
３４０１４１２月６日 晴 稍重 （２１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３０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

７１３ クリスマスキャロル 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４３６－１２１：２６．４ ４．７�

１１ スイートベルモット 牝２鹿 ５４ 安藤 光彰 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４２４－ ８１：２６．９３ ８．５�

５８ チャーミーハヅキ 牝２芦 ５４ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４５２＋ ８１：２７．０クビ １４．１�
８１５ ハナショウブ 牝２栗 ５４ 石橋 守ディアレスト 松永 昌博 日高 福満牧場 ４８６＋ ２ 〃 アタマ ６９．５�
２３ マザーウェル 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎吉田 和美氏 平田 修 日高 シンコーファーム ４５８－ ２１：２７．８５ ２．３�
６１１ ノアスカーレット 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦佐山 公男氏 沖 芳夫 浦河 中神牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ ２７５．６	
３４ ギ ン マ ク 牝２黒鹿５４ 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 隆栄牧場 ４６２＋ ２１：２７．９� ７．８

３５ プランテーション 牝２芦 ５４ 的場 文男後藤 繁樹氏 崎山 博樹 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４４０＋ ２１：２８．０クビ ６．６�
（大井）

５９ ア オ モ ミ ジ 牝２栗 ５４ 田中 博康�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４２６－ ４１：２８．８５ ２３３．３

８１４ マットレスカレ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ４４６－ ６１：２８．９� ２５２．１�
６１０ スマートメビウス 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠大川 徹氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４７２± ０１：２９．０� ２２．０�
４６ グッドティアラ 牝２鹿 ５４ 幸 英明杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 パカパカ

ファーム B４７４＋ ２１：２９．３１� ５６．０�
４７ レークサイドカフェ 牝２青鹿５４ 藤田 伸二山田 和正氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４５６－１２１：２９．６１� ３２．１�
２２ グランフィールド 牝２芦 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３０＋ ４１：２９．９１� １０９．２�
７１２ ネヴァセイネヴァー 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介�ティーエイチ 梅田 智之 新冠 川上牧場 ４２８－ ４１：３０．１１� １７８．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，０１８，９００円 複勝： ２９，５７６，１００円 枠連： １６，３０２，０００円

普通馬連： ５２，２１７，７００円 馬単： ３９，７０９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２００，７００円

３連複： ７３，４４３，９００円 ３連単： １０９，８７８，０００円 計： ３６６，３４６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ２６０円 枠 連（１－７） １，８３０円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ７１０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ３，９９０円 ３ 連 単 ��� １６，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２１０１８９ 的中 � ３５３８７（２番人気）
複勝票数 計 ２９５７６１ 的中 � ４９６０６（２番人気）� ３０４３６（４番人気）� ２７５５０（６番人気）
枠連票数 計 １６３０２０ 的中 （１－７） ６５９７（８番人気）
普通馬連票数 計 ５２２１７７ 的中 �� ２４０３１（５番人気）
馬単票数 計 ３９７０９６ 的中 �� ９３１７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２００７ 的中 �� １２５２１（４番人気）�� ８４１３（８番人気）�� ５９４４（１０番人気）
３連複票数 計 ７３４４３９ 的中 ��� １３６１５（１２番人気）
３連単票数 計１０９８７８０ 的中 ��� ４９６９（３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．７―１２．３―１２．９―１３．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．８―４７．１―１：００．０―１：１３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．６―３F３９．３
３ ７（１０，１４，１５）（６，１３）（１，８）９，４（３，１１）５（２，１２） ４ ・（７，１４，１５）１３（１０，８）６，１（３，９，４）（５，１１）２－１２

勝馬の
紹 介

クリスマスキャロル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１１．７ 京都３着

２００７．４．８生 牝２栗 母 クリスマスツリー 母母 オークツリー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※レークサイドカフェ号は，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。


