
３４０２６１２月９日 曇 稍重 （１８阪神３）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

１：２４．５
１：２３．１

良

重

５１０� テラノフォースワン 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二寺田 寿男氏 昆 貢 米 Foxfield ５２８± ０１：２６．３ １．２�

６１２� アグネストップ 牡２黒鹿５５ O．ペリエ 渡辺 孝男氏 宮本 博 米 Douglas
Arnold ４７８＋ ２１：２７．０４ １４．９�

（仏）

６１１� デヴィッドバローズ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 三石 ヒサイファーム ５１８＋ ４１：２７．１クビ ３７．７�
１２ タニノロッキー 牡２栗 ５５ 長谷川浩大谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４５２± ０１：２７．３１ １６．０�
８１６� ロードオブザスター 牡２黒鹿５５ 福永 祐一青山 洋一氏 森 秀行 米 Mr. & Mrs. Mar-

tin J. Wygod B４８８± ０１：２７．６２ １９．２�
３５ �� オースミオペラ 牡２栗 ５５ 川島 信二�オースミ 安藤 正敏 門別 下河辺牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ３０９．３�
２３ マイネルガリレイ 牡２栗 ５５ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４４＋ ４１：２７．７クビ １８．４	

８１５� ナムラマハラジャ 牡２栗 ５５
５２ ▲田村 太雅奈村 信重氏 橋本 寿正 新冠 つつみ牧場 ４７８± ０１：２８．０１	 ４４８．０


１１ ショウナンライジン 牡２芦 ５５ 幸 英明国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４９４－ ２１：２８．２１ ４６．８�

２４ オーナードリーム 牡２鹿 ５５ 安部 幸夫佐々木実子氏 湯浅 三郎 浦河 オーナー牧場 ４９６± ０１：２９．２６ ２３２．０�
（愛知）

４７ マイネルビスタ 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 富本 茂喜 ４４８＋ ２１：２９．４１
 １９．５

３６ レッドソウル 牡２鹿 ５５
５２ ▲船曳 文士 �天羽�治牧場 古川 平 浦河 三栄牧場 ４５８＋ ６１：２９．５クビ ９６．２�

７１４� カネコメアクティブ 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉�岡 義雄氏 野元 昭 白老 社台牧場 ４５２－ ４１：２９．６
 ４８７．６�
７１３ リバートーマス 牡２栗 ５５ 小牧 太河越 武治氏 須貝 彦三 門別 小岩ファーム B４５８－ ６１：２９．８１
 ４３０．５�
４８ � ダ ル マ 牡２鹿 ５５ 吉田 稔幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 Pat Holden ４６８＋ ８１：３０．２２
 ４０４．８�

（愛知）

５９ バトルエリーゼ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介宮川 秋信氏 太宰 義人 門別 下河辺牧場 ４６２－ ４１：３２．４大差 ５７７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６０３，８００円 複勝： ２４，５６５，７００円 枠連： ２０，９９０，６００円

普通馬連： ６８，４０９，９００円 馬単： ８５，７４３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５４２，８００円

３連複： １００，５６１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３４８，４１８，２００円

払 戻 金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ４００円 枠 連（５－６） ４２０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ５８０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ２，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６６０３８ 的中 � １８９５５０（１番人気）
複勝票数 計 ２４５６５７ 的中 � １０４３０９（１番人気）� ３０３２１（２番人気）� ９１８０（７番人気）
枠連票数 計 ２０９９０６ 的中 （５－６） ３７６１６（２番人気）
普通馬連票数 計 ６８４０９９ 的中 �� ９５６５７（３番人気）
馬単票数 計 ８５７４３５ 的中 �� ９９７６６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５４２８ 的中 �� ２６２１６（１番人気）�� ８７５７（６番人気）�� ３７３２（１５番人気）
３連複票数 計１００５６１９ 的中 ��� ３３４２５（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．４―４８．０―１：００．４―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テラノフォースワン �
�
父 Crafty Prospector �

�
母父 Ogygian デビュー ２００６．１１．１１ 京都２着

２００４．３．２７生 牡２鹿 母 Ligurian 母母 Ida’s Image ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 ショウナンライジン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 レッドソウル号の騎手船曳文士は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 ショウナンライジン号は，発走調教再審査。
〔その他〕 バトルエリーゼ号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※ショウナンライジン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。


