
３４０３１１２月１３日 晴 良 （２０阪神５）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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５１０ ランザローテ 牡５青 ５７ 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５２８＋１０１：２４．０ ２．７�

１１ サンマルチーフ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ５１２＋ ２１：２４．５３ ５．６�
２３ ダイシンサーベル 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介大八木信行氏 松元 茂樹 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４－１６ 〃 クビ ２０．９�
７１４ タイキドゥカティ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�大樹ファーム 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ４９８－ ４１：２４．７１ ６．６�
４７ メイショウセンゴク 牡３栗 ５６

５３ ▲船曳 文士松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４５８± ０１：２５．０１� ５９．５�
１２ � ラインステッチ 牝４栗 ５５ 安藤 勝己 �社台レースホース藤沢 和雄 米 Fontaine-

bleau Farm ４６８± ０１：２５．３１� ２３．４�
８１５ マイネラロンハ 牝３栗 ５４ 幸 英明 	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 ４６８－ ２１：２５．４	 ８．３

４８ エイシンキャップ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝平井 豊光氏 藤岡 健一 えりも 上島牧場 ５１４＋２０１：２５．５	 ６８．７�
３５ マイネルトリオンフ 牡３栗 ５６ 池添 謙一 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 様似 ホウセイ牧場 ５３０＋ ２ 〃 ハナ １１．１�
６１２ ルティラーレ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４７８＋ ２１：２５．６� ５．１
７１３ フェスティヴマロン 牝４鹿 ５５ 小牧 太臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４５８＋ ４ 〃 ハナ ９０．０�
８１６
 ジョーリゴラス 牡４栗 ５７

５４ ▲田村 太雅上田けい子氏 大橋 勇樹 静内 田中 裕之 ４４８－ ５１：２６．５５ ３８５．６�
５９ メイショウソーラー 牡５鹿 ５７

５５ △田中 克典松本 好雄氏 河内 洋 三石 木下牧場 ４５６＋１６１：２６．６� １２０．２�
２４ スリーリンクス 牝３黒鹿５４ 岩崎 祐己永井商事	 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４３６＋１０１：２６．７� ６３１．３�
６１１ シャトヤンシー 牝４黒鹿５５ 松岡 正海 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４９２＋１０１：２６．９� １４９．５�
３６ 
 シルキーイリス 牝５栗 ５５ 角田 晃一有限会社シルク水野 貴広 新冠 ヤマオカ牧場 ４６２－ ６１：２７．８５ ４０６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，５１４，５００円 複勝： ３２，８１３，６００円 枠連： １７，７４９，４００円

普通馬連： ６８，６８０，８００円 馬単： ５１，０２８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４４２，７００円

３連複： ７５，８６４，６００円 ３連単： １３３，７７３，６００円 計： ４２７，８６７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ５００円 枠 連（１－５） ７００円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� １，５２０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ７，３９０円 ３ 連 単 ��� ２５，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２４５１４５ 的中 � ７１８９５（１番人気）
複勝票数 計 ３２８１３６ 的中 � ６７８４８（１番人気）� ５７９８９（３番人気）� １２４５９（７番人気）
枠連票数 計 １７７４９４ 的中 （１－５） １８７２６（２番人気）
普通馬連票数 計 ６８６８０８ 的中 �� ４９６８０（２番人気）
馬単票数 計 ５１０２８３ 的中 �� ２６１６１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４４２７ 的中 �� １８０５６（２番人気）�� ３５７６（１８番人気）�� ３２７７（１９番人気）
３連複票数 計 ７５８６４６ 的中 ��� ７５８５（２５番人気）
３連単票数 計１３３７７３６ 的中 ��� ３８７９（８１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．５―１２．１―１２．１―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．４―４６．５―５８．６―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランザローテ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Wild Again デビュー ２００６．６．２５ 函館１着

２００３．２．７生 牡５青 母 トキオタヒーチ 母母 Tahiche ５戦３勝 賞金 ２５，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カワチノオジサン号・テイエムバクシン号・ブルークリケット号
（非抽選馬） ３頭 スマートストーム号・ミシックキョウト号・ライジングバイオ号


