
３４０４８１２月９日 晴 良 （１９阪神５）第４日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５１０ ゼンノコーラル 牡６鹿 ５７ 川原 正一大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４９２± ０１：５３．９ ６．３�
（兵庫）

８１６� デマントイドリバー 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�嶋 哲氏 角居 勝彦 米 Damara
Farm ４６６－ ４１：５４．３２� ３．０�

７１３	
 コスモアブソルート 牡５黒鹿５７ M．デムーロ �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 八木農場 ５００＋ ６ 〃 ハナ ４．０�
（伊）

８１５	 スターフォワード 牡４栗 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４７６－ ８ 〃 アタマ ６．９�
３５ マイネルトラヴェル 牡４青鹿５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－ ２１：５４．５１� ８．７�
６１２� プレシャスピクセル 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎前田 幸治氏 中竹 和也 米 Grousemo

nt Farm ４７６＋ ２ 〃 クビ ５７．５	
４８ メイショウチョイス 牡４鹿 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５４６－ ２１：５４．６クビ ９０．２

７１４ マジックアワー 牡４青鹿５７ 武 幸四郎前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２－ ６１：５４．７� ２７．３�
３６ インプレスゴールド 牝３栗 ５４ 長谷川浩大下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４０± ０ 〃 アタマ ５７．１�
１１

	


� カ レ ン パ パ ６鹿 ５７ 藤岡 佑介鈴木 隆司氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：５４．８クビ ５２．２

６１１	 マルノユビキタス 牡６黒鹿５７ 角田 晃一穐吉 正孝氏 沖 芳夫 静内 福岡 清 ５０６－ ４１：５４．９� ２１７．７�
４７ 
 フィールドジュエル 牡５鹿 ５７ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４８８＋１０ 〃 ハナ １５．５�
２４ 	
 ウインサウザー ５黒鹿５７ 渡辺 薫彦�ウイン 山内 研二 えりも 上島牧場 B４６８± ０１：５５．１１� ４６．３�
５９ 	
 ツルマルキセキ 牡３青鹿

５６
５３ ▲船曳 文士鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 城地 和義 ４４４－ ２１：５５．５２� ７４．１�

１２ 	 エイティフロー 牡６鹿 ５７ 木村 健前田 篤久氏 池江 泰寿 新冠 中本牧場 ５１２＋ ６ 〃 クビ ２８．４�
（兵庫）

２３ 
 マルイチライデン 牡７鹿 ５７ 池添 謙一小林 茂行氏 湯窪 幸雄 三石 川端牧場 B４９４＋ ２１：５６．０３ ７６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，２６３，９００円 複勝： ６２，５８１，９００円 枠連： ７３，５２１，１００円

普通馬連： ２５９，８６１，７００円 馬単： １７６，５００，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６８，７１３，４００円

３連複： ２４６，２２８，６００円 ３連単： ６１７，７４６，６００円 計： １，５５７，４１７，３００円

払 戻 金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（５－８） ６１０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３２０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ６，２００円

票 数

単勝票数 計 ５２２６３９ 的中 � ６５４４４（３番人気）
複勝票数 計 ６２５８１９ 的中 � ８１２９１（３番人気）� １２６１４３（２番人気）� １３７６８４（１番人気）
枠連票数 計 ７３５２１１ 的中 （５－８） ９０３５１（２番人気）
普通馬連票数 計２５９８６１７ 的中 �� ２０４３８０（３番人気）
馬単票数 計１７６５００１ 的中 �� ５９２０９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６８７１３４ 的中 �� ５０２７２（３番人気）�� ５２０６７（２番人気）�� ８２００１（１番人気）
３連複票数 計２４６２２８６ 的中 ��� １９３７２４（１番人気）
３連単票数 計６１７７４６６ 的中 ��� ７３６３６（９番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．１―１４．０―１２．９―１２．８―１２．６―１２．５―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．３―３８．３―５１．２―１：０４．０―１：１６．６―１：２９．１―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．３
１
３

・（１，４）（２，６，９，１２）５（１４，１６）－８，１５（７，１３）－（３，１０）１１・（１，４）（２，９，１２）６（５，１６）（１４，１３）（１５，８）－（３，７）（１１，１０）
２
４
１（４，９）（２，１２）（６，１６）（５，１４）－１５，８（７，１３）３，１０，１１
１，４（２，１２）１６（５，９，１３）（６，１４）（１５，８，１０）（３，７）１１

勝馬の
紹 介

ゼンノコーラル �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２００４．２．８ 京都１着

２００１．５．６生 牡６鹿 母 スロクルージュ 母母 シ ユ ア ン ス ２５戦４勝 賞金 ７１，２８８，０００円
※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 グランプリサクセス号
※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。


