数 計 １２１７５７ 的中 （４－８） ６８６０（５番人気）
普通馬連票数 計 ４２４１２６ 的中 �� ２１１５９（６番人気）
馬単票数 計 ４４２９６１ 的中 �� ５７１６（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８９１１ 的中 �� ８６５６（６番人気）�� ３６７３（１２番人気）�� ５９２５０（１番人気）
３連複票数 計 ５７５３２２ 的中 ��� ３９８３８（５番人気）
３連単票数 計１２８３１５５ 的中 ��� ６０９７（４９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．４―１２．３―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３６．３―４８．６―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオファンシー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．９．４ 札幌１３着

２００８．５．６生 牝２栗 母 ステンレスダンサー 母母 シヤダイダンサー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウユーネガイ号は，平成２３年１月１２日まで平地競走に出走できない。

アイファーマールシ号は，平成２３年２月１２日まで平地競走に出走できない。



３４０３８１２月１２日 晴 良 （２２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

４４ スマートルシファー 牡２黒鹿５５ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ５０２－ ８１：５５．０ ４．１�

８１１ クラシカルノヴァ 牡２黒鹿５５ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４６８＋ ２１：５６．０６ ６４．７�
１１ ホワイトアルバム 牝２芦 ５４ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９４－ ６１：５６．２１� ８．２�
８１２ ホワイトスパルタン 牡２鹿 ５５ 内田 博幸渡邉 光典氏 小島 貞博 浦河 帰山 清貴 ５０２－１０１：５６．５２ １９．２�
５６ モ エ ロ ッ ク 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４９０＋ ２１：５６．８１� ４．５�
２２ シェイクラブハート 牝２栗 ５４ 岡部 誠飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４４０－ ４１：５６．９� ２０．４�

（愛知）

３３ シルバーチーフ 牡２芦 ５５ 古川 吉洋加藤 守氏 南井 克巳 新ひだか 坂本牧場 ４７８－ ４１：５７．１１� １４２．１�
７１０ アンバーシェード 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 	社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ５３０－ ４１：５７．３１� ３．１

６８ 	 リーガルファルコン 牡２黒鹿５５ 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 米 Edward A.

Cox, Jr. ４６０＋ ２１：５７．４クビ ５．８�
５５ フクサンボス 牡２黒鹿５５ 小林 徹弥小沼 博氏 嶋田 潤 新ひだか 沖田 忠幸 ４７０－ ４１：５８．１４ ３１８．９�
７９ 	 ザ ナ 牝２黒鹿５４ 吉田 豊前田 幸治氏 矢作 芳人 愛

Epona Blood-
stock Ltd and
P. A. Byrne

４１０－ ２１：５９．７１０ ３１．５
６７ 	 ケ ッ ト シ ー 牡２芦 ５５ 松岡 正海前田 幸治氏 武藤 善則 米 Alpha Delta

Stables, LLC ４８４＋ ２１：５９．９１� ４７．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，６８１，３００円 複勝： ２７，６１０，４００円 枠連： ９，６６８，８００円

普通馬連： ４２，１２９，８００円 馬単： ３１，０２２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８２２，３００円

３連複： ５８，４０９，４００円 ３連単： ９７，３９９，５００円 計： ３０２，７４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � ２２０円 � １，４８０円 � ２６０円 枠 連（４－８） ３，５３０円

普通馬連 �� ２４，０３０円 馬 単 �� ３８，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，８６０円 �� ６００円 �� ５，４００円

３ 連 複 ��� ４７，０６０円 ３ 連 単 ��� ３１８，０６０円

票 数

単勝票数 計 １７６８１３ 的中 � ３４２０６（２番人気）
複勝票数 計 ２７６１０４ 的中 � ３８１３０（４番人気）� ３９０２（１０番人気）� ３０９４０（５番人気）
枠連票数 計 ９６６８８ 的中 （４－８） ２０２２（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４２１２９８ 的中 �� １２９４（３４番人気）
馬単票数 計 ３１０２２６ 的中 �� ５９４（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８２２３ 的中 �� ７５９（３６番人気）�� ８４１６（８番人気）�� ８２４（３５番人気）
３連複票数 計 ５８４０９４ 的中 ��� ９１６（８４番人気）
３連単票数 計 ９７３９９５ 的中 ��� ２２６（４８４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１３．５―１３．２―１３．４―１３．３―１２．８―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３７．０―５０．２―１：０３．６―１：１６．９―１：２９．７―１：４２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートルシファー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．１１．２０ 東京１０着

２００８．３．１５生 牡２黒鹿 母 ペ ル ヴ ィ ア 母母 Valthea ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ホワイトアルバム号の騎手酒井学は，４コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（１２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。



３４０３９１２月１２日 晴 良 （２２阪神５）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

２３ ボストンエンペラー 牡２黒鹿５５ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６２± ０１：２３．３ １０．４�

８１４ ウ ル ル 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２１：２３．４� ３．９�
６１１ コマノスクアーロ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４１２－ ２ 〃 ハナ ２２．０�
２２ エアクロニクル 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４６２＋ ２１：２３．７１� １．９�

（伊）

３４ テイクアベット 牡２鹿 ５５ 吉田 豊加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４９８－１０ 〃 ハナ １７．２�
７１３ ノ ヴ ェ ッ ロ 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４３０－ ２ 〃 クビ ２１．１	
８１５ リ ー ア ノ ン 牝２青鹿５４ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B４７６＋ ２１：２３．８クビ １４．５

４６ アースワンキセキ 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦松山 増男氏 沖 芳夫 浦河 山春牧場 ４５８± ０１：２４．２２� １５．６�
１１ キョウワブリット 牡２栗 ５５

５４ ☆国分 恭介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４７２－ ４１：２４．４１� ３９９．６�
４７ マイネプルメリア 牝２鹿 ５４ 岡部 誠 �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 ４１４－ ４ 〃 クビ １８．９
（愛知）

６１０ テ オ ブ ロ マ 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン
牧場 ４６８＋ ８１：２４．５クビ ３５５．７�

３５ モズレジェンド 牝２鹿 ５４
５１ ▲国分 優作北側 雅司氏 清水 久詞 様似 清水スタッド ４４６－２４ 〃 クビ ２７４．６�

７１２ マルブツクラウン 牡２鹿 ５５
５２ ▲川須 栄彦大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４６６± ０１：２４．７１ １３３．０�

５９ ニシノペルグランデ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５６２＋ ６１：２４．８� １４６．５�
５８ グリーンフラッグ 牝２青鹿５４ 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４２４－ ４１：２５．５４ ２０９．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，９３９，１００円 複勝： ２９，０３９，９００円 枠連： １５，５５３，９００円

普通馬連： ４８，８７０，４００円 馬単： ３５，４４２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５８４，４００円

３連複： ６２，８４９，４００円 ３連単： ９８，８８３，７００円 計： ３３３，１６３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２７０円 � １７０円 � ４３０円 枠 連（２－８） ２１０円

普通馬連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ５，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� １，９２０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ７，３５０円 ３ 連 単 ��� ３９，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２０９３９１ 的中 � １５９１３（３番人気）
複勝票数 計 ２９０３９９ 的中 � ２６５９３（３番人気）� ５６８０２（２番人気）� １４９０８（７番人気）
枠連票数 計 １５５５３９ 的中 （２－８） ５５１６３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８８７０４ 的中 �� １６２８８（７番人気）
馬単票数 計 ３５４４２３ 的中 �� ５１３２（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５８４４ 的中 �� ７２９８（６番人気）�� ２６９８（２０番人気）�� ４２４５（１６番人気）
３連複票数 計 ６２８４９４ 的中 ��� ６３１５（２４番人気）
３連単票数 計 ９８８８３７ 的中 ��� １８４８（１１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．５―４７．８―５９．８―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボストンエンペラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アイネスフウジン デビュー ２０１０．１０．１６ 京都８着

２００８．１．２７生 牡２黒鹿 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 リーアノン号の騎手後藤浩輝は，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。（１３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。



３４０４０１２月１２日 晴 良 （２２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

２２ イチドラゴン 牡２栗 ５５ 畑端 省吾�エーティー 吉田 直弘 日高 豊洋牧場 ４８０ ―１：２７．８ ３．９�

６７ バ ウ ン サ ー 牡２鹿 ５５ 松岡 正海西森 鶴氏 領家 政蔵 日高 藤本ファーム ５００ ―１：２８．１１� ９．８�
８１２ カネトシファイター 牡２栗 ５５ 酒井 学兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４４４ ― 〃 アタマ ５１．２�

（テンシノアリュール）

５６ マ レ オ ッ ト 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �サンデーレーシング 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６ ―１：２８．３１� １．６�

（伊）

１１ ベルモントノホシ 牡２鹿 ５５ 岡部 誠 �ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント
ファーム ４７６ ―１：２８．５１� １２．６�

（愛知）

３３ メイショウヨサク 牡２鹿 ５５ 内田 博幸松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５２０ ― 〃 クビ ３２．３�
４４ シャドーボール 牡２青鹿５５ 和田 竜二金井 順一氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 ４６２ ―１：２８．６� ６１．６	
５５ クードテアトル 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲国分 優作�ターフ・スポート中尾 秀正 浦河 谷川牧場 ４６８ ―１：２９．３４ ３８．６

７９ タツサイゴン 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋鈴木 昭作氏 小原伊佐美 新ひだか 株式会社平井牧場 ４９０ ―１：３０．１５ ２１．９�
６８ ワンダーエレメント 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４６６ ― 〃 ハナ １８４．３�
７１０ ナムラストーム 牡２黒鹿５５ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム ４５６ ―１：３１．３７ １８２．０
８１１ リワードザイオン 牡２鹿 ５５ 池添 謙一宮� 冴子氏 鶴留 明雄 浦河 有限会社

リワード ４４２ ―１：３１．４クビ ２４．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，６１９，９００円 複勝： ４０，４６９，５００円 枠連： １１，５５６，７００円

普通馬連： ４０，１０９，８００円 馬単： ４０，００９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０３４，８００円

３連複： ４９，０５８，１００円 ３連単： １０８，３２５，９００円 計： ３２９，１８４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � ２５０円 � ４２０円 � １，６７０円 枠 連（２－６） ２，１１０円

普通馬連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ３，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ２，５６０円 �� ３，９６０円

３ 連 複 ��� ２１，９１０円 ３ 連 単 ��� ８４，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２０６１９９ 的中 � ４２６７２（２番人気）
複勝票数 計 ４０４６９５ 的中 � ５０１３５（２番人気）� ２５５６４（３番人気）� ５４３５（９番人気）
枠連票数 計 １１５５６７ 的中 （２－６） ４０５７（６番人気）
普通馬連票数 計 ４０１０９８ 的中 �� １１４３４（８番人気）
馬単票数 計 ４０００９６ 的中 �� ７６９６（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０３４８ 的中 �� ８１８８（６番人気）�� １７７９（２４番人気）�� １１３７（３１番人気）
３連複票数 計 ４９０５８１ 的中 ��� １６５３（５６番人気）
３連単票数 計１０８３２５９ 的中 ��� ９４６（１９６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．２―１２．６―１２．８―１２．８―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３６．０―４８．６―１：０１．４―１：１４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イチドラゴン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ブ ロ ッ コ 初出走

２００８．３．１３生 牡２栗 母 スマイルインパクト 母母 ウッドマンドーター １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 イチドラゴン号の騎手畑端省吾は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１０番・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。



３４０４１１２月１２日 晴 良 （２２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

２２ ラインアンジュ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 ４８８ ―１：１０．２ ３．６�

６９ アグネスウイッシュ 牡２黒鹿５５ 武 豊渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ５０４ ―１：１０．４１� １．７�
１１ エランドール 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４４０ ―１：１０．５クビ １２．０�
５７ フィッシャーガール 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４５６ ―１：１１．３５ １００．１�
４５ シークスピナー 牝２鹿 ５４ 岡部 誠石川 幸司氏 大根田裕之 新ひだか 森 政巳 ４２６ ―１：１１．５１ １０２．２�

（愛知）

３３ テイエムムテキドン 牡２栗 ５５ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 上村 清志 ４８０ ― 〃 クビ ４０．７	
７１１ メイショウサリマン 牡２栗 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ４８０ ―１：１１．７１� １９．９

６８ テイエムオニキス 牝２黒鹿５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８６ ―１：１１．９１ ８７．６�
４４ プ ル メ リ 牝２黒鹿５４ 渡辺 薫彦河合實貴男氏 佐藤 正雄 新ひだか 山本 昇寿 ４２６ ― 〃 アタマ ３６．８�
７１０ フェルマグリオ 牝２栗 ５４ M．デムーロ �社台レースホース荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８ ― 〃 ハナ ８．２
（伊）

８１２ バトルルノン 牡２青鹿 ５５
５２ ▲国分 優作宮川 秋信氏 清水 久詞 新ひだか 西村 和夫 ４０２ ―１：１２．０� ２５．５�

５６ ウォーターリバティ 牝２鹿 ５４ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４５４ ―１：１２．６３� ２９０．５�
８１３ タカノコウモン 牡２黒鹿５５ 内田 博幸山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 白井牧場 ４４８ ―１：１２．８１� ５９．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，３８２，０００円 複勝： ２５，５１５，０００円 枠連： １３，４７４，１００円

普通馬連： ４４，４２７，８００円 馬単： ４２，３１２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６２４，０００円

３連複： ６０，０１６，１００円 ３連単： １２１，６９２，１００円 計： ３４８，４４３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（２－６） ２２０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ４８０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 ��� ３，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２０３８２０ 的中 � ４５１０６（２番人気）
複勝票数 計 ２５５１５０ 的中 � ５３３１１（２番人気）� ９８１２１（１番人気）� １９５７２（４番人気）
枠連票数 計 １３４７４１ 的中 （２－６） ４５２５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４４２７８ 的中 �� １４２７９２（１番人気）
馬単票数 計 ４２３１２４ 的中 �� ４９５１７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６２４０ 的中 �� ４５０１２（１番人気）�� ８６７５（５番人気）�� １０１５０（４番人気）
３連複票数 計 ６００１６１ 的中 ��� ４９８３１（２番人気）
３連単票数 計１２１６９２１ 的中 ��� ２９６８６（４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．７―１１．６―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．５―４７．１―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインアンジュ �
�
父 Rockport Harbor �

�
母父 Dehere 初出走

２００８．４．１４生 牝２鹿 母 シャルマンダー 母母 Expressive Dance 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１２日 晴 良 （２２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

１１ � ゴルトブリッツ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ５１０－２４１：５１．２ ３．１�

１２ ビーチランデブー 牡３黒鹿５６ M．デムーロ 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 ４５６＋ ６１：５２．４７ ３．１�
（伊）

２３ グッドカレラ 牡３青 ５６ 岡部 誠杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５０８＋ ２１：５３．１４ １３．９�
（愛知）

２４ サクラブライアンス 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 B４８４－ ６ 〃 アタマ １８．２�
３５ オリエンタルコール 牡３鹿 ５６ 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４５０＋ ８ 〃 クビ １８．５�
６１１ アレックスバローズ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸猪熊 広次氏 野中 賢二 新冠 川島牧場 ４６８＋ ４１：５３．９５ １０３．４	
８１５ ジュヌドラゴン 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：５４．１１� １０７．８

３６ � メイショウサミット 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５６２＋ ２１：５４．５２� ４３．１�
６１２ エリモサプライズ �３鹿 ５６ 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 ５２８＋ ８１：５４．６	 １０．０�
４７ ジャストザシーズン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４７０＋ ４ 〃 ハナ ２６．０
８１６ シルクエンデバー 牡５黒鹿５７ 武 豊有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４９２－ ４１：５４．９１	 ８．２�
７１３ モアスマイル 牝５鹿 ５５ 吉田 豊飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４５２－ ６１：５５．５３� １５３．３�
４８ � レディーキセキ 牝３鹿 ５４ 石橋 守宮崎 金造氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４０８－ ６１：５５．６クビ ３８６．１�
５９ サンライズコア 牡４鹿 ５７ 松岡 正海松岡 隆雄氏 河内 洋 門別 下河辺牧場 ４７２＋ ４１：５６．４５ ９．２�
５１０ ガ リ ア ー ノ 牡４栗 ５７

５６ ☆国分 恭介 �キャロットファーム 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ２１：５６．６１� １０６．２�
７１４� クリノテンペスタ 牡３栗 ５６ 田中 勝春栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４６０－ ６１：５７．５５ ２０８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，７８９，９００円 複勝： ３３，１２５，３００円 枠連： １６，７７６，７００円

普通馬連： ５３，４５１，１００円 馬単： ３７，０１８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５６２，６００円

３連複： ７８，４４４，２００円 ３連単： １１６，８９５，２００円 計： ３８５，０６３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ２７０円 枠 連（１－１） ７１０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １，１９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ３，０１０円 ３ 連 単 ��� ９，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２４７８９９ 的中 � ６４０６５（１番人気）
複勝票数 計 ３３１２５３ 的中 � ５６６８６（２番人気）� ８８２１０（１番人気）� ２３３６７（６番人気）
枠連票数 計 １６７７６７ 的中 （１－１） １７５３２（３番人気）
普通馬連票数 計 ５３４５１１ 的中 �� ６３７８７（１番人気）
馬単票数 計 ３７０１８１ 的中 �� ２５２５６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５６２６ 的中 �� ２５１４２（１番人気）�� ４６３２（１６番人気）�� ７４６２（７番人気）
３連複票数 計 ７８４４４２ 的中 ��� １９２６１（５番人気）
３連単票数 計１１６８９５２ 的中 ��� ８６６５（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１３．５―１２．２―１２．６―１２．７―１２．１―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３７．３―４９．５―１：０２．１―１：１４．８―１：２６．９―１：３８．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ゴルトブリッツ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seeking the Gold

２００７．４．１１生 牡３栗 母 レディブロンド 母母 Wind In Her Hair ７戦１勝 賞金 １２，７５０，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズコア号・ガリアーノ号・クリノテンペスタ号は，平成２３年１月１２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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ウインザマキ号・ウインドミネーター号
（非抽選馬） １頭 ファイブイーグル号
※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１２日 晴 良 （２２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
１：３１．４

良

良

８１１ ワイドサファイア 牝４鹿 ５５ 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：３４．９ ５．３�

８１０ ナリタスレンダー �５鹿 ５７ 藤田 伸二�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ５０４＋ ６ 〃 ハナ ２．７�
１１ アマファソン 牝３黒鹿５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ４１：３５．１１� ３．３�
６６ トゥリオンファーレ 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ２ 〃 アタマ ８．１�
４４ マイネルクラッチ 牡６鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ４９４－ ２１：３５．３１	 １５．８�

２２ パープルタイヨー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４４６＋ ２ 〃 ハナ １１．９	
５５ 
 パラダイスラビーダ 牡３鹿 ５６ 岡部 誠太田美津子氏 新山 広道 新冠 三村 卓也 ５０６－１５１：３５．４	 １６２．９


（愛知） （愛知）

６７ マヤノベンケイ 牡５鹿 ５７
５４ ▲国分 優作田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４７４＋ ６１：３５．６１� １９８．９�

３３ � ナビエストークス 牡４鹿 ５７ 高田 潤 �キャロットファーム 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：３５．９２ １６３．８�
７９ トムウィンズ 牡５芦 ５７ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４５６－ ８１：３６．７５ ７２．０
７８ ステキナシャチョウ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 ４６２＋ ２１：３６．８	 １２．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２３，１７０，９００円 複勝： ３４，５２８，３００円 枠連： １８，０５７，７００円

普通馬連： ５９，４６８，０００円 馬単： ４５，３６３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８１４，８００円

３連複： ８０，８５５，６００円 ３連単： １５４，８７６，１００円 計： ４４０，１３４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（８－８） ６７０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２５０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ３，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２３１７０９ 的中 � ３４５００（３番人気）
複勝票数 計 ３４５２８３ 的中 � ４６７８５（３番人気）� １０９３８３（１番人気）� ７１０２２（２番人気）
枠連票数 計 １８０５７７ 的中 （８－８） ２００６０（２番人気）
普通馬連票数 計 ５９４６８０ 的中 �� ６９４７２（２番人気）
馬単票数 計 ４５３６３５ 的中 �� ２２３６２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８１４８ 的中 �� ２２４６３（２番人気）�� ２１７０７（３番人気）�� ４０４５７（１番人気）
３連複票数 計 ８０８５５６ 的中 ��� １０２１９４（１番人気）
３連単票数 計１５４８７６１ 的中 ��� ２９４１５（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１２．３―１２．１―１１．７―１１．５―１１．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．４―３６．７―４８．８―１：００．５―１：１２．０―１：２３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイドサファイア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．９．２１ 阪神１着

２００６．４．９生 牝４鹿 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット １５戦２勝 賞金 ５７，１４４，０００円
〔制裁〕 マイネルクラッチ号の騎手川須栄彦は，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３０，０００円。（８番・１１番・１０

番への進路影響）
※出走取消馬 エリモクイーン号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※ナビエストークス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３４０４４１２月１２日 晴 良 （２２阪神５）第４日 第８競走 ��
��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

６１２ アンヴァルト 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８２± ０１：２４．０ １１．７�

１２ メイショウボンハオ 牡５鹿 ５７
５４ ▲川須 栄彦松本 好雄氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４８０± ０１：２４．１� ２９．１�

２４ � エーシンウェズン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５３０－ ２１：２４．２クビ １．９�

６１１ ハイローラー 牡４鹿 ５７
５６ ☆国分 恭介加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ５０２＋１０ 〃 クビ ３３．５�

３５ ティアップゴールド 牡４鹿 ５７ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４７０－ ２１：２４．３� ４．０�
８１５� アークビスティー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介備前島敏子氏 矢作 芳人 米 Darrell Brown

and Lendy Brown ５４４＋１４ 〃 ハナ ２８．６	
４８ ダノンジュピター 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４９６± ０１：２４．４クビ ４７．９

５９ スマートアーサイト 牡３黒鹿５６ 内田 博幸大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ８１：２４．６１	 ２７．４�
１１ シ ャ ア 牡４栗 ５７ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４６０＋１６１：２４．７� ８．４�
７１４ ハクバドウジ 牡５芦 ５７ 古川 吉洋�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５１２－ ２１：２４．８クビ １７１．４
４７ マイネルセラーノス 牡３栗 ５６ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４９２－ ２ 〃 アタマ ６９．０�

（伊）

５１０� ナイトオブザオペラ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二 �オリオンファーム藤原 英昭 米 Ocala
Horses, LLC ４７８＋ ２１：２４．９
 １６．７�

３６ タニノロッキー 牡６栗 ５７ 岡部 誠谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４７８＋１８１：２５．５３
 ３０４．０�
（愛知）

８１６ エースインザホール 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �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 ４８８＋ ２１：２５．６
 ３０．７�

７１３ シャドウデイル 牡５鹿 ５７ 仲田 雅興飯塚 知一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５３４＋１０１：２６．１３ １６２．３�
２３ ド キ ャ ー レ 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦浜RC組合 大橋 勇樹 静内 酒井 静男 ４７８－ ４ 〃 アタマ ２０１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，１２５，９００円 複勝： ４５，６４６，６００円 枠連： ２３，２１６，６００円

普通馬連： ８４，６６９，７００円 馬単： ５６，３１１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，５２７，２００円

３連複： １１２，７１０，９００円 ３連単： １９０，８１５，６００円 計： ５７９，０２４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ２７０円 � ４５０円 � １２０円 枠 連（１－６） ２，６１０円

普通馬連 �� １０，１３０円 馬 単 �� ２１，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３４０円 �� ４５０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ６，６９０円 ３ 連 単 ��� ７３，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３１１２５９ 的中 � ２１０４８（４番人気）
複勝票数 計 ４５６４６６ 的中 � ３５５６７（４番人気）� １８７３７（７番人気）� １５０６３０（１番人気）
枠連票数 計 ２３２１６６ 的中 （１－６） ６５７４（１０番人気）
普通馬連票数 計 ８４６６９７ 的中 �� ６１７２（２９番人気）
馬単票数 計 ５６３１１８ 的中 �� １９６８（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４５２７２ 的中 �� ３４０５（２８番人気）�� ２０５８７（３番人気）�� ８９１６（８番人気）
３連複票数 計１１２７１０９ 的中 ��� １２４４２（１９番人気）
３連単票数 計１９０８１５６ 的中 ��� １９０７（２０８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．２―１１．８―１２．１―１２．７―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．５―３３．７―４５．５―５７．６―１：１０．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンヴァルト �
�
父 Vindication �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１０．３．２１ 阪神１着

２００７．２．１８生 牡３青鹿 母 アーティストチョイス 母母 Astorg ７戦３勝 賞金 ３０，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 グリッターエルフ号・ナビエストークス号・ピノブラン号・リバーアゲイン号
※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。



３４０４５１２月１２日 晴 良 （２２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 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．８
１：５９．９

良

良

４４ スマートロビン 牡２鹿 ５５ 内田 博幸大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ５１４－ ２２：０５．２ ４．５�

６６ ユニバーサルバンク 牡２黒鹿５５ 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 ４７０± ０２：０５．４１ ６．２�
２２ トーセンラー 牡２黒鹿５５ 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３６－ ２２：０５．５� ４．８�
３３ サトノパンサー 牡２鹿 ５５ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７８－ ４２：０５．７１� ４０．２�
８８ ヴィクトリースター 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 追分ファーム ４４８± ０ 〃 クビ １１．０�
１１ カ フ ナ 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス	 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７４－ ４２：０５．８クビ ２７．１

７７ アドマイヤセプター 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ６２：０５．９� ２．２�
８９ レインボーシューズ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春吉田 哲哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３４－ ６２：０６．０� ２６．４�
５５ 	 オグリシュンコー 牡２芦 ５５ 筒井 勇介小栗 孝一氏 山中 輝久 新冠 中村農場 ４７０－１２２：０８．３大差 １８５．６

（笠松） （笠松）

（９頭）

売 得 金

単勝： ５４，７２１，８００円 複勝： ６８，９３３，０００円 枠連： １９，６２７，６００円

普通馬連： １１７，０３２，５００円 馬単： ８９，２６９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，０００，９００円

３連複： １４１，９０９，２００円 ３連単： ３６０，７１２，４００円 計： ８９３，２０７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（４－６） １，２８０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３２０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� ８，２１０円

票 数

単勝票数 計 ５４７２１８ 的中 � ９７８０９（２番人気）
複勝票数 計 ６８９３３０ 的中 � １４２４０５（２番人気）� １０１９１１（３番人気）� ９７８８１（４番人気）
枠連票数 計 １９６２７６ 的中 （４－６） １１３９２（６番人気）
普通馬連票数 計１１７０３２５ 的中 �� ７３８５８（６番人気）
馬単票数 計 ８９２６９７ 的中 �� ２７５３１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１０００９ 的中 �� ２８６３０（５番人気）�� ３３６６４（４番人気）�� ２２１１３（７番人気）
３連複票数 計１４１９０９２ 的中 ��� ８１７９６（５番人気）
３連単票数 計３６０７１２４ 的中 ��� ３２４４３（３１番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．１―１３．６―１３．７―１３．２―１３．０―１２．５―１１．８―１１．０―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２５．０―３８．６―５２．３―１：０５．５―１：１８．５―１：３１．０―１：４２．８―１：５３．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートロビン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lyphard デビュー ２０１０．９．２６ 阪神２着

２００８．３．５生 牡２鹿 母 キ ー ブ ギ ー 母母 Key Dancer ４戦２勝 賞金 ２０，０１７，０００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。



３４０４６１２月１２日 晴 良 （２２阪神５）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，２１．１２．１２以降２２．１２．５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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

５９ ビートブラック 牡３青 ５６ M．デムーロ前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４＋ ４２：２７．０ ２．３�
（伊）

２３ キクカタキシード 牡３栗 ５４ 国分 恭介飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ ５．６�
６１２ ワンダームシャ 牡５鹿 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４７４－１２２：２７．２１� ３７．９�
３６ ザサンデーフサイチ 牡６黒鹿５６ 安藤 勝己林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１２－ ６２：２７．４１� ２３．６�
１１ � エーシンジーライン 牡５黒鹿５５ 内田 博幸�栄進堂 岡田 稲男 米 Winches-

ter Farm ５０２＋ ４２：２７．８２� １８．８�
８１７ メイショウドンタク 牡４黒鹿５８ 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 B５００＋１２ 〃 ハナ １８．５�
２４ デンコウミサイル 牡７栗 ５１ 田中 健田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５０４＋ ８２：２７．９クビ ２６７．８	
４８ � コスモメドウ 牡３鹿 ５４ 和田 竜二 
ビッグレッドファーム 畠山 重則 愛 Abergwaun

Farms ４７０－ ４ 〃 クビ ６．５�
４７ ピエナグッドラック 牡６鹿 ５３ 佐藤 哲三本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７４－ ４２：２８．０	 ２１２．８�
８１６ シ グ ナ リ オ 牡６栗 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ４２：２８．２１� ２２．０
６１１ エーシンダードマン 牡６青鹿５５ 福永 祐一�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５１０－ ４２：２８．３クビ ４２．２�
５１０ メトロシュタイン 牡６青鹿５５ 岡部 誠太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５１０－２２ 〃 クビ １４５．０�

（愛知）

３５ ニュービギニング 牡６鹿 ５３ 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ８２：２８．６２ ６０．１�

７１３ ミッキーペトラ 牡４鹿 ５７．５ 武 豊野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ５０８＋ ４２：２８．７� ５．２�
８１５
 マ サ ラ イ ト 牡６鹿 ５５ 古川 吉洋丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４９８＋１４２：２９．１２� ３２４．０�
７１４ アヴェンティーノ 牡６鹿 ５４ 藤田 伸二吉田 和子氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０－ ８２：２９．７３� １２６．２�
１２ ナリタキングパワー 牡５栗 ５５ 酒井 学�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－ ６２：３０．３３� ２０９．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３９，９５９，２００円 複勝： ５８，２１０，７００円 枠連： ３３，２２７，７００円

普通馬連： １４４，４８０，０００円 馬単： ８９，３２９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，２３７，３００円

３連複： １８３，９０７，７００円 ３連単： ３４２，６２１，２００円 計： ９３８，９７２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ７２０円 枠 連（２－５） ６８０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １，６００円 �� ３，１６０円

３ 連 複 ��� ９，１９０円 ３ 連 単 ��� ２９，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３９９５９２ 的中 � １４０４４４（１番人気）
複勝票数 計 ５８２１０７ 的中 � １５８４１４（１番人気）� ８８７５９（３番人気）� １３８１７（１０番人気）
枠連票数 計 ３３２２７７ 的中 （２－５） ３６５４６（２番人気）
普通馬連票数 計１４４４８００ 的中 �� １５８００７（２番人気）
馬単票数 計 ８９３２９０ 的中 �� ６１８１７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７２３７３ 的中 �� ４０８１４（２番人気）�� ６８２５（２０番人気）�� ３３６４（３４番人気）
３連複票数 計１８３９０７７ 的中 ��� １４７８２（２８番人気）
３連単票数 計３４２６２１２ 的中 ��� ８５５２（７２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．７―１２．３―１２．１―１２．５―１２．９―１２．６―１２．１―１１．４―１２．０―１２．６

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―２３．８―３６．５―４８．８―１：００．９―１：１３．４―１：２６．３―１：３８．９―１：５１．０―２：０２．４―２：１４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．０
１
３
１２－１，１５（６，１７）－９，３，１６，４，８（１０，１３）（５，１１）（７，１４）－２
１２＝１，１５，６，１７（３，９）（１６，１３）４（８，１１）１０，５，１４，７，２

２
４
１２＝１，１５，６，１７，９，３（４，１６）（８，１０，１３）５（７，１１）１４－２
１２＝１（１５，１７）（６，９）（３，１６，１３）（４，８）１１（５，１０，１４）７－２

勝馬の
紹 介

ビートブラック �
�
父 ミスキャスト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１０．１８ 京都４着

２００７．５．２３生 牡３青 母 アラームコール 母母 インワンズジョイ １６戦４勝 賞金 ９７，０７１，０００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。



３４０４７１２月１２日 晴 良 （２２阪神５）第４日 第１１競走
第６２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 １，３３０，０００円 ３８０，０００円 １９０，０００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

６１１ レーヴディソール 牝２芦 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 ４５０－ ２１：３５．７ １．６�

２４ ホエールキャプチャ 牝２芦 ５４ 池添 謙一嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４５６± ０１：３５．８� １９．１�
８１８ ライステラス 牝２芦 ５４ M．デムーロ �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４５２＋ ４１：３６．０１ ４７．９�

（伊）

１１ アヴェンチュラ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６２－１２１：３６．１� ９．９�
６１２ ツルマルワンピース 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己鶴田 任男氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ６２．０�
３６ マイネイサベル 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４５０＋ ２ 〃 ハナ ３４．３	
５１０ タガノラヴキセキ 牝２黒鹿５４ 岡部 誠八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４４２－ ４ 〃 アタマ １５６．３


（愛知）

３５ フォーエバーマーク 牝２鹿 ５４ 吉田 豊青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４１：３６．４２ ６０．７�
７１４ ダンスファンタジア 牝２鹿 ５４ 武 豊 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：３６．５クビ ３．６�
２３ トツゼンノハピネス 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三小田切 光氏 音無 秀孝 日高 天羽牧場 ４２６－１６ 〃 ハナ １６０．０
４７ リトルダーリン 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４０４± ０ 〃 クビ ２８．３�
５９ マルモセーラ 牝２黒鹿５４ 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 江渡 繁治 ４７２± ０１：３６．６� ３９．８�
８１７ マリアビスティー 牝２黒鹿５４ 小林慎一郎備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４６８－ ６ 〃 同着 １３７．５�
７１３ オースミマイカ 牝２鹿 ５４ 柴原 央明�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４２６－１４１：３６．８１� ２６５．３�
４８ ピュアオパール 牝２青鹿５４ 内田 博幸 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４０８－ ２１：３６．９クビ ５９．５�
１２ ハ ピ シ ン 牝２黒鹿５４ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４４６－ ６ 〃 アタマ １７９．０�
８１６ グルーヴィクイーン 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ３８４－ ８１：３７．０� ７６．３�
７１５ クリアンサス 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ４１：３７．２１� ２３７．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４１４，８５１，４００円 複勝： ４７５，５４２，４００円 枠連： ３５４，６６３，７００円

普通馬連： １，５４４，９２６，１００円 馬単： １，１７６，１５８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４４０，８３９，６００円

３連複： ２，０３９，９５１，８００円 ３連単： ５，３９８，７１７，２００円 計： １１，８４５，６５０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３３０円 � ７４０円 枠 連（２－６） １，１２０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １，２３０円 �� ４，２３０円

３ 連 複 ��� ９，２００円 ３ 連 単 ��� ２４，５４０円

票 数

単勝票数 計４１４８５１４ 的中 � ２０５０２６４（１番人気）
複勝票数 計４７５５４２４ 的中 � ２３８７９４８（１番人気）� ２３２３６５（４番人気）� ８８７１７（８番人気）
枠連票数 計３５４６６３７ 的中 （２－６） ２３４４８１（３番人気）
普通馬連票数 計１５４４９２６１ 的中 �� ９１１６５６（３番人気）
馬単票数 計１１７６１５８０ 的中 �� ５８３７９９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計４４０８３９６ 的中 �� ２６７９７１（３番人気）�� ８５８６５（９番人気）�� ２３８６３（３２番人気）
３連複票数 計２０３９９５１８ 的中 ��� １６３６４５（２２番人気）
３連単票数 計５３９８７１７２ 的中 ��� １６２３６２（６１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．８―４８．５―１：０１．２―１：１２．９―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３４．５
３ ８，９（５，６）（４，１２）（７，１８）１０（２，１１，１４）（３，１３）（１，１５）１６，１７ ４ ・（８，９）１２（５，６，１８）（７，１４）（４，１０）（２，１１）（３，１３，１，１５）１６，１７

勝馬の
紹 介

レーヴディソール �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Highest Honor デビュー ２０１０．９．１１ 札幌１着

２００８．４．８生 牝２芦 母 レーヴドスカー 母母 Numidie ３戦３勝 賞金 １１１，７８５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アドマイヤセプター号・ゼフィランサス号・ツカサリボン号・デルマドゥルガー号・バラードソング号・

レインボーシューズ号
※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。



３４０４８１２月１２日 晴 良 （２２阪神５）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 （ヒシアマゾンメモリアル） （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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

１１ ワールドワイド 牡４芦 ５７ M．デムーロ山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４９８－ ２１：２３．０ ３．０�
（伊）

７１３ メトロノース 牡４芦 ５７ 内田 博幸 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７６± ０１：２３．１� ３．６�
４８ マルブツサクラオー 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４６０－ ４１：２３．６３ ４８．０�
２４ ブラッシュアップ 牡５栗 ５７ 古川 吉洋 �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＋２２１：２３．９１� ８６．６�
５９ サウンドアクシス 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ６１：２４．３２� ７．７�
６１１ ウインプレミアム 牡６芦 ５７ 藤岡 佑介�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ５０２± ０１：２４．４クビ １５．０	
２３ 	 セレスダイナミック 
７黒鹿５７ 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 加 Stonyfield

Farm ４７４－ ２ 〃 クビ ２９６．６

５１０ フィールドジュエル 牡８鹿 ５７ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B５０２＋１０ 〃 ハナ ３３５．６�
３５ フェイムロバリー 牡５鹿 ５７ 武 豊広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ５０２＋ ８１：２４．５クビ ５．５�
３６ トキノフウジン 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４４８＋ ６ 〃 クビ １０．４
８１５ ルティラーレ 
５栗 ５７ 福永 祐一岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４７４－ ２ 〃 ハナ １１１．８�
１２ ハードウォン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４７６＋ ２１：２４．９２� ８１．６�
８１６ ディアマジェスティ 牡４黒鹿５７ 柴原 央明寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４５８＋ ４１：２５．２１� １９９．３�
４７ スリーサンフレンチ 牡７鹿 ５７ 小林 徹弥永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７６＋ ６１：２５．４� １３７．５�
７１４ アグネスマクシマム 牡６栗 ５７ 岡部 誠渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム B４７６－ ２１：２５．７２ ８９．５�

（愛知）

６１２ メイショウラッシー 牡６黒鹿５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 三嶋牧場 ５２８＋ ６１：２８．７大差 ４６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８４，８８９，１００円 複勝： １１９，５６９，６００円 枠連： ６７，５３５，８００円

普通馬連： ２９３，９７９，８００円 馬単： １７２，９３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １０３，９１７，１００円

３連複： ３７２，９０８，５００円 ３連単： ７６５，９６３，５００円 計： １，９８１，６９６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � ７７０円 枠 連（１－７） ５３０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，５４０円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� ５，４９０円 ３ 連 単 ��� １８，８５０円

票 数

単勝票数 計 ８４８８９１ 的中 � ２３６９２４（１番人気）
複勝票数 計１１９５６９６ 的中 � ２４８４５５（２番人気）� ２６２７４８（１番人気）� ２８９２５（８番人気）
枠連票数 計 ６７５３５８ 的中 （１－７） １００９５５（２番人気）
普通馬連票数 計２９３９７９８ 的中 �� ４３８５０２（１番人気）
馬単票数 計１７２９３２６ 的中 �� １４２９３１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０３９１７１ 的中 �� １３６２６３（１番人気）�� １５８５８（１５番人気）�� １２５３３（１７番人気）
３連複票数 計３７２９０８５ 的中 ��� ５３４５３（１５番人気）
３連単票数 計７６５９６３５ 的中 ��� ３２０１３（４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．０―５８．８―１：１０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．０
３ ８，１３（１，６）（２，１２）（１５，１４）（３，９）（４，５）－（７，１１）－（１０，１６） ４ ８，１３（１，６）（２，１４）（４，１５）（３，５，１２，９）１１，７（１０，１６）

勝馬の
紹 介

ワールドワイド �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００８．１２．２８ 中京１着

２００６．４．９生 牡４芦 母 エリモシンフォニー 母母 Let It Fly ２２戦５勝 賞金 １０６，３８６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウラッシー号は，平成２３年１月１２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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ダノンアスカ号・ブラックシャドウ号・ミゼリコルデ号
※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。



（２２阪神５）第４日 １２月１２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 １６９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

３１９，５５０，０００円
１１，０５０，０００円
１３，８１０，０００円
３，２４０，０００円
３２，２２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，１２６，５００円
５，０６０，０００円
１，６７３，１００円

勝馬投票券売得金
７７１，０１７，３００円
１，０２７，８６６，５００円
５９５，５３５，０００円
２，５１５，９５７，６００円
１，８５９，４６５，７００円
８１４，８５６，１００円
３，２９８，５５３，１００円
７，８８５，２１７，９００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 １８，７６８，４６９，２００円

総入場人員 ３２，６３１名 （有料入場人員 ３０，７３４名）




