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３５０２５１２月１０日 晴 良 （２３阪神６）第３日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０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 ダークナイサー 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４７０± ０１：５５．８ ３．６�

７１０ グレートチャールズ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４９６± ０１：５６．０１� ２．３�
８１１ スズカルパン 牡２鹿 ５５ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４４８＋ ２１：５６．１� ５．５�
７９ ダイメイサンデー 牡２青鹿５５ 吉田 稔宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４６２－ ８１：５６．３１� １８．３�

（愛知）

８１２ モアナルアパーク 牡２芦 ５５ 熊沢 重文横瀬 兼二氏 飯田 雄三 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２６± ０１：５６．４� ４３．８�

２２ ハリケーンミノル 牡２鹿 ５５ 池添 謙一吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ５１６± ０１：５６．６１� １０．８�
６７ アマノスペリオール 牡２栗 ５５ 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 新ひだか 稲葉牧場 ４８２± ０１：５６．９１� ７５．５�
４４ シゲルキンカン 牡２鹿 ５５ 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 下屋敷牧場 ４４６－ ４１：５７．９６ ６５．１	
３３ エメラルフジ 牡２黒鹿５５ 北村 友一高橋 勉氏 加藤 敬二 日高 オリオンファーム ４５６± ０１：５９．９大差 ２５２．３

５５ ウインナイトホーク 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ５１８＋ ８２：００．９６ ９．６�
５６ アポロサクシード 牡２栗 ５５ 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 原田牧場 B５０６＋ ６２：０１．９６ １３１．１
６８ ロイヤルチョイス 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル �G１レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１８－ ２２：１２．２大差 ２３．９�
（仏）

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，２３７，５００円 複勝： ２６，０８４，８００円 枠連： ８，３００，１００円

馬連： ３４，２３０，２００円 馬単： ２５，９３８，０００円 ワイド： １６，３５０，７００円

３連複： ４９，０１６，０００円 ３連単： ８８，０４４，１００円 計： ２６３，２０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（１－７） ３７０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ３１０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ５４０円 ３ 連 単 ��� ２，４２０円

票 数

単勝票数 計 １５２３７５ 的中 � ３３８４０（２番人気）
複勝票数 計 ２６０８４８ 的中 � ４８６４５（２番人気）� ９０４２５（１番人気）� ４１８５９（３番人気）
枠連票数 計 ８３００１ 的中 （１－７） １６６５３（２番人気）
馬連票数 計 ３４２３０２ 的中 �� ６６７６５（１番人気）
馬単票数 計 ２５９３８０ 的中 �� ２１９７１（３番人気）
ワイド票数 計 １６３５０７ 的中 �� ２５３５７（２番人気）�� １０７８６（３番人気）�� ２６０７３（１番人気）
３連複票数 計 ４９０１６０ 的中 ��� ６７２８８（１番人気）
３連単票数 計 ８８０４４１ 的中 ��� ２６９１２（３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１３．９―１２．７―１３．０―１３．１―１２．３―１２．８―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３８．１―５０．８―１：０３．８―１：１６．９―１：２９．２―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．９
１
３
１，１２（５，６，１１）８，２－９，４－７－１０－３
１（１２，１１）（５，８）２，９（４，６）１０，７＝３

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

勝馬の
紹 介

ダークナイサー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．１１．１３ 京都４着

２００９．４．８生 牡２黒鹿 母 クイーンナイサー 母母 ナ イ サ ー ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔制裁〕 グレートチャールズ号の騎手秋山真一郎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番への

進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインナイトホーク号・アポロサクシード号・ロイヤルチョイス号は，平成２４年１月１０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または施行団体名を表示している。

３５０２６１２月１０日 晴 良 （２３阪神６）第３日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０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

１：２３．５
１：２３．１

重

重

１２ ホンインボウ 牡２黒鹿５５ 渡辺 薫彦新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 ５７２＋ ２１：２７．１ ２０３．１�

４７ ナムラアピア 牝２芦 ５４ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム ４８４± ０１：２７．３１� １．１�
２３ テイエムチャンス 牡２黒鹿５５ 国分 恭介竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 ４６６＋ ８ 〃 ハナ ２５．３�
６１２ トルネードミノル 牡２鹿 ５５ 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４８０＋ ２１：２７．９３� ２８．４�
３６ マンノプロジェクト 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４５６± ０１：２８．１１� １４．５�
３５ ハードコンティ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ５０８＋ ２１：２８．３１� １４．３�
５９ ウィンドミルシチー 牡２栗 ５５ 岡部 誠 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 三石ファーム ４３２＋ ２１：２８．５１� ８０．０	

（愛知）

６１１ ヒミノオオワシ 牡２栗 ５５ 幸 英明佐々木八郎氏 鈴木 孝志 新冠 パカパカ
ファーム ４９８＋１０ 〃 アタマ ６１．４


７１４ シゲルネーブル 牡２鹿 ５５ 川島 信二森中 蕃氏 服部 利之 浦河 今井 秀樹 ４８２＋ ６１：２８．６� ４２１．１�
８１６ ハヤブサフォルテ 牡２鹿 ５５ 鷹野 宏史杉本千賀子氏 沖 芳夫 日高 日高大洋牧場 ５１０－ ４ 〃 アタマ １０５．５�
１１ イエスイットイズ 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９２＋１６１：２８．９１� ３３．３
４８ コウエイロックオン 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４８２＋ ２１：２９．２１� ９３．５�
２４ メイショウルーメン 牡２青鹿５５ 吉田 稔松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４７４＋ ２１：２９．３� ７２．６�

（愛知）

５１０ スポットライト 牡２鹿 ５５ 中村 将之前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２＋ ２１：２９．７２� ５６８．９�
７１３ シーノヴァリス 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４５８－ ８１：２９．８� ２３４．８�
８１５ マイアイスパーク 牡２鹿 ５５ 安藤 光彰MYI馬主組合 小野 次郎 日高 横井 忠幸 B４７０－ ２１：２９．９� ６１８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１３１，７００円 複勝： ６８，１７９，６００円 枠連： １２，６０７，８００円

馬連： ３３，７４１，５００円 馬単： ３８，３３５，６００円 ワイド： １７，９９３，８００円

３連複： ５０，４５４，９００円 ３連単： １２０，５４１，７００円 計： ３６７，９８６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２０，３１０円 複 勝 � １，６３０円 � １１０円 � ２４０円 枠 連（１－４） ９９０円

馬 連 �� ５，５６０円 馬 単 �� ２８，２４０円

ワ イ ド �� ２，０７０円 �� １１，４１０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １６，５４０円 ３ 連 単 ��� ２４３，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２６１３１７ 的中 � １０１４（１２番人気）
複勝票数 計 ６８１７９６ 的中 � ３０９６（１２番人気）� ４９９９１０（１番人気）� ２９８５６（４番人気）
枠連票数 計 １２６０７８ 的中 （１－４） ９４８５（４番人気）
馬連票数 計 ３３７４１５ 的中 �� ４４８２（１２番人気）
馬単票数 計 ３８３３５６ 的中 �� １００２（４３番人気）
ワイド票数 計 １７９９３８ 的中 �� ２００７（２２番人気）�� ３５２（５５番人気）�� １５３９４（４番人気）
３連複票数 計 ５０４５４９ 的中 ��� ２２５２（４１番人気）
３連単票数 計１２０５４１７ 的中 ��� ３６６（３６３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．４―１２．７―１２．８―１２．１―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３６．０―４８．７―１：０１．５―１：１３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３８．４
３ ２（３，７）１（５，８）１６（６，１１）１３（９，１２，１５）１４（４，１０） ４ ２（３，７）１，５（６，８，１６）１１（９，１３，１２）－（１４，１５）４－１０

勝馬の
紹 介

ホンインボウ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー ２０１１．７．３０ 新潟１５着

２００９．４．２３生 牡２黒鹿 母 ワタシノユメ 母母 オーシャンドリーム ６戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 イエスイットイズ号の騎手秋山真一郎は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（６番・９番への進路影響）
※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 ヤマノスプリング号
※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。

第６回　阪神競馬　第３日



３５０２７１２月１０日 晴 良 （２３阪神６）第３日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０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� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

８１６ ジェンティルドンナ 牝２鹿 ５４ I．メンディザバル �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７０－ ４１：３６．７ １．６�
（仏）

７１５ ヤマニンカヴァリエ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ４９２± ０１：３７．３３� ２５．４�
６１１ ジュディソング 牝２栗 ５４ 藤岡 康太中辻 明氏 宮 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８２± ０ 〃 クビ ４．６�
２４ ジョウショーキング 牡２青鹿５５ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４６４＋ ２ 〃 ハナ １２．３�
２３ スリーサンハーツ 牝２鹿 ５４ 川島 信二永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３０± ０１：３７．６１� ２８．７�
１１ アルティメイト 牝２青鹿５４ 幸 英明アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 ４３０＋ ４１：３７．８１� ２４．４	
８１７ ヒシタイフーン 牡２青鹿５５ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット ４７０－ ８ 〃 クビ １１９．９

８１８	 サウンドマンデュロ 牡２青鹿５５ 岩田 康誠増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd ４６２＋ ８１：３８．０１� １２．５�
５１０ マイネルオラシオン 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 むかわ 市川牧場 ４３２－ ６ 〃 アタマ １９．９�
６１２ トウケイヤマト 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二木村 信彦氏 清水 出美 新ひだか 坂本 智広 ４９６± ０ 〃 ハナ ４２．３
３５ スリーヴェローチェ 牡２鹿 ５５ 岡部 誠永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５２－ ６１：３８．１クビ １５５．７�

（愛知）

１２ ジャガーファング 牡２栗 ５５ 小林 徹弥トール＆ワイド 田中 章博 日高 藤本 友則 ４８０－ ８ 〃 アタマ １８０．２�
７１３ ブランドマックス 牡２黒鹿５５ 池添 謙一榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別 正 ４４６－ ２１：３８．２� １２８．４�
７１４ ハートフルポケット 牝２栗 ５４ 吉田 稔岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム ４５４＋ ４１：３８．３� ２５２．８�

（愛知）

４８ ナリタフェニックス 牡２黒鹿５５ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４８０－ ４１：３８．４クビ ４９．３�
３６ カネトシロバスト 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 米田牧場 ４３２－１２１：３８．９３ ３０３．０�
５９ コスモキャンディ 牝２黒鹿５４ 北村 友一 �ビッグレッドファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４２８± ０１：３９．０� ３０１．５�
４７ パープルベスト 牡２栗 ５５ 秋山真一郎中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 木田牧場 ４３８－ ２１：３９．８５ ３１０．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，４１３，４００円 複勝： ５２，６５４，９００円 枠連： １４，２３９，２００円

馬連： ４３，３７７，９００円 馬単： ３５，０３７，９００円 ワイド： ２２，３５６，４００円

３連複： ６２，７０３，６００円 ３連単： １０８，２５９，４００円 計： ３６２，０４２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３８０円 � １３０円 枠 連（７－８） １，１８０円

馬 連 �� １，８９０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� １８０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� １０，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２３４１３４ 的中 � １１７４４１（１番人気）
複勝票数 計 ５２６５４９ 的中 � ２８４９１６（１番人気）� １４４９１（８番人気）� ８５８５８（２番人気）
枠連票数 計 １４２３９２ 的中 （７－８） ８９１０（５番人気）
馬連票数 計 ４３３７７９ 的中 �� １６９７０（６番人気）
馬単票数 計 ３５０３７９ 的中 �� １０６３４（７番人気）
ワイド票数 計 ２２３５６４ 的中 �� ８５８８（５番人気）�� ４１９２３（１番人気）�� ４９４０（１１番人気）
３連複票数 計 ６２７０３６ 的中 ��� ２２３７２（５番人気）
３連単票数 計１０８２５９４ 的中 ��� ７９６１（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．８―４９．７―１：０２．３―１：１３．９―１：２４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．４
３ １８，１７（１６，１５）（４，７，１４）（８，１３）（３，５，１２）（１０，１１）（２，６）９，１ ４ １８（１７，１５）（１６，１４）（７，８，１２）（４，１３）（５，１０，１１，１）（３，６）（２，９）

勝馬の
紹 介

ジェンティルドンナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー ２０１１．１１．１９ 京都２着

２００９．２．２０生 牝２鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 ジェンティルドンナ号の騎手I．メンディザバルは，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１５番・１４番・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。

３５０２８１２月１０日 晴 良 （２３阪神６）第３日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０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

７１２ タガノキャンドル 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ６１：４８．９ ４．６�

３４ アドマイヤレイ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２８± ０ 〃 アタマ ２．５�
６１１ エアソミュール 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９２－ ２１：４９．０� １１．２�
２２ サンライズトゥルー 牡２鹿 ５５ 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 ４４８－ ２１：４９．２１� ７．８�
５８ シルクキングリー 牡２鹿 ５５ 池添 謙一有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４８０－ ２１：４９．４１� ３０．６�
８１５ マイネルクルタナ 牡２鹿 ５５ 吉田 稔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 ４７０－ ６ 〃 アタマ ５８．６�
（愛知）

４６ マイネルコンキスタ 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 日高 中川牧場 ４８８－ ４１：４９．５� １８．２	

３５ ドラゴネッティ 牡２黒鹿５５ 岡部 誠吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４４８－１０１：４９．７１� １９．７

（愛知）

５９ リインカネーション 牡２栗 ５５ I．メンディザバル �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：４９．８クビ ８．１�
（仏）

６１０ サンクフルネス 牡２青 ５５ 武 豊小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 ４４４－ ２１：４９．９� ３１．２
４７ コスモアダム 牡２黒鹿５５ 渡辺 薫彦 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ４１：５０．３２� ２９７．７�
１１ エイユーサーパス 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎笹部 和子氏 牧浦 充徳 浦河 南部 功 ４３６－ ４ 〃 クビ ３４６．４�
８１４ テストマッチ 牡２鹿 ５５ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ６１：５０．４クビ １０．７�
７１３ アラタマユニバース 牡２青鹿５５ 国分 恭介荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４４４± ０ 〃 クビ ２９６．４�
２３ 	 ノードラメール 牝２栗 ５４ 川島 信二小林 昌志氏 佐々木晶三 愛 Masashi

Kobayashi ４１８＋ ８１：５０．９３ ３９４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，００６，４００円 複勝： ４５，８４３，７００円 枠連： １２，６６５，９００円

馬連： ５０，３８７，３００円 馬単： ３４，７８７，７００円 ワイド： ２４，０１６，５００円

３連複： ６６，６１５，８００円 ３連単： １１１，０８９，９００円 計： ３７０，４１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ２５０円 枠 連（３－７） ４２０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ６７０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ５，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２５００６４ 的中 � ４３４４２（２番人気）
複勝票数 計 ４５８４３７ 的中 � ８７３６２（２番人気）� １３４３３５（１番人気）� ３３９３５（５番人気）
枠連票数 計 １２６６５９ 的中 （３－７） ２２７１９（１番人気）
馬連票数 計 ５０３８７３ 的中 �� ８６３５２（１番人気）
馬単票数 計 ３４７８７７ 的中 �� ２４３１３（２番人気）
ワイド票数 計 ２４０１６５ 的中 �� ３８００３（１番人気）�� ７５０６（１０番人気）�� １５０５７（２番人気）
３連複票数 計 ６６６１５８ 的中 ��� ３９６９２（４番人気）
３連単票数 計１１１０８９９ 的中 ��� １４１７４（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３５．８―４８．７―１：０１．３―１：１３．９―１：２５．８―１：３６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノキャンドル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２０１１．１１．２０ 京都２着

２００９．１．１６生 牝２黒鹿 母 ブゼンキャンドル 母母 ブゼンスワン ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３５０２９１２月１０日 晴 良 （２３阪神６）第３日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （芝・右・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

３３ ナリタハリケーン 牡２鹿 ５５ 池添 謙一�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２ ―１：３６．０ ３．９�

８１３ カネトシアブニール 牡２芦 ５５ 熊沢 重文兼松 利男氏 大橋 勇樹 千歳 社台ファーム ５００ ―１：３６．２１� ５５．９�
５６ � アンビホールドゥン 牝２芦 ５４ 岩田 康誠�大樹ファーム 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs. Samuel

H. Rogers Jr. ４５６ ―１：３６．６２� ８．３�
７１１ フォースチャンス 牡２黒鹿５５ 幸 英明寺田 秀樹氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５１８ ―１：３６．７� ７０．０�
７１０ セ ン グ レ ン 牡２青鹿５５ 北村 友一 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７６ ―１：３６．８クビ ９．１�
５７ タマモライオン 牡２栗 ５５ 国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 ４５２ ―１：３７．０１ ４４．４	
６８ ジプシーマイラブ 牝２黒鹿５４ 川田 将雅 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：３７．２１� ５．１

６９ マーティンバローズ 牡２鹿 ５５ 安藤 光彰猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新冠 石郷岡 雅樹 ４８４ ―１：３７．３クビ ６．２�
８１２ カ ナ ッ タ リ 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎小田切有一氏 音無 秀孝 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８ ― 〃 クビ １８．７�
４４ ファシネイション 牝２黒鹿５４ I．メンディザバル 近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４９８ ―１：３７．４クビ １５．８

（仏）

４５ サ ラ ロ ー サ 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２ ― 〃 クビ ５２．７�
１１ ギルドマスター 牡２栗 ５５ 四位 洋文香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 ４８２ ―１：３７．７１� ５．３�
２２ ファンデルワールス 牡２鹿 ５５ 岡部 誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８８ ―１：３８．０２ ２９．０�

（愛知）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，０１９，８００円 複勝： ３０，８４５，０００円 枠連： １１，９４８，１００円

馬連： ４１，７１１，５００円 馬単： ２８，９０３，５００円 ワイド： １９，３５９，８００円

３連複： ５４，６８８，０００円 ３連単： ９０，６２２，１００円 計： ２９８，０９７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � １，３００円 � ２６０円 枠 連（３－８） ３，０１０円

馬 連 �� １２，６５０円 馬 単 �� １７，８６０円

ワ イ ド �� ２，９００円 �� ６００円 �� ５，５４０円

３ 連 複 ��� ２７，２８０円 ３ 連 単 ��� １８１，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２００１９８ 的中 � ４０６９１（１番人気）
複勝票数 計 ３０８４５０ 的中 � ６３９０９（１番人気）� ４６３０（１１番人気）� ３１０９３（５番人気）
枠連票数 計 １１９４８１ 的中 （３－８） ２９３０（１４番人気）
馬連票数 計 ４１７１１５ 的中 �� ２４３４（３４番人気）
馬単票数 計 ２８９０３５ 的中 �� １１９５（５８番人気）
ワイド票数 計 １９３５９８ 的中 �� １５９３（３３番人気）�� ８６０９（５番人気）�� ８２２（５４番人気）
３連複票数 計 ５４６８８０ 的中 ��� １４８０（８３番人気）
３連単票数 計 ９０６２２１ 的中 ��� ３６９（５００番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタハリケーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．４．１０生 牡２鹿 母 シュペリユール 母母 ファビラスラフイン 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。

３５０３０１２月１０日 晴 良 （２３阪神６）第３日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１３時００分 （芝・右）

５００万円以下；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

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

５８ ニ ン ジ ャ 牡２鹿 ５５ I．メンディザバルロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４７２＋ ２１：２２．８ ４．３�
（仏）

４５ メイショウダビンチ 牡２鹿 ５５ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４６４－ ４１：２３．０１� ６．０�
７１２ メイショウスザンナ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 ４４６± ０ 〃 クビ １０．９�
６１０ ナイスヘイロー 牡２青鹿５５ 藤田 伸二菅藤 宗一氏 昆 貢 浦河 野表 俊一 ４５４± ０１：２３．１クビ ３．３�
４６ ニコールバローズ 牝２黒鹿５４ 北村 友一猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 ４４４－１０ 〃 クビ ５．７�
７１１ カノヤミノリ 牡２芦 ５５ 岩田 康誠神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４７０＋１２１：２３．２クビ ２５．５�
３４ ストレイトガール 牝２鹿 ５４ 川田 将雅廣崎 玲子氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 ４３４± ０１：２３．３� １９．０	
６９ � シゲルクルミ 牡２鹿 ５５ 国分 恭介森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 三枝牧場 ４５４－ ３１：２３．４� ２７２．７

５７ ニシノスタイル 牡２鹿 ５５ 池添 謙一西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 川上牧場 ４８０＋１０ 〃 ハナ １２．３�
８１３ ジークジオン 牡２栗 ５５ 幸 英明幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４７４＋ ４１：２３．８２	 ２８．８�
２２ 
 グレンダウザー 牡２黒鹿５５ 岡部 誠玉田 博志氏 荒巻 透 新ひだか 矢野牧場 ５２８± ０１：２３．９� ５４．７

（愛知） （愛知）

１１ カネトシカトリーヌ 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太兼松 利男氏 荒川 義之 新ひだか 田上 稔 ４３８± ０１：２４．３２	 ２０．２�
３３ � ブーフーウー 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文栗本 博晴氏 高橋 隆 日高 下河辺牧場 ４６４－ ４１：２４．６１� １３９．５�
８１４
 モエレアツヒメ 牝２鹿 ５４ 吉田 稔柴田 浩二氏 伊藤 強一 新ひだか 中村 和夫 ４４６－ １１：２５．７７ ３４６．２�

（笠松） （愛知）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，８６６，２００円 複勝： ３８，２７２，４００円 枠連： １３，５９９，６００円

馬連： ５０，７０６，０００円 馬単： ３０，５８６，７００円 ワイド： ２３，９８２，２００円

３連複： ６３，４６６，７００円 ３連単： １０３，９６８，１００円 計： ３４５，４４７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � ３６０円 枠 連（４－５） ５００円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� １，３６０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� ９，４９０円 ３ 連 単 ��� ４６，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２０８６６２ 的中 � ３８５４５（２番人気）
複勝票数 計 ３８２７２４ 的中 � ６６８１１（２番人気）� ５９３００（３番人気）� ２２７７７（６番人気）
枠連票数 計 １３５９９６ 的中 （４－５） ２０２０８（３番人気）
馬連票数 計 ５０７０６０ 的中 �� ２３７０２（６番人気）
馬単票数 計 ３０５８６７ 的中 �� ８００７（９番人気）
ワイド票数 計 ２３９８２２ 的中 �� １１５１６（４番人気）�� ４２３６（１８番人気）�� ３５３６（２２番人気）
３連複票数 計 ６３４６６７ 的中 ��� ４９３８（３５番人気）
３連単票数 計１０３９６８１ 的中 ��� １６４４（１５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．９―４６．７―５８．３―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニ ン ジ ャ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１１．６．２６ 阪神１着

２００９．３．８生 牡２鹿 母 エレガンスワールド 母母 ブリッジオブラブ ５戦２勝 賞金 １６，８００，０００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。



３５０３１１２月１０日 晴 良 （２３阪神６）第３日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

２４ � エアインシャラー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド大久保龍志 米 Winches-
ter Farm ５１２－ ８１：２５．２ １．５�

３６ � シセイギンガ 牡５青 ５７ 岡部 誠猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム ４５４－ ４１：２５．３	 １２６．６�
（愛知）

４８ � フランキンセンス 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム ５４２－ ２ 〃 アタマ ４０．６�
５９ � サトノモンスター 牡３鹿 ５６ 吉田 稔里見 治氏 矢作 芳人 米 Masatake

Iida ４７８± ０１：２５．４	 ６３．０�
（愛知）

７１３ ジャマイカジョー 牡３黒鹿５６ 川島 信二薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４４８＋ ４１：２５．５クビ ４１．８�
７１４ トイボックス 牡４黒鹿５７ 幸 英明名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ ５．７�
１２ � カネトシイナーシャ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC ４７２＋１０ 〃 アタマ １７６．１	
３５ スマイリングムーン 牝３黒鹿５４ I．メンディザバル 吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ４９８－ ６１：２５．９２	 ２１．８


（仏）

５１０ ガールズストーリー 牝３黒鹿５４ 国分 恭介吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４２６＋ ４ 〃 クビ ７．８�
４７ カネトシファイター 牡３栗 ５６ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４７０＋１２１：２６．０	 ５４．４�
１１ � マックスコヒヌール 牡５栗 ５７ 四位 洋文田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ４６２＋１６ 〃 ハナ ３３．７
８１５� ゴールドサムソン 牡４青鹿５７ 渡辺 薫彦金井 順一氏 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５１２＋ ６１：２６．１	 １７８．６�
６１２ シルクレグルス 牡３鹿 ５６ 武 豊有限会社シルク藤沢 則雄 浦河 高野牧場 ４６０－ ４１：２６．５２	 １５．４�
２３ サトノティアラ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二里見 治氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５２± ０ 〃 アタマ １５７．８�
６１１ レッドマロン 牝３栃栗５４ 和田 竜二�コオロ 境 直行 日高 藤本ファーム ４９６＋２０１：２７．２４ ２７１．０�

（１５頭）
８１６ リ ズ モ ア 牝４鹿 ５５ 北村 友一 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４３０＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２４，３０６，３００円 複勝： ７７，５６４，５００円 枠連： １４，９４１，１００円

馬連： ５３，０１９，７００円 馬単： ４４，５６２，２００円 ワイド： ２５，８９６，８００円

３連複： ７７，５１８，８００円 ３連単： １５３，５０７，３００円 計： ４７１，３１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２，０７０円 � ６９０円 枠 連（２－３） １，１００円

馬 連 �� ９，３７０円 馬 単 �� １１，３５０円

ワ イ ド �� ２，７９０円 �� ９６０円 �� ２６，７７０円

３ 連 複 ��� ５２，５４０円 ３ 連 単 ��� ２３２，１５０円

票 数

単勝票数 差引計 ２４３０６３（返還計 ３５９２） 的中 � １３６３８５（１番人気）
複勝票数 差引計 ７７５６４５（返還計 ６９５４） 的中 � ５２０９０７（１番人気）� ３６０６（１１番人気）� １１８０４（８番人気）
枠連票数 差引計 １４９４１１（返還計 ２０７） 的中 （２－３） １００８１（４番人気）
馬連票数 差引計 ５３０１９７（返還計 １５３２８） 的中 �� ４１７６（１９番人気）
馬単票数 差引計 ４４５６２２（返還計 １３４５５） 的中 �� ２９００（２５番人気）
ワイド票数 差引計 ２５８９６８（返還計 １１４２３） 的中 �� ２２６５（１９番人気）�� ６９５５（９番人気）�� ２３０（７７番人気）
３連複票数 差引計 ７７５１８８（返還計 ４４２０５） 的中 ��� １０８９（７８番人気）
３連単票数 差引計１５３５０７３（返還計 ８３０７０） 的中 ��� ４８８（３５４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１２．０―１２．５―１２．２―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．９―４７．４―５９．６―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エアインシャラー �
�
父 Dixie Union �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー ２００９．７．１８ 小倉４着

２００６．４．２５生 牡５鹿 母 Chez La Femme 母母 She’s Ecstatic １０戦３勝 賞金 ３２，８００，０００円
〔競走除外〕 リズモア号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 エイシンエンブレム号・シゲルケンシン号
（非抽選馬） １頭 セイウンオウサム号
※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。

３５０３２１２月１０日 晴 良 （２３阪神６）第３日 第８競走 ��３，９００�三木ホースランドパークジャンプステークス
発走１４時００分 （ 芝 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
（財）三木山人と馬とのふれあいの森協会理事長賞（１着）

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 １７５，０００円 ５０，０００円 ２５，０００円 � コースレコード４：１９．８良

５５ エムエスワールド 牡８黒鹿６０ 熊沢 重文ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４８４＋ ４４：２６．４ ３．３�

１１ マンノレーシング 牡８鹿 ６１ 植野 貴也萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４７０－ ２４：２６．８２� ２０．２�
７７ エルチョコレート 牡５黒鹿６０ 白浜 雄造三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４７０－ ４４：２７．６５ ８．３�
６６ ナリタシャトル 牡６黒鹿６０ 西谷 誠�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５１６± ０４：２８．５５ ６．４�
２２ モリノミヤコ 牡９黒鹿６０ 山本 康志関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４７４－ ８４：２９．７７ ４０．５�
３３ � シーフィアレス 牡４黒鹿６０ 林 満明藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ５２６＋ ２４：３０．９７ ９６．５�
４４ � シゲルゴユウサン 牡５鹿 ６０ 中村 将之森中 蕃氏 小野 幸治 浦河 荻伏三好フ

アーム ４９０± ０４：３１．８５ ４２．１	
８８ � タマモユニヴァース 牡５栗 ６１ 北沢 伸也タマモ� 小原伊佐美 新冠 ムラカミファーム ４９６＋ ２ （競走中止） １．８


（８頭）

売 得 金

単勝： １９，２６９，８００円 複勝： ２７，５６７，５００円 枠連： 発売なし

馬連： ４１，２２３，３００円 馬単： ３５，６１５，８００円 ワイド： １５，５１４，９００円

３連複： ４９，０４０，９００円 ３連単： １６７，０１３，８００円 計： ３５５，２４６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １７０円 � ４６０円 � ２７０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２，９３０円 馬 単 �� ４，５７０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ３５０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ４，５８０円 ３ 連 単 ��� ２５，７３０円

票 数

単勝票数 計 １９２６９８ 的中 � ４６０２０（２番人気）
複勝票数 計 ２７５６７５ 的中 � ５３６０４（２番人気）� １２９１０（５番人気）� ２５７０４（４番人気）
馬連票数 計 ４１２２３３ 的中 �� １０３９２（９番人気）
馬単票数 計 ３５６１５８ 的中 �� ５７６４（１４番人気）
ワイド票数 計 １５５１４９ 的中 �� ６６２０（７番人気）�� １２１９８（５番人気）�� ３１２０（１１番人気）
３連複票数 計 ４９０４０９ 的中 ��� ７９１９（１２番人気）
３連単票数 計１６７０１３８ 的中 ��� ４７９２（５４番人気）

上り １マイル １：４８．５ ４F ５３．１－３F ３９．８
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 
→�→�→�」
�
�
８－（７，５）－６－１，２－３－４
６－５＝（７，１）－２－３＝４

�
�
８－５（７，６）－１－２－３－４
６，５－（７，１）＝２＝３＝４

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エムエスワールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．８．２０ 小倉１着

２００３．４．２２生 牡８黒鹿 母 トップワールド 母母 キクノコトブキ 障害：６戦２勝 賞金 ４５，６３２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走中止〕 タマモユニヴァース号は，２周目８号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



３５０３３１２月１０日 晴 良 （２３阪神６）第３日 第９競走 ��
��２，２００�

さかいみなと

境 港 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．１２．１１以降２３．１２．４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

境港市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 １８９，０００円 ５４，０００円 ２７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

２２ オールザットジャズ 牝３鹿 ５２ 川田 将雅市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４４２－ ２２：１５．９ ４．３�

６６ ロードラテアート 牡５黒鹿５５ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４７８－ ４２：１６．２１� ３．７�
３３ アドマイヤラクティ 牡３鹿 ５５ I．メンディザバル 近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４８８± ０２：１６．４１� ２．１�

（仏）

４４ カリスマミッキー 牡３栗 ５３ 国分 恭介三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４８４＋１２２：１６．７１� ８．０�
１１ ヤマニンシャスール 牡４鹿 ５５ 武 豊土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４８０－ ２２：１６．８� ９．２�
７７ ファイブイーグル 牡４鹿 ５４ 幸 英明�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５４２＋２０２：１７．０１� ５４．１	
５５ ロ ザ リ オ 牡６鹿 ５４ 北村 友一 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６８＋１２２：１８．１７ ３１．９


（７頭）

売 得 金

単勝： ３０，６７８，８００円 複勝： ３４，５６２，１００円 枠連： 発売なし

馬連： ６２，３０８，３００円 馬単： ５０，７０８，８００円 ワイド： ２２，０７４，６００円

３連複： ６３，６５５，９００円 ３連単： ２２６，３９４，５００円 計： ４９０，３８３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド �� １９０円 �� １８０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ４２０円 ３ 連 単 ��� ３，３９０円

票 数

単勝票数 計 ３０６７８８ 的中 � ５６６３８（３番人気）
複勝票数 計 ３４５６２１ 的中 � ５７５２６（３番人気）� ８３０３２（２番人気）
馬連票数 計 ６２３０８３ 的中 �� ５８８８７（４番人気）
馬単票数 計 ５０７０８８ 的中 �� ２４９６３（８番人気）
ワイド票数 計 ２２０７４６ 的中 �� ２７５２９（３番人気）�� ２８０４１（２番人気）�� ４４２６３（１番人気）
３連複票数 計 ６３６５５９ 的中 ��� １１３３３３（１番人気）
３連単票数 計２２６３９４５ 的中 ��� ４９３６７（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２３．６―３６．２―４９．６―１：０２．８―１：１５．８―１：２８．７―１：４０．９―１：５２．６―２：０４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．０
１
３
４－７－５，２（１，６）３
４－７，５，２（１，６）３

２
４
４－７－５，２（１，６）３
４－７－５，２，６（１，３）

勝馬の
紹 介

オールザットジャズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．４．１０ 阪神４着

２００８．２．２４生 牝３鹿 母 ダイヤモンドピサ 母母 ジ ョ ー ド ８戦３勝 賞金 ３８，１５１，０００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。

３５０３４１２月１０日 曇 良 （２３阪神６）第３日 第１０競走 ��
��１，４００�

ろっこう

六甲アイランドステークス
発走１５時１０分 （芝・右）

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

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

５５ スプリングサンダー 牝４鹿 ５５ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４４８± ０１：２１．９ １．６�

３３ ル ナ キ ッ ズ 牡５栗 ５７ 藤田 伸二畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４７４＋ ４１：２２．０� １７．２�
５６ トーホウシンバル 牝４青鹿５５ 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４４４± ０ 〃 クビ ９．４�
７１０ インプレスウィナー 牡４青 ５７ 秋山真一郎西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４５０－ ４１：２２．１クビ １７．２�
６７ シルクウェッジ 牡４青鹿５７ 岩田 康誠有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４７２－１２１：２２．２� ４．８�
４４ タイガーストーン 牡５鹿 ５７ 岡部 誠河� 五市氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５１０＋ ４１：２２．３クビ ４１．３	

（愛知）

８１１ チャームポット 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４６８＋ ６１：２２．４� １１．１

１１ 	 ファンドリノチカラ 牡４鹿 ５７ 武 豊水戸眞知子氏 高橋 義忠 新冠 的場牧場 ４６２± ０１：２２．５� ２０．１�
６８ クリールバレット 牡７鹿 ５７ 北村 友一横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４７０－ ４１：２２．８１� ２７３．５�
８１２ アドマイヤヘッド 牡７芦 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４８６± ０１：２２．９� ２００．９
２２ ピースピース 牡５鹿 ５７ 高橋 亮��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４８４＋２０ 〃 クビ １１４．９�
７９ メモリーパフィア 牝５黒鹿５５ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 日高 藤本 直弘 ４７２－ ２１：２３．８５ １１０．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，５０６，４００円 複勝： ９８，５１０，５００円 枠連： ２４，６２８，６００円

馬連： １０９，９２１，７００円 馬単： ８４，９７４，３００円 ワイド： ３９，５５１，８００円

３連複： １２８，１４７，９００円 ３連単： ３２８，８３７，８００円 計： ８５１，０７９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � ２００円 枠 連（３－５） ８９０円

馬 連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ２６０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� ７，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３６５０６４ 的中 � １８５９９３（１番人気）
複勝票数 計 ９８５１０５ 的中 � ６０６０６５（１番人気）� ３５１６２（６番人気）� ６７１７５（３番人気）
枠連票数 計 ２４６２８６ 的中 （３－５） ２０４７１（４番人気）
馬連票数 計１０９９２１７ 的中 �� ７７７１９（５番人気）
馬単票数 計 ８４９７４３ 的中 �� ４０７５１（６番人気）
ワイド票数 計 ３９５５１８ 的中 �� ２１２８７（５番人気）�� ４４２４８（２番人気）�� ６９２２（１４番人気）
３連複票数 計１２８１４７９ 的中 ��� ４４３２０（７番人気）
３連単票数 計３２８８３７８ 的中 ��� ３１６９７（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．２―４５．９―５７．５―１：０９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スプリングサンダー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００９．８．１５ 新潟１着

２００７．５．１０生 牝４鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer ２０戦５勝 賞金 ９９，８００，０００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。



３５０３５１２月１０日 曇 良 （２３阪神６）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�ベテルギウスステークス

発走１５時４５分 （ダート・右）
３歳以上；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬
は超過額１，１５０万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

１１ キングスエンブレム 牡６青 ５８ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４６６± ０２：０４．１ ３．３�

４４ � イ ン バ ル コ 牡５鹿 ５９ I．メンディザバル 藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita B５２８＋１４２：０５．０５ ６．５�

（仏）

６８ � サクラロミオ 牡６鹿 ５６ 国分 恭介�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ４９６＋ ６ 〃 ハナ ４０．６�
３３ ピースキーパー 牡６鹿 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 千田 輝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２＋１６ 〃 アタマ ２６．５�
５５ シャインモーメント 牡６栗 ５６ 吉田 稔�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ５００＋１２２：０５．２１	 １８０．３�

（愛知）

８１１ メ ン デ ル 牡９鹿 ５６ 北村 友一太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ４７４＋ ２２：０５．３
 １２２．５	
２２ フ リ ソ 牡５鹿 ５６ 川田 将雅藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４８２＋ ２２：０５．４	 ５．３

８１２ エーシンモアオバー 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ５０２＋１５２：０５．５クビ ３．１�
７１０ シ ャ ア 牡５栗 ５６ 幸 英明萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４７６＋ ６２：０５．８１
 ５．７�
６７ ヒラボクロイヤル 牡７黒鹿５６ 熊沢 重文�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ４９２＋ ６２：０６．９７ １９６．１
７９ ダノンエリモトップ 牡５鹿 ５６ 岡部 誠�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５２２＋ ２２：０７．１１	 ４６．３�

（愛知）

５６ エプソムアーロン 牡７鹿 ５６ 秋山真一郎 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 藤岡 範士 静内 田原橋本牧場 ４８６－ ６２：０７．３１ １７６．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５１，３１７，８００円 複勝： ７５，１６７，７００円 枠連： ３４，３３６，９００円

馬連： １９５，０６２，３００円 馬単： １１１，６３９，４００円 ワイド： ５７，７６３，０００円

３連複： ２２２，１９６，４００円 ３連単： ４９５，７２４，８００円 計： １，２４３，２０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ２００円 � ４５０円 枠 連（１－４） ９４０円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １，３１０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� ６，７６０円 ３ 連 単 ��� ２２，７１０円

票 数

単勝票数 計 ５１３１７８ 的中 � １２６１２５（２番人気）
複勝票数 計 ７５１６７７ 的中 � １５７０４０（２番人気）� １０４８２３（３番人気）� ３３６３３（６番人気）
枠連票数 計 ３４３３６９ 的中 （１－４） ２７２１６（４番人気）
馬連票数 計１９５０６２３ 的中 �� １５７６９１（４番人気）
馬単票数 計１１１６３９４ 的中 �� ５４００１（３番人気）
ワイド票数 計 ５７７６３０ 的中 �� ４１２１８（５番人気）�� １０４０６（１３番人気）�� ６２６７（２２番人気）
３連複票数 計２２２１９６４ 的中 ��� ２４２７５（２１番人気）
３連単票数 計４９５７２４８ 的中 ��� １６１１６（７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２４．０―３５．７―４８．５―１：０１．２―１：１３．９―１：２６．７―１：３９．４―１：５１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングスエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．４ 京都１着

２００５．２．１２生 牡６青 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ ２１戦６勝 賞金 １６５，９１２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。

３５０３６１２月１０日 曇 良 （２３阪神６）第３日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

２４ サダムグランジュテ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４７０± ０１：２４．４ ５．０�

７１３ ムスタングリーダー 牡４芦 ５７ 武 豊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４３８－ ２１：２４．７１� ２７．５�
６１２ エーシンハダル 牡４鹿 ５７ 岡部 誠�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B５００－ ４１：２４．９１� ９．７�

（愛知）

４７ トウショウクラウン 牡３栗 ５６ 川島 信二トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０６＋ ４１：２５．０� ５２．７�
６１１ ナ イ ジ ェ ラ 牝５青鹿５５ 岩田 康誠 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 武田牧場 ４９４＋１０ 〃 ハナ １１．５�
４８ アマノレインジャー 牡３栗 ５６ 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ４９０± ０１：２５．１クビ １７．４�
８１６ アンヴァルト 牡４青鹿５７ I．メンディザバル 	キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４ 〃 クビ ２．５


（仏）

５９ マジックアロー 牡５鹿 ５７ 北村 友一	杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４６０－１０１：２５．２	 １０４．３�
５１０
 アートオブビーン 牝４鹿 ５５ 国分 恭介小山 豊氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 ４５６± ０１：２５．４� １３３．７�
３５ プロスペラスマム 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５０４－１４ 〃 アタマ ３６．２
２３ シーポラリス 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４７４± ０１：２５．５クビ ４０．２�
１１ ツリーズオブホープ 牡４栗 ５７ 秋山真一郎吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４６４－ ６１：２５．７１� ３２．２�
１２ シゲルシュサ 牝３鹿 ５４ 吉田 稔森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３０＋ ４１：２６．４４ １１０．５�
（愛知）

７１４ スカラブレイ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 	キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２１：２６．５� ９．５�
３６ ナリタシーズン 牡４栗 ５７ 田中 健�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ５００－ ２１：２６．８２ ２１５．５�
８１５� サウンドボルケーノ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa

Partners ４９８－１２１：２６．９クビ ７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，９７１，０００円 複勝： ６８，４７２，５００円 枠連： ４３，８４５，１００円

馬連： １３１，９３９，６００円 馬単： ８０，３５０，２００円 ワイド： ５７，０９４，８００円

３連複： １６８，６９８，４００円 ３連単： ３２４，５４０，９００円 計： ９１９，９１２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２００円 � ６５０円 � ３１０円 枠 連（２－７） １，８９０円

馬 連 �� ６，６００円 馬 単 �� １１，９６０円

ワ イ ド �� ２，２６０円 �� １，０５０円 �� ３，５１０円

３ 連 複 ��� ２０，１００円 ３ 連 単 ��� １１７，９９０円

票 数

単勝票数 計 ４４９７１０ 的中 � ７２０７５（２番人気）
複勝票数 計 ６８４７２５ 的中 � １０６４１２（２番人気）� ２３４６８（８番人気）� ５７２８５（４番人気）
枠連票数 計 ４３８４５１ 的中 （２－７） １７１３３（７番人気）
馬連票数 計１３１９３９６ 的中 �� １４７５５（２２番人気）
馬単票数 計 ８０３５０２ 的中 �� ４９６２（３９番人気）
ワイド票数 計 ５７０９４８ 的中 �� ６１６１（２５番人気）�� １３８９３（９番人気）�� ３９１６（３４番人気）
３連複票数 計１６８６９８４ 的中 ��� ６１９６（６４番人気）
３連単票数 計３２４５４０９ 的中 ��� ２０３０（３５１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．７―１２．０―１２．１―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．８―４６．８―５８．９―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サダムグランジュテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Boundary デビュー ２０１０．８．２２ 札幌７着

２００８．１．１９生 牝３鹿 母 シーズライクリオ 母母 Leading Rhyme １４戦３勝 賞金 ３６，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エーシンアガペー号・グリッターエルフ号・ブレーヴゴールド号
（非抽選馬） １頭 エーシンマダムジー号
※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。



（２３阪神６）第３日 １２月１０日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５８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 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３３，０２０，０００円
６，０９０，０００円
１５，５６０，０００円
１，２９０，０００円
２０，４１０，０００円
５５，２７８，５００円
４，４９３，６００円
１，５６４，２００円

勝馬投票券売得金
３３７，７２５，１００円
６４３，７２５，２００円
１９１，１１２，４００円
８４７，６２９，３００円
６０１，４４０，１００円
３４１，９５５，３００円
１，０５６，２０３，３００円
２，３１８，５４４，４００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 ６，３３８，３３５，１００円

総入場人員 １６，３９０名 （有料入場人員 １５，０４３名）


