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３４０６１１２月１６日 曇 稍重 （２４阪神５）第６日 第１競走 ��１，８００�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

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

８１１ ロードクルセイダー 牡２黒鹿５５ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム ４５６－ ６１：５４．５ １４．３�

５６ マイネルハルカゼ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット ４６８－ ４ 〃 ハナ ２．１�

７１０ セイスコーピオン 牡２栗 ５５ 川田 将雅金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム ４８４＋ ２１：５４．８２ ２．７�
６８ マイティウォリアー 牡２栗 ５５ 太宰 啓介�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４７８＋ ６１：５５．１２ ７．５�
２２ ナムラドキョウ 牡２芦 ５５ 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 伊藤 和明 ５０４＋ ４１：５５．７３� １７．２�
８１２ メイショウエジソン 牡２栗 ５５ 国分 恭介松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 ４８０－１２１：５６．６５ ２３１．４	
３３ アルカサーバ 牡２鹿 ５５ 酒井 学 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４１：５６．７� ２８．０

６７ ホッコーナナツボシ 牡２鹿 ５５ 国分 優作矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６４－ ４１：５６．９１� ４８．４�
５５ スピーディシャープ 牡２鹿 ５５ 尾島 徹吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム ４１２－ ４１：５７．０クビ ２５６．２�

（笠松）

１１ サトノラーク 牡２栗 ５５ 川島 信二里見 治氏 村山 明 千歳 社台ファーム ５０８－ ４１：５７．７４ ３０．５
７９ エンジェルベイビー 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦薪浦 亨氏 牧田 和弥 厚真 関之尾 高志 ４３６± ０１：５８．５５ ５３．９�
４４ マリンルック 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介岡 浩二氏 中竹 和也 安平 追分ファーム ４２４－ ２１：５９．９９ ３９．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，５５５，８００円 複勝： ３３，６４６，０００円 枠連： ８，８７３，４００円

馬連： ３７，３６１，１００円 馬単： ２９，４１３，３００円 ワイド： ２０，０２２，７００円

３連複： ５６，１３１，３００円 ３連単： ９９，５５３，６００円 計： ３０２，５５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ２５０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（５－８） １，３６０円

馬 連 �� １，６１０円 馬 単 �� ４，３２０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ５３０円 �� １３０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� １２，１３０円

票 数

単勝票数 計 １７５５５８ 的中 � ９６７８（４番人気）
複勝票数 計 ３３６４６０ 的中 � １６７４８（５番人気）� １２５５４２（１番人気）� １０１４６４（２番人気）
枠連票数 計 ８８７３４ 的中 （５－８） ４８２０（６番人気）
馬連票数 計 ３７３６１１ 的中 �� １７２２７（５番人気）
馬単票数 計 ２９４１３３ 的中 �� ５０３６（１４番人気）
ワイド票数 計 ２００２２７ 的中 �� ７７８０（６番人気）�� ６８８９（７番人気）�� ５８６４０（１番人気）
３連複票数 計 ５６１３１３ 的中 ��� ４５３２２（３番人気）
３連単票数 計 ９９５５３６ 的中 ��� ６０５８（３２番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．７―１４．１―１３．１―１３．２―１２．６―１２．１―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．８―３８．９―５２．０―１：０５．２―１：１７．８―１：２９．９―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードクルセイダー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．１０．２１ 京都９着

２０１０．３．１６生 牡２黒鹿 母 レディアーティスト 母母 レディバラード ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 マイネルハルカゼ号の騎手三浦皇成は，４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番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マリンルック号は，平成２５年１月１６日まで平地競走に出走できない。
※エンジェルベイビー号は，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。

３４０６２１２月１６日 晴 稍重 （２４阪神５）第６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）

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

４５ � エーシンレンジャー 牡２栗 ５５ 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney ５００－ ８１：２５．０ ３．８�

１１ ロレーヌクロス 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介有限会社シルク浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５０４－１０１：２５．２１� ２．７�
４４ ウイングリート 牡２鹿 ５５ 高倉 稜�ウイン 加用 正 新ひだか 友田牧場 ４７４± ０１：２５．４１� ５．３�
８１２ タッチシタイ 牡２栗 ５５ 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 ４６６± ０１：２５．６１ ８．２�
２２ ロイヤルレイド 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４６４－ ４１：２６．２３� １２０．２�
７１１ マルヨファスリエフ 牡２鹿 ５５ 尾島 徹野村 春行氏 牧田 和弥 新ひだか 西村 和夫 ４３０－ ８１：２６．４１� ４９．０�

（笠松）

５７ � エイシンガリレイ 牡２鹿 ５５ 酒井 学平井 豊光氏 沖 芳夫 愛 Smithfield
Inc ５２０± ０１：２６．６１� ５３．８	

６８ スプリングデジレ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介加藤 春夫氏 目野 哲也 様似 清水 誠一 ４５８± ０１：２６．７� ３８．７

８１３ キタサンヤマビコ 	２鹿 ５５ 芹沢 純一�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ ４２６± ０１：２７．７６ ７０．４�
７１０ サンライズウォー 牡２鹿 ５５ 国分 優作松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋２０ 〃 ハナ １０．０
３３ キングスクルーザー 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文有限会社シルク平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４６４＋ ６ 〃 ハナ １８．５�
５６ ブラックシャリオ 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 ４８０－ ６１：２８．２３ １９５．９�
６９ コウエイジャンボ 牡２栗 ５５ 藤田 伸二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 藤沢牧場 ５３６－１４１：２８．３クビ １６．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，８６１，７００円 複勝： ３６，８７０，６００円 枠連： １４，２２９，１００円

馬連： ４４，４８６，１００円 馬単： ３１，５６０，４００円 ワイド： ２３，３０９，６００円

３連複： ６３，３０７，９００円 ３連単： ９８，６３６，２００円 計： ３３５，２６１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（１－４） ３２０円

馬 連 �� ８４０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ４７０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� ６，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２２８６１７ 的中 � ４７９５７（２番人気）
複勝票数 計 ３６８７０６ 的中 � ６４１８４（２番人気）� ８６２８９（１番人気）� ６０９７３（３番人気）
枠連票数 計 １４２２９１ 的中 （１－４） ３３７８９（１番人気）
馬連票数 計 ４４４８６１ 的中 �� ３９２２７（２番人気）
馬単票数 計 ３１５６０４ 的中 �� １２４１５（５番人気）
ワイド票数 計 ２３３０９６ 的中 �� １５３８４（２番人気）�� １１５２９（５番人気）�� ２３２４８（１番人気）
３連複票数 計 ６３３０７９ 的中 ��� ４２４３９（２番人気）
３連単票数 計 ９８６３６２ 的中 ��� １１０７５（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．８―１２．１―１２．５―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．８―４６．９―５９．４―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンレンジャー �
�
父 Read the Footnotes �

�
母父 Dixie Union デビュー ２０１２．１０．１４ 京都３着

２０１０．４．２３生 牡２栗 母 Dixie Talent 母母 Takeaway ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００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。

第５回 阪神競馬 第６日



３４０６３１２月１６日 晴 良 （２４阪神５）第６日 第３競走 ��
��２，０００�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

２：００．８
１：５９．９

良

良

１１ � エーシンマックス 牡２栗 ５５ 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 英 Newsells
Park Stud ４８０－ ６２：０４．２ ３．２�

６７ プロミネントロール 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５２０－ ４２：０４．４１� ３．１�
８１０ メイショウブシン 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４５４－ ６２：０４．６１� １２．５�
７８ リッチラヴィーニュ 牡２栗 ５５ 酒井 学 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ６２：０４．８１� ２１．４�
７９ サンライズシルバー 牡２芦 ５５ 四位 洋文松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４４６＋ ４ 〃 ハナ ３．６�
５５ ヤマイチパートナー 牡２栗 ５５ 芹沢 純一坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 ４８６＋ ２２：０５．０１� ２２．１	
３３ ワイドワンダー 牡２鹿 ５５ 国分 恭介幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 ４８４± ０ 〃 クビ １０６．３

６６ フ ロ レ ン ト 牡２黒鹿５５ 国分 優作杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ

ファーム ４６４＋ ８２：０５．１	 ５８．３�
８１１ オーアンジェリーナ 牝２栗 ５４ 秋山真一郎北所 直人氏 目野 哲也 日高 中川 欽一 ４４４－ ６２：０５．３１� １１．５�
４４ テイエムメデル 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 博志 ４４４＋ ６２：０５．４� ２７．２
２２ サポートソング 牝２栗 ５４ 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 新ひだか 千代田牧場 ４３８＋ ２２：０５．８２� ８９．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，６４５，４００円 複勝： ３４，６０７，１００円 枠連： １０，６５９，０００円

馬連： ４３，４８５，６００円 馬単： ３３，０７６，４００円 ワイド： ２２，２８２，３００円

３連複： ６２，９０８，１００円 ３連単： １１３，８８３，０００円 計： ３４２，５４６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２８０円 枠 連（１－６） ４９０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ６１０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，１９０円 ３ 連 単 ��� ８，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２１６４５４ 的中 � ５５０１８（２番人気）
複勝票数 計 ３４６０７１ 的中 � ７８４９０（２番人気）� ７９６６５（１番人気）� ２３３１６（５番人気）
枠連票数 計 １０６５９０ 的中 （１－６） １６０８７（３番人気）
馬連票数 計 ４３４８５６ 的中 �� ５９９０６（３番人気）
馬単票数 計 ３３０７６４ 的中 �� ２２２８０（５番人気）
ワイド票数 計 ２２２８２３ 的中 �� ２７５９６（２番人気）�� ８２９８（７番人気）�� ６９９０（８番人気）
３連複票数 計 ６２９０８１ 的中 ��� ２１２２１（５番人気）
３連単票数 計１１３８８３０ 的中 ��� ９７５６（１４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１２．５―１３．３―１３．２―１２．５―１２．２―１２．１―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．２―３６．７―５０．０―１：０３．２―１：１５．７―１：２７．９―１：４０．０―１：５２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンマックス �
�
父 Dalakhani �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１２．９．９ 阪神３着

２０１０．２．１４生 牡２栗 母 Midnight Angel 母母 Midnight Fever ５戦１勝 賞金 １１，５５０，０００円
※出走取消馬 サウンドデューク号（疾病〔左前肢挫創〕のため）
※フロレント号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３４０６４１２月１６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２４阪神５）第６日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
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３：１５．７良・良

５８ オースミムーン 牡３鹿 ５８ 中村 将之�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 ４６４－ ６３：１９．４ １．７�

３４ テイエムオウショウ 牡３栗 ５８ 田村 太雅竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 ４４８－ ８３：２０．２５ ２５．１�
６１０ テイエムセイリュウ 牡３青鹿５８ 植野 貴也竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 ４８８＋ ２３：２１．１５ １５．０�
７１１ メイショウヨウドウ �４黒鹿６０ 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４７２＋ ４３：２１．７３� ３３．７�
８１４� エーシンテュポーン 牡５鹿 ６０ 白浜 雄造�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４８２－１０３：２４．２大差 ６．０�
８１３ スズカジェネラル 牡５栗 ６０ 林 満明永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４９０＋ ６３：２４．６２� ７３．３�
７１２� トーセンロマネ 牡６栗 ６０ 草野 太郎島川 	哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム ４３０－１４３：２４．７� ７８．９

４６ ライジングバイオ 牡７鹿 ６０ 黒岩 悠バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４８２＋ ２３：２６．２９ ３２．６�
１１ ニシノアイリス 牡３黒鹿５８ 浜野谷憲尚錦山 登氏 根本 康広 新冠 川上牧場 ４６４＋ ６３：２７．３７ ９３．０�
２２ スズカミラクル �３栗 ５８ 大江原 圭永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４４６－ ２３：２７．４クビ １９２．９
３３ ゼンノティソナ �３黒鹿５８ 高野 和馬大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 ４３２－ ４３：２８．５７ ２４１．４�
５７ タイキジャガー 牡６鹿 ６０ 山本 康志�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８８＋ ６３：２８．９２� ６２．０�
６９ ダノンフィーバー 牡６鹿 ６０ 熊沢 重文�ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５１６± ０ （競走中止） ５．３�
４５ コ ア ヨ カ 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４９２± ０ （競走中止） １２．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，２８１，７００円 複勝： ２７，９２９，３００円 枠連： １２，７７８，６００円

馬連： ３６，２８８，０００円 馬単： ３１，６３３，９００円 ワイド： １７，９０２，４００円

３連複： ５４，６８４，３００円 ３連単： １０２，２４９，９００円 計： ３０１，７４８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３６０円 � ３２０円 枠 連（３－５） １，７２０円

馬 連 �� １，７１０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ５８０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ４，５２０円 ３ 連 単 ��� １６，１４０円

票 数

単勝票数 計 １８２８１７ 的中 � ８６４５２（１番人気）
複勝票数 計 ２７９２９３ 的中 � １２１３９９（１番人気）� １２８０９（６番人気）� １５１７１（５番人気）
枠連票数 計 １２７７８６ 的中 （３－５） ５５０６（８番人気）
馬連票数 計 ３６２８８０ 的中 �� １５７５３（５番人気）
馬単票数 計 ３１６３３９ 的中 �� １０６２５（７番人気）
ワイド票数 計 １７９０２４ 的中 �� ７７５４（６番人気）�� ７８７４（５番人気）�� ２１００（２４番人気）
３連複票数 計 ５４６８４３ 的中 ��� ８９３０（１５番人気）
３連単票数 計１０２２４９９ 的中 ��� ４６７８（４５番人気）

上り １マイル １：４６．２ ４F ５１．８－３F ３８．９
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
８－９，４－１３－１０－１１＝２，７，１２，６，１４，３，１
８＝（４，１０）－（１３，１１）＝１２－１４（２，６）－７（３，１）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オースミムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１２．１．１５ 小倉１５着

２００９．４．１９生 牡３鹿 母 レディクライマー 母母 マウンテンフリース 障害：２戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走中止〕 コアヨカ号は，３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。

ダノンフィーバー号は，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。
※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。
（非抽選馬） ３頭 エーシンハクレイ号・カシノピストン号・リキアイクロフネ号



３４０６５１２月１６日 晴 良 （２４阪神５）第６日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時２５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

７７ ケイティープライド 牡２鹿 ５５ 川田 将雅�G１レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４７４ ―１：３６．８ １．５�

１１ ゴールデンリーフ 牝２鹿 ５４ 国分 優作冨沢 敦子氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４１８ ―１：３７．２２� ７８．２�
４４ ロングローア 牡２栗 ５５ 渡辺 薫彦中井 敏雄氏 沖 芳夫 浦河 斉藤英牧場 ５１８ ― 〃 アタマ ５．４�
６６ サトノピアー 牡２青鹿５５ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム ４９２ ―１：３７．３� １９．５�
８９ オウケンシスター 牝２栗 ５４ 太宰 啓介福井 明氏 音無 秀孝 日高 田端牧場 ４０４ ―１：３７．５１� １９．６�
５５ メガモンスター 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４１６ ―１：３７．７１� ５．９�
３３ ジョウノグロリア 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文小川 義勝氏 平田 修 日高 三城牧場 ４５８ ― 〃 アタマ １２．１	
２２ パワーローラン 牡２栗 ５５ 酒井 学
まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４３６ ―１：３９．５大差 ３２．０�
８８ キュウジツジュリア 牡２鹿 ５５ 高倉 稜副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ４９８ ―１：４０．７７ ９７．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２５，３０７，２００円 複勝： ５１，９９０，１００円 枠連： ９，０４５，４００円

馬連： ３６，００２，１００円 馬単： ３９，７１１，６００円 ワイド： １８，８４２，２００円

３連複： ４７，９７４，９００円 ３連単： １３７，１９８，０００円 計： ３６６，０７１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １，２２０円 � １６０円 枠 連（１－７） ５，５４０円

馬 連 �� ５，２００円 馬 単 �� ６，２６０円

ワ イ ド �� １，６５０円 �� ２２０円 �� ３，６３０円

３ 連 複 ��� ７，１１０円 ３ 連 単 ��� ３６，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２５３０７２ 的中 � １３３８８０（１番人気）
複勝票数 計 ５１９９０１ 的中 � ３４０４８０（１番人気）� ３５１８（８番人気）� ４７３８６（３番人気）
枠連票数 計 ９０４５４ 的中 （１－７） １２０６（１５番人気）
馬連票数 計 ３６００２１ 的中 �� ５１１３（１４番人気）
馬単票数 計 ３９７１１６ 的中 �� ４６８９（１７番人気）
ワイド票数 計 １８８４２２ 的中 �� ２４７５（１９番人気）�� ２７０６１（２番人気）�� １０９２（２５番人気）
３連複票数 計 ４７９７４９ 的中 ��� ４９８０（１９番人気）
３連単票数 計１３７１９８０ 的中 ��� ２７４６（９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．３―３６．３―４８．６―１：０１．０―１：１３．２―１：２４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイティープライド 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

２０１０．３．１９生 牡２鹿 母 ケイティーズギフト 母母 ケイティーズファースト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

３４０６６１２月１６日 晴 良 （２４阪神５）第６日 第６競走 ��
��１，２００�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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

７８ シャルロッカ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか カントリー牧場 ４２２ ―１：１１．４ ４．５�

７９ ウインドエーデル 牡２鹿 ５５ 酒井 学福原 正博氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド ４６６ ― 〃 ハナ ３４．６�
１１ タガノグッピー 牝２栗 ５４ 三浦 皇成八木 良司氏 村山 明 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４３４ ― 〃 クビ ６．７�
８１０ ワイメアウェーブ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド ４８４ ―１：１１．５� ２．３�
３３ ミナミワオリーブ 牝２栗 ５４ 太宰 啓介鈴木 邦英氏 鈴木 孝志 日高 賀張中川牧場 ４２０ ―１：１１．６クビ ２６．１�
４４ サ チ ヒ メ 牝２青鹿５４ 渡辺 薫彦林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 ４４４ ―１：１２．０２� ３６．６�
６６ ウォーターシュート 牡２鹿 ５５ 芹沢 純一山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ３９８ ― 〃 ハナ ２６．３	
２２ ヒートヘイズ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅前田 葉子氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４２０ ―１：１２．９５ ４．３

５５ メイショウユニオン 牡２栗 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５６ ―１：１３．１１� １８．８�
８１１ コマノニキータ 牝２栗 ５４ 高倉 稜長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４４０ ―１：１３．５２� ５７．９�
６７ ア ッ パ ル 牝２栗 ５４ 国分 優作加藤 信之氏 相沢 郁 新ひだか 西川富岡牧場 ４２０ ―１：１３．８１� １０１．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，６３５，７００円 複勝： ３０，１１０，７００円 枠連： １１，６６５，８００円

馬連： ３９，６５３，９００円 馬単： ３２，３７１，５００円 ワイド： １９，５３５，９００円

３連複： ５３，４９１，６００円 ３連単： １０２，６６２，１００円 計： ３１１，１２７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � ６１０円 � ２００円 枠 連（７－７） ３，３４０円

馬 連 �� ５，３００円 馬 単 �� ８，２７０円

ワ イ ド �� １，８４０円 �� ５７０円 �� ２，８８０円

３ 連 複 ��� １２，５１０円 ３ 連 単 ��� ８０，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２１６３５７ 的中 � ３７９２２（３番人気）
複勝票数 計 ３０１１０７ 的中 � ５３７４９（３番人気）� ９９７４（８番人気）� ４２４３２（４番人気）
枠連票数 計 １１６６５８ 的中 （７－７） ２５８５（１２番人気）
馬連票数 計 ３９６５３９ 的中 �� ５５２４（２０番人気）
馬単票数 計 ３２３７１５ 的中 �� ２８９２（２８番人気）
ワイド票数 計 １９５３５９ 的中 �� ２５４０（２３番人気）�� ９１４５（６番人気）�� １５９７（３２番人気）
３連複票数 計 ５３４９１６ 的中 ��� ３１５７（４２番人気）
３連単票数 計１０２６６２１ 的中 ��� ９３７（２１９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１１．５―１１．５―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．３―３５．８―４７．３―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャルロッカ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

２０１０．３．１生 牝２鹿 母 ズ ブ ロ ッ カ 母母 タニノシスター １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３４０６７１２月１６日 晴 稍重 （２４阪神５）第６日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時２５分 （ダート・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

１：１１．０
１：１０．２

良

不良

６９ カゼニタツライオン 牡２栗 ５５ 太宰 啓介小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ５１０＋ ２１：１１．７ ３４．２�

１１ レ ギ ス 牡２栗 ５５ 酒井 学杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４５２－ ２１：１１．９１ ４．７�
５６ ドリームハヤテ 牡２鹿 ５５ 国分 恭介セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 ４８６－ ８１：１２．３２� １６．８�
４４ レゼトワール 牝２鹿 ５４ 川田 将雅�野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 ４８６－ ４ 〃 クビ ２．０�
２２ カシノパシオン 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４６４± ０ 〃 アタマ ２２．８�
８１２ ストゥーディアス 牝２鹿 ５４ 国分 優作有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋ ６１：１２．５１� ７．７�
８１３ マークスマン 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９６－１２１：１２．７１� ３６．３	
７１１ スマートアレンジ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４６２－ ４１：１２．８� １１．４

４５ ラ ラ ガ ニ エ 牡２栗 ５５ 三浦 皇成フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋１６１：１３．２２� １１．５�
３３ � マユノプーリン 牝２黒鹿５４ 尾島 徹辻 祐二氏 大橋 敬永 浦河トラストスリーファーム ４０２＋ １１：１３．４１� １９５．６�

（笠松） （笠松）

５７ 	 マ ケ マ ケ 牝２黒鹿５４ 小林 徹弥小田 吉男氏 森 秀行 日高 ファーミングヤナキタ ４５２＋ ６１：１３．５� １８７．６
７１０
 シゲルアンドロメダ 牝２鹿 ５４ 高倉 稜森中 蕃氏 坂口 正則 米 Jeremy

Peskoff ４７２－ ２１：１３．７１� ４８．３�
６８ クリスクリングル 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 ４９８± ０１：１４．０２ ２４．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，９４７，４００円 複勝： ４９，１３３，９００円 枠連： １６，７３４，９００円

馬連： ６０，４７１，９００円 馬単： ４４，６７５，０００円 ワイド： ３０，０１４，０００円

３連複： ７８，８２３，４００円 ３連単： １４１，７１６，３００円 計： ４４９，５１６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４２０円 複 勝 � ７３０円 � １８０円 � ４７０円 枠 連（１－６） ３，０９０円

馬 連 �� ５，３６０円 馬 単 �� １５，３００円

ワ イ ド �� １，８００円 �� ４，５４０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ２３，７４０円 ３ 連 単 ��� ２１３，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２７９４７４ 的中 � ６４５０（９番人気）
複勝票数 計 ４９１３３９ 的中 � １４６６８（１０番人気）� ９５５１６（２番人気）� ２４５６３（７番人気）
枠連票数 計 １６７３４９ 的中 （１－６） ４００２（１３番人気）
馬連票数 計 ６０４７１９ 的中 �� ８３３６（１９番人気）
馬単票数 計 ４４６７５０ 的中 �� ２１５５（４９番人気）
ワイド票数 計 ３００１４０ 的中 �� ４０７９（２１番人気）�� １５７０（４３番人気）�� ９４８０（１０番人気）
３連複票数 計 ７８８２３４ 的中 ��� ２４５１（７３番人気）
３連単票数 計１４１７１６３ 的中 ��� ４９１（４９０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１１．９―１２．０―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カゼニタツライオン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１２．６．１６ 阪神５着

２０１０．６．１５生 牡２栗 母 アナタゴノミ 母母 アララットサン ７戦２勝 賞金 １２，７００，０００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。

３４０６８１２月１６日 晴 稍重 （２４阪神５）第６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）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３５ フレイムオブピース 牡３黒鹿５６ 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４５８－ ６１：５０．７ １９．９�

３４ リーゼントブルース 牡３芦 ５６ 芹沢 純一三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B４８０＋ ２１：５１．４４ ４．７�
５８ ヒカリオーシャン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介�ヒカリクラブ 本田 優 伊達 高橋農場 ５０８＋１２１：５１．９３ １５．８�
２３ � シゲルスターキング 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion

America ５０２－ ２１：５２．２２ ２．０�
６１１� ミルクディッパー 牡３黒鹿５６ 川田 将雅�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management ５５４＋２０１：５２．８３� ３５．１�
５９ メイショウサリマン 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４７８－ ２ 〃 アタマ １１．２	
８１４ トゥルーフレンド 牡３鹿 ５６ 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４８４＋ ６１：５２．９クビ ３７．７

８１５ メモリーシャルマン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 ４９８－ ２１：５３．１１	 ５．９�
７１３
 マイネルボンド 牡３青鹿５６ 尾島 徹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B５０６＋ ７１：５３．２クビ １０２．０�
（笠松）

７１２� アートオブキング 牡３栗 ５６ 小林 徹弥岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm B４６０± ０ 〃 アタマ １２７．７
１１ �
 エーシンセントラル 牡４青鹿５７ 渡辺 薫彦�栄進堂 沖 芳夫 米 Forging

Oaks LLC ５１２－ ２１：５３．３� ９２．５�
２２ モンサンミーティア 牡３鹿 ５６ 酒井 学山下 新一氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４６６－ ４１：５３．４クビ ２３．２�
４６ ピルケンハンマー 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５２０＋ ４１：５３．９３ ９５．２�
６１０ サ ー ノ 牡５鹿 ５７ 国分 優作藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ ４１：５４．２２ ４７．９�
４７ ダークアイリス 牝３栗 ５４ 川島 信二中村 光利氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４９６－ １１：５７．１大差 ３０８．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，０４６，２００円 複勝： ４９，７６３，６００円 枠連： ２０，９８５，４００円

馬連： ６７，８４６，８００円 馬単： ４７，８８７，６００円 ワイド： ３２，１６３，４００円

３連複： ９７，１３５，３００円 ３連単： １６２，２５５，９００円 計： ５０８，０８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９９０円 複 勝 � ５４０円 � ２１０円 � ４９０円 枠 連（３－３） ５，１１０円

馬 連 �� ５，１２０円 馬 単 �� １３，８２０円

ワ イ ド �� １，７２０円 �� ３，３７０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ２１，０５０円 ３ 連 単 ��� １７０，１００円

票 数

単勝票数 計 ３００４６２ 的中 � １１９１０（６番人気）
複勝票数 計 ４９７６３６ 的中 � ２１５７１（６番人気）� ７９０４９（２番人気）� ２４３７１（５番人気）
枠連票数 計 ２０９８５４ 的中 （３－３） ３０３４（１４番人気）
馬連票数 計 ６７８４６８ 的中 �� ９７９５（１５番人気）
馬単票数 計 ４７８８７６ 的中 �� ２５５８（４１番人気）
ワイド票数 計 ３２１６３４ 的中 �� ４６３０（１８番人気）�� ２３０６（３２番人気）�� ６３１７（１１番人気）
３連複票数 計 ９７１３５３ 的中 ��� ３４０６（５７番人気）
３連単票数 計１６２２５５９ 的中 ��� ７０４（３８９番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．９―１３．０―１２．７―１２．７―１２．０―１１．８―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２３．９―３６．９―４９．６―１：０２．３―１：１４．３―１：２６．１―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

フレイムオブピース �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２０ 東京１着

２００９．５．２６生 牡３黒鹿 母 ブローザキャンドル 母母 メイクアウイッシュ １０戦２勝 賞金 １６，６５３，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダークアイリス号は，平成２５年１月１６日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ワシャモノタリン号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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。



３４０６９１２月１６日 晴 良 （２４阪神５）第６日 第９競走 ��
��１，２００�

た か さ ご

高 砂 特 別
発走１４時３０分 （芝・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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

１１ サカジロロイヤル 牡４黒鹿５７ 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 ５０８＋ ４１：０９．５ ２．７�

７１３ ロ ン ド 牝４青鹿５５ 川田 将雅水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４６８－ ４１：０９．６� ６．４�
８１４ グレナディーン 牝５黒鹿５５ 三浦 皇成 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８６－ ４１：０９．８１� ２０．８�
８１５ メイショウツガル 牡４鹿 ５７ 酒井 学松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４７０－ ４１：０９．９	 ４．６�
６１０
 フレデフォート 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud ４４６－ ８ 〃 クビ ５３．８�
４６ ヒシワイルド 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二阿部 雅英氏 河内 洋 新冠 飛渡牧場 ４８０＋ ８１：１０．０クビ ３６．９�
４７ ドリームフォワード 牡５栗 ５７ 太宰 啓介セゾンレースホース	 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋１０ 〃 ハナ ３０．４

２２ ゴーゲッター 牡５鹿 ５７ 国分 恭介松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５４４－ ６１：１０．１	 １４．８�
５９ ラフアウェイ 牝４青 ５５ 渡辺 薫彦	ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５６４＋ ６ 〃 アタマ ８．３�
６１１� ツキミハナミ 牡３芦 ５６ 熊沢 重文木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 ４６６± ０１：１０．３１	 ６５．７
３４ ラインアンジュ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 ５００＋ ４ 〃 クビ ８．７�
５８ コスモドロス 牡６鹿 ５７ 川島 信二 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム ４６４± ０１：１０．５� ５６．２�
２３ メイショウバレーヌ 牝８栗 ５５ 藤岡 佑介松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ １８３．８�
７１２ イントゥザストーム 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎金子真人ホール

ディングス	 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４０６＋ ２ 〃 クビ ３６．０�
３５ シエラデルタ 牡５黒鹿５７ 高倉 稜山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４７０＋１４１：１０．６	 ６２．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，３０８，７００円 複勝： ６１，６３３，７００円 枠連： ２９，３６２，５００円

馬連： １１４，７１２，２００円 馬単： ６３，７１１，１００円 ワイド： ４８，３６９，６００円

３連複： １４０，３３０，５００円 ３連単： ２３８，４１０，１００円 計： ７３５，８３８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ３８０円 枠 連（１－７） ８６０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� １，０００円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ４，６９０円 ３ 連 単 ��� １３，５８０円

票 数

単勝票数 計 ３９３０８７ 的中 � １１６８２２（１番人気）
複勝票数 計 ６１６３３７ 的中 � １６５６５０（１番人気）� ７０４９３（３番人気）� ３１７０４（７番人気）
枠連票数 計 ２９３６２５ 的中 （１－７） ２５２３０（３番人気）
馬連票数 計１１４７１２２ 的中 �� ８３１９０（２番人気）
馬単票数 計 ６３７１１１ 的中 �� ２９１２９（３番人気）
ワイド票数 計 ４８３６９６ 的中 �� ２４８２４（２番人気）�� １１７８２（９番人気）�� ７４９７（１８番人気）
３連複票数 計１４０３３０５ 的中 ��� ２２１２０（１２番人気）
３連単票数 計２３８４１０１ 的中 ��� １２９６５（２１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．７―１１．５―１１．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３５．２―４６．７―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．３
３ １，１４（９，１５）７，１０（２，１２）８（５，４）（３，１３）１１，６ ４ ・（１，１４）（９，１５）７（２，１０）１２（８，４）（５，１３）６（３，１１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サカジロロイヤル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１．１６ 京都１６着

２００８．４．１０生 牡４黒鹿 母 ジ ャ ミ ー ラ 母母 ケ ロ メ ロ １４戦４勝 賞金 ４５，５３４，０００円
※ラフアウェイ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３４０７０１２月１６日 晴 良 （２４阪神５）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�

もとまち

元町ステークス
発走１５時０５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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：３２．０
１：３０．７

良

良

６７ ム ク ド ク �６青鹿５７ 高倉 稜平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－ ６１：３５．１ ２４．１�

７８ � ランリョウオー 牡５黒鹿５７ 四位 洋文吉田 和美氏 橋田 満 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４７６－ ２１：３５．２	 ２．６�
８１０ ダンツミュータント 牡３青鹿５６ 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 ４３６＋ ４ 〃 クビ ５．８�
７９ ナシュワンヒーロー 牡５栗 ５７ 太宰 啓介間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４６０＋ ６１：３５．３	 １５．４�
６６ ダノンウィスラー 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 ４５８－ ４ 〃 アタマ ７．２�
３３ ミカエルビスティー 牡５黒鹿５７ 国分 恭介備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２ 〃 クビ １３．８�
５５ ショウナンラムジ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ５０８＋ ４１：３５．５１ ３．７	
４４ バウンシーチューン 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４３２－１０１：３５．６クビ ６７．８

１１ ベストクルーズ 牝５芦 ５５ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４４０＋ ４１：３５．８１
 ２０．０�
２２ エスピナアスール 牝５黒鹿５５ 国分 優作青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４６４－１４ 〃 クビ ２８．０�
８１１ メイショウゾウセン 牡４黒鹿５７ 酒井 学松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４６８－ ８１：３５．９クビ ８８．１

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４０，６７５，３００円 複勝： ６５，２２３，０００円 枠連： ２４，４４６，９００円

馬連： １２４，８５６，５００円 馬単： ７８，６２１，５００円 ワイド： ４９，４７８，１００円

３連複： １４９，５９５，９００円 ３連単： ３２５，６７２，５００円 計： ８５８，５６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４１０円 複 勝 � ５３０円 � １３０円 � ２２０円 枠 連（６－７） ７１０円

馬 連 �� ３，０７０円 馬 単 �� ８，８１０円

ワ イ ド �� ９００円 �� ２，７４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ７，２６０円 ３ 連 単 ��� ６９，１１０円

票 数

単勝票数 計 ４０６７５３ 的中 � １３３２６（８番人気）
複勝票数 計 ６５２２３０ 的中 � ２１４２４（９番人気）� ２１０９１８（１番人気）� ６７４２７（３番人気）
枠連票数 計 ２４４４６９ 的中 （６－７） ２５６４１（３番人気）
馬連票数 計１２４８５６５ 的中 �� ３００９１（１２番人気）
馬単票数 計 ７８６２１５ 的中 �� ６５９０（３０番人気）
ワイド票数 計 ４９４７８１ 的中 �� １３４８７（１１番人気）�� ４１４３（３１番人気）�� ２９２１８（３番人気）
３連複票数 計１４９５９５９ 的中 ��� １５２１３（２７番人気）
３連単票数 計３２５６７２５ 的中 ��� ３４７８（１９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３６．２―４８．７―１：００．７―１：１２．１―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ム ク ド ク �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２００８．１０．２６ 東京４着

２００６．２．１生 �６青鹿 母 フリーダムトレイル 母母 ア セ マ ２０戦４勝 賞金 ６９，１１６，０００円
※エスピナアスール号・バウンシーチューン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２レース目



３４０７１１２月１６日 晴 稍重 （２４阪神５）第６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１，１００万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

２２ ハートビートソング 牡５栗 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ５２２＋２２２：０３．１ １３．８�

６８ � バトルドンジョン 牡５栗 ５５ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 ４８６＋ ８２：０３．４１� １８．６�
８１３� マカニビスティー 牡５青鹿５６ 川島 信二備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 B４９２＋ ４ 〃 アタマ １７．４�
７１０ タガノロックオン 牡４栗 ５５ 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１６＋ ２ 〃 クビ １．９�
５６ メテオロロジスト 牡５栗 ５５ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 ５０４＋ ８２：０４．３５ ５．９�
３３ ハギノリベラ 牡６鹿 ５６ 国分 恭介安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 B５３２± ０２：０４．４	 ２２０．２	
７１１ ウインペンタゴン 牡６鹿 ５６ 国分 優作�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９２－ ６２：０４．５	 １４３．５

６９ ボ レ ア ス 牡４鹿 ５５ 酒井 学金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６６－１０２：０４．８１� １２．１�
８１２ フリートストリート 牡３芦 ５４ 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９２－ ２２：０５．１１� ６．２�
４５ モンテクリスエス 牡７鹿 ５６ 尾島 徹毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５５８＋ ６２：０５．３� ９１．１

（笠松）

５７ ナリタシルクロード 牡５鹿 ５６ 高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５３２＋１０２：０６．６８ １２．８�
４４ ダノンエリモトップ 牡６鹿 ５６ 藤田 伸二�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５３６± ０２：０６．８� ５１．４�
１１ ホワイトピルグリム 牡７芦 ５６ 秋山真一郎�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６０－ ８２：０６．９	 ６６．４�

（１３頭）

売 得 金
単勝： ７２，８８３，１００円 複勝： ９５，５３９，８００円 枠連： ５６，９３０，１００円 馬連： ２４４，４５３，７００円 馬単： １５２，５７４，４００円

ワイド： ８２，４５０，６００円 ３連複： ２９７，９７１，４００円 ３連単： ６３９，６２８，７００円 ５重勝： １，１５４，１７３，５００円 計： ２，７９６，６０５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ５００円 � ４６０円 � ４９０円 枠 連（２－６） ４，０５０円

馬 連 �� ９，６３０円 馬 単 �� １９，８７０円

ワ イ ド �� ２，３６０円 �� ２，６６０円 �� ２，６７０円

３ 連 複 ��� ４５，１８０円 ３ 連 単 ��� ２９０，６７０円

５ 重 勝
対象競走：中山１０R／阪神１０R／中山１１R／中京１１R／阪神１１R

キャリーオーバー なし����� ８６，６１０，７７０円

票 数

単勝票数 計 ７２８８３１ 的中 � ４１８９３（６番人気）
複勝票数 計 ９５５３９８ 的中 � ５０４２７（８番人気）� ５５１３１（６番人気）� ５１５１４（７番人気）
枠連票数 計 ５６９３０１ 的中 （２－６） １０３８１（１２番人気）
馬連票数 計２４４４５３７ 的中 �� １８７３４（２９番人気）
馬単票数 計１５２５７４４ 的中 �� ５６６９（５５番人気）
ワイド票数 計 ８２４５０６ 的中 �� ８６３６（２６番人気）�� ７６３０（３０番人気）�� ７６１４（３１番人気）
３連複票数 計２９７９７１４ 的中 ��� ４８６８（９４番人気）
３連単票数 計６３９６２８７ 的中 ��� １６２４（５２２番人気）
５重勝票数 計１１５４１７３５ 的中 ����� １１

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．６―１３．４―１２．６―１２．６―１２．２―１２．０―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３５．４―４８．８―１：０１．４―１：１４．０―１：２６．２―１：３８．２―１：５０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハートビートソング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．２．１３ 京都１着

２００７．４．１７生 牡５栗 母 フィールグルービー 母母 プレイヤーホイール １０戦５勝 賞金 １０８，８４０，０００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。

３４０７２１２月１６日 晴 稍重 （２４阪神５）第６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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

２３ アマノレインジャー 牡４栗 ５７ 秋山真一郎中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ５０４－ ４１：２３．７ ４．６�

８１６ アンヴァルト 牡５青鹿５７ 熊沢 重文 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４１：２３．９１� １１．６�
２４ � アテーナーズブレス 牝４鹿 ５５ 四位 洋文中村 浩章氏 増本 豊 米 Green

Gates Farm ４６０± ０１：２４．１１	 ５．０�
４８ マイユクール 牝４黒鹿５５ 酒井 学�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４４８－１０１：２４．５２� ５．６�
６１１ カレンジェニオ 牡４栗 ５７ 国分 恭介鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４９０＋ ４１：２４．６クビ １９．８�
３６ ミッドタウンレディ 牝５黒鹿５５ 藤田 伸二吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５０６－ ８１：２５．１３ ８０．１�
１２ ランドタカラ 牡５黒鹿５７ 尾島 徹木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５００＋ ６ 〃 クビ １７８．３	

（笠松）

８１５ ディアアゲイン 牡７栗 ５７ 小林 徹弥村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４７２± ０１：２５．２クビ １０２．９

４７ � コリンブレッセ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅林 正道氏 吉田 直弘 米 Caroline C

Stautberg ４９６＋ ８１：２５．５１
 ３．９�
７１４ ラディアーレ 牡４鹿 ５７ 国分 優作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６２＋ ２１：２５．７１	 １２．１�
３５ � テーオーマグナム 牡７鹿 ５７ 渡辺 薫彦小笹 公也氏 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ４８６－１８１：２５．９１ ７４．５
７１３ シ ャ イ ン 牡５鹿 ５７ 川島 信二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４７４± ０ 〃 クビ １１６．９�
５１０� ゲ ン テ ン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 米 Carol Ham-

mersmith ４９４＋ ４１：２６．２２ １５．２�
５９ コウエイロックオン 牡３鹿 ５６ 高倉 稜西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５０２＋１０１：２６．６２� １４９．５�
６１２ エースインザホール 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成 �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 ４９６＋ ２１：２６．８１� ２３．８�
１１ セイカフォルトゥナ 牝３栗 ５４ 太宰 啓介久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４６８－ ６１：２７．０
 ４７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６７，８４２，０００円 複勝： ９３，７９１，５００円 枠連： ６５，８７３，５００円

馬連： １８１，２０３，１００円 馬単： １０２，２８５，３００円 ワイド： ７４，２６７，４００円

３連複： ２４１，６４２，７００円 ３連単： ４５６，０３４，６００円 計： １，２８２，９４０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � ２８０円 � １９０円 枠 連（２－８） １，１５０円

馬 連 �� ２，３００円 馬 単 �� ４，３４０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ３７０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ３，８６０円 ３ 連 単 ��� ２４，４７０円

票 数

単勝票数 計 ６７８４２０ 的中 � １１８７６６（２番人気）
複勝票数 計 ９３７９１５ 的中 � １７４５５１（１番人気）� ７３４６９（５番人気）� １３９５５６（３番人気）
枠連票数 計 ６５８７３５ 的中 （２－８） ４２４２６（４番人気）
馬連票数 計１８１２０３１ 的中 �� ５８２８０（７番人気）
馬単票数 計１０２２８５３ 的中 �� １７４３２（１４番人気）
ワイド票数 計 ７４２６７４ 的中 �� ２１９７１（７番人気）�� ５５５９０（２番人気）�� １４２３５（１４番人気）
３連複票数 計２４１６４２７ 的中 ��� ４６２７３（６番人気）
３連単票数 計４５６０３４６ 的中 ��� １３７５９（４７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．２―１２．０―１２．３―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．７―３３．９―４５．９―５８．２―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アマノレインジャー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１０．７．３１ 小倉２着

２００８．４．８生 牡４栗 母 アルフィーネ 母母 マルブツアルファ ２７戦４勝 賞金 ５４，９００，０００円
〔発走状況〕 ゲンテン号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 スズカセクレターボ号
※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。

５レース目



（２４阪神５）第６日 １２月１６日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １５３頭 本 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

２１１，４４０，０００円
８，０７０，０００円
１，３６０，０００円
１８，８８０，０００円
５３，７６９，０００円
４，６５２，８００円
１，４６８，８００円

勝馬投票券売得金
４０５，９９０，２００円
６３０，２３９，３００円
２８１，５８４，６００円
１，０３０，８２１，０００円
６８７，５２２，０００円
４３８，６３８，２００円
１，３４３，９９７，３００円
２，６１７，９００，９００円
１，１５４，１７３，５００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
５ 重 勝
計 ８，５９０，８６７，０００円

総入場人員 １８，８２４名 （有料入場人員 １７，３１３名）


