
３４０７４１２月２２日 雨 良 （１９阪神５）第７日 第２競走 ��１，２００�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

１：１１．５
１：１０．９

重

不良

２４ マイネラロンハ 牝２栗 ５４
５１ ▲船曳 文士 �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 ４５８± ０１：１１．０レコード ３９．１�

８１５� アンジェロバンダム 牡２鹿 ５５ C．ルメール 山科 統氏 柴田 政見 浦河 鮫川牧場 ５１６＋ ２１：１２．４９ ２．２�
（仏）

３５ � メイショウイッキ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎松本 好�氏 安田伊佐夫 浦河 浦河日成牧場 ４６４－ ６１：１３．７８ ６．０�
５９ � リネンエース 牡２鹿 ５５ 石神 深一戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 B４５２＋ ４１：１３．９１ ２４．６�
７１４� リリーレインボー 牡２青鹿５５ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 谷口育成牧場 ４８８＋１６１：１４．０� ６．９�
５１０� マイネルスカール 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 坂元 芳春 ４６０± ０１：１４．５３ ２９．８	
１２ �� ナリタスカーレット 牝２鹿 ５４ 和田 竜二�オースミ 木原 一良 浦河 江渡 繁治 ４２０＋１０ 〃 クビ １００．３

７１３� スリーリンクス 牝２黒鹿５４ 岩崎 祐己永井商事� 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４３６－ ４１：１４．７１� ３０４．２�
８１６� ラヴァーズテーラー 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二中西 浩一氏 平田 修 静内 岡田スタツド ４２４－ ２１：１４．９１ ６．４�
１１ ウインザハギ 牡２栗 ５５ O．ペリエ �田 三郎氏 境 直行 浦河 出口 宜己 ４６２＋ ６１：１５．２１� ９．９

（仏）

４７ �� ス ピ ー ド 牡２栗 ５５ 岩田 康誠山口 �一氏 斎藤 宏 静内 荒谷 英俊 ４６２＋ ４１：１５．３クビ ９．９�
３６ イントラストミー 牝２黒鹿５４ 石橋 守松尾 正氏 西塚 安夫 三石 大塚牧場 ４４４＋ ２１：１５．５１� １４０．１�
４８ シゲルウィッシュ 牡２芦 ５５ 角田 晃一森中 蕃氏 坪 憲章 三石 沖田 繁 ４６０＋１０１：１５．８１� ２２３．１�
２３ ヴォレハクユウ 牡２鹿 ５５

５４ ☆北村 友一伊藤 博文氏 浜田 光正 三石 沖田 忠幸 ４９６－ ４１：１６．０１� １７３．１�
６１１� ドリームガールズ 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 �エクセルマネジメント田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４３６± ０１：１６．４２� １６８．５�
６１２� デインヒルパッショ 牝２栗 ５４

５１ ▲田中 克典岸田 勝宏氏 服部 利之 静内 山際 智 ４４２± ０１：１７．４６ ４１２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２８５，１００円 複勝： ２０，５３８，０００円 枠連： １７，３０７，８００円

普通馬連： ５４，８１４，９００円 馬単： ５４，９８３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７２１，６００円

３連複： ８０，９３０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２６１，５８１，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３，９１０円 複 勝 � ６００円 � １２０円 � １８０円 枠 連（２－８） ４，０５０円

普通馬連 �� ６，０７０円 馬 単 �� １４，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７００円 �� ３，１５０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １０，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５２８５１ 的中 � ３０８５（９番人気）
複勝票数 計 ２０５３８０ 的中 � ５５９４（９番人気）� ６６５７９（１番人気）� ２７８５１（２番人気）
枠連票数 計 １７３０７８ 的中 （２－８） ３１５５（１５番人気）
普通馬連票数 計 ５４８１４９ 的中 �� ６６７０（１９番人気）
馬単票数 計 ５４９８３９ 的中 �� ２７６３（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７２１６ 的中 �� ２４２１（２１番人気）�� １２８２（３０番人気）�� １３５７３（４番人気）
３連複票数 計 ８０９３０２ 的中 ��� ５５６１（３２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．４―１１．７―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．６―４６．３―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネラロンハ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００７．１０．２７ 京都１１着

２００５．４．２生 牝２栗 母 コスモバレンシア 母母 スナークバンダム ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ウインザハギ号の騎手O．ペリエは，下見所集合について注意義務を怠り過怠金１０，０００円。
〔その他〕 ウインザハギ号・スピード号・イントラストミー号・シゲルウィッシュ号・ヴォレハクユウ号・ドリームガールズ号・

デインヒルパッショ号は，１着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アイアングリーン号
（非抽選馬）１６頭 アイファーミラクル号・カゼノオーラ号・キリポラリス号・クリノモンブラン号・ジエクストリーム号・

ショウナンアローン号・ショウナンカザン号・スパークルキング号・ダイワマーベリック号・テイエムデスカイ号・
バトルウィン号・ファイナルパンチ号・マリエングローリー号・メイケイクリプトン号・ユーセイプリンセス号・
ラベルフィーユ号

※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。


