
３４０９１１２月２６日 晴 良 （２２阪神５）第８日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１３時１０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

３６ サ ト ノ オ ー 牡２芦 ５５ 川田 将雅里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５４－ ８１：３６．１ １．４�

８１８ ヴ ィ ジ ャ イ 牡２鹿 ５５ 吉田 稔金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５００＋ ４１：３６．３１� １２．５�

（愛知）

６１２ ダーズンローズ 牡２青 ５５ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ８１：３６．４� １８．６�
７１５ ニジブルーム 牡２芦 ５５ 幸 英明横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８６－ ４ 〃 ハナ ３５４．８�
３５ デンコウジュピター 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ４８４＋ ４ 〃 ハナ １２．８�
２４ セイカプリコーン 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４７０＋ ６ 〃 クビ ５３．５	
４７ メイショウムース 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 近藤牧場 ４６０－ ４１：３６．６１� ７１．８

７１３ サイレントソニック 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４４２－ ２ 〃 ハナ １４．１�
７１４ モアグレイス 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文 �グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４７０＋３２１：３６．８１� １０５．５�
５１０ レッドデイヴィス �２鹿 ５５ 北村 友一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ２ （降着） １１．０
４８ カレンデイムーン 牡２栗 ５５ 村田 一誠鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ４ 〃 ハナ ３２４．９�
５９ マイネソルシエール 牝２栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ８１：３７．０１� ２４７．８�
８１６ メイショウツガル 牡２鹿 ５５ 石橋 守松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４４８＋ ２１：３７．１	 ２０６．８�
６１１ ランパスインベガス 牡２鹿 ５５ 的場 勇人西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６＋ ８ 〃 ハナ ３０．５�
８１７ ツカサリボン 牝２栗 ５４ 川島 信二中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４２６± ０ 〃 アタマ ２２３．２�
１１ ハッピーグラス 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４６± ０１：３７．４１	 １６．４�
１２ 
 モエレウェバリング 牡２栗 ５５ 安部 幸夫�ホースケア 今津 博之 新ひだか 中村 和夫 ４５８＋ １１：３８．０３� ６８１．７�

（愛知） （愛知）

２３ セイユウハート 牡２鹿 ５５
５２ ▲川須 栄彦松岡 正二氏 梅内 忍 日高 前川 義則 ４４４＋ ４ （競走中止） １４０．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３９，６１９，３００円 複勝： ７８，１１３，４００円 枠連： ２２，０２６，９００円

普通馬連： ８９，００８，３００円 馬単： ６８，０７３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，２３０，７００円

３連複： １０９，９２２，２００円 ３連単： ２２６，９４３，５００円 計： ６６７，９３７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ３５０円 枠 連（３－８） ６１０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ６１０円 �� ２，２７０円

３ 連 複 ��� ４，４３０円 ３ 連 単 ��� ９，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３９６１９３ 的中 � ２２７８７８（１番人気）
複勝票数 計 ７８１１３４ 的中 � ４６９５７０（１番人気）� ４５７０９（４番人気）� ２６６２２（７番人気）
枠連票数 計 ２２０２６９ 的中 （３－８） ２６７６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ８９００８３ 的中 �� ６７９９８（５番人気）
馬単票数 計 ６８０７３４ 的中 �� ５２２７４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４２３０７ 的中 �� ２３１７１（５番人気）�� １４０８３（６番人気）�� ３３８６（２４番人気）
３連複票数 計１０９９２２２ 的中 ��� １８３２３（１６番人気）
３連単票数 計２２６９４３５ 的中 ��� １７４２５（２３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１１．８―１２．２―１２．６―１１．９―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．５―３６．３―４８．５―１：０１．１―１：１３．０―１：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３４．９
３ ・（８，１０）（６，１４）（１，２，４，１６）（５，１１）（７，１８）（９，１３）（１５，１７）－１２ ４ ・（８，１０）（６，１４）（１，２，４，１６）（５，１１，１８）（７，９，１３，１７）１５，１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ ト ノ オ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１１．２１ 東京１着

２００８．２．５生 牡２芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔競走中止〕 セイユウハート号は，向正面で急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔降着〕 レッドデイヴィス号は，１位〔タイム１分３６秒０，２位との着差�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「サトノオー」号および「モアグレイス」号の走行を妨害したため１０着に降着。（その他１６番・１８番への進路影響）
〔制裁〕 セイユウハート号の騎手川須栄彦は，向正面での御法（内側に逃避された）について戒告。（１番への進路影響）

レッドデイヴィス号の騎手北村友一は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２３年１月５日から
平成２３年１月１０日まで騎乗停止。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 セイユウハート号は，向正面で急に内側に逃避したことについて平成２２年１２月２７日から平成２３年
１月１６日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ギリギリヒーロー号
※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。


