
３４０５６１２月１８日 晴 良 （２２阪神５）第５日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１１� トウショウデザイア 牡４鹿 ５７
５５ △高倉 稜トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５４＋ ６１：５２．８ １７．５�

１１ ハリウッドスター 牡３鹿 ５６ C．スミヨン 吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４１：５２．９� １．６�
（仏）

２３ マーリンシチー 牡４鹿 ５７ C．ルメール �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４６４＋ ２１：５３．１１ ６．１�
（仏）

２２ ドリームマジシャン 牡３青鹿５６ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８４＋ ６１：５３．７３� １３．１�
７１２ チャレンジフラッグ 牝３芦 ５４ 吉田 豊石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５０２－ ８１：５３．８	 ５８．２�
４６ コウエイテンプウ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠西岡 静男氏 坂口 正大 浦河 安原 実 ４９０＋ ６１：５４．８６ ２０９．８�
５９ ウインドミネーター 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B５０２－ ２１：５５．０１� １０．５	
３５ � メイショウダイクン 牡４鹿 ５７

５４ ▲国分 優作松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ５１０－ ２１：５５．６３� ３５２．７

５８ アスカノヨアケ 牡４鹿 ５７ 小坂 忠士平口 信行氏 境 直行 浦河 ハッピーネ

モファーム ４５４＋ ６１：５５．７� １６４．８�
４７ ア ル バ ト ン 牡３栗 ５６ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７４－ ４１：５５．８� ８．８
８１４ ウインザマキ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 ５３０＋１６ 〃 クビ ３００．０�
３４ 
 カポデテュティカピ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成�大樹ファーム 新開 幸一 米 WinStar

Farm, LLC ５０６－ ８１：５５．９クビ ３００．４�
８１５ トゥザサミット 牡３鹿 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４５４± ０１：５６．０� ３５．６�
７１３ ファイブイーグル 牡３鹿 ５６ M．デムーロ�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５１８＋ ６１：５６．３２ ３０．１�

（伊）

６１０� ローランブロウ 牡５黒鹿５７ 鮫島 良太 �スカイツリーレーシング 畠山 重則 浦河 三枝牧場 ５２２＋ １１：５７．６８ ５５８．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，９７３，５００円 複勝： ６２，６８４，８００円 枠連： １８，７３４，８００円

普通馬連： ６０，７０５，０００円 馬単： ５０，０２３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４９３，３００円

３連複： ８６，８９５，６００円 ３連単： １６２，６６３，２００円 計： ４９７，１７４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７５０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（１－６） １，０４０円

普通馬連 �� １，１００円 馬 単 �� ３，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ９９０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 ��� １７，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２７９７３５ 的中 � １２６３６（６番人気）
複勝票数 計 ６２６８４８ 的中 � ３９５１２（４番人気）� ３６０７７３（１番人気）� ５９５２３（２番人気）
枠連票数 計 １８７３４８ 的中 （１－６） １３３３１（４番人気）
普通馬連票数 計 ６０７０５０ 的中 �� ４０７３７（５番人気）
馬単票数 計 ５００２３９ 的中 �� ９４４６（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４９３３ 的中 �� １５１８０（５番人気）�� ５７４３（１３番人気）�� ４２０６５（１番人気）
３連複票数 計 ８６８９５６ 的中 ��� ４０２５３（４番人気）
３連単票数 計１６２６６３２ 的中 ��� ６９５２（５５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１３．８―１２．４―１１．８―１２．３―１２．５―１２．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３８．０―５０．４―１：０２．２―１：１４．５―１：２７．０―１：３９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�トウショウデザイア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ

２００６．４．２９生 牡４鹿 母 タバサトウショウ 母母 サマンサトウショウ ２２戦２勝 賞金 ３３，０１０，０００円
初出走 JRA

※ローランブロウ号は，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を表示している。


