
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

3407312月22日 曇 不良 （24阪神5）第7日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時00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
1：11．0
1：10．2

良
不良

36 ノートゥング 牡2栗 55 岩田 康誠前田 幸治氏 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500± 01：12．1 2．1�

714 シゲルオウシザ 牡2栗 55 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 508＋ 61：12．31� 9．6�
611 カネトシエフォート 牡2黒鹿 55

52 ▲菱田 裕二兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 462－ 2 〃 クビ 119．5�
47 タイザンホクト 牡2鹿 55 福永 祐一�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 492－ 21：12．4クビ 12．0�
48 スリーカーニバル 牝2鹿 54 和田 竜二永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 468－ 21：12．93 6．2	
24 メイショウドゥーマ 牡2黒鹿55 武 豊松本 好
氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 41：13．11� 14．8�
510 サンキストロード 牡2鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 504＋ 41：13．2� 4．3�

（伊）

23 メイショウゲンナイ 牡2鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 404± 0 〃 クビ 217．8
11 エ ス リ ア 牝2栗 54

51 ▲中井 裕二藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 462＋ 21：13．51� 23．1�
59 クリノアンデス 牝2鹿 54 荻野 琢真栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 競優牧場 412－ 41：13．82 204．5�
612 プラネットスコア 牡2黒鹿55 川島 信二岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 454－ 41：14．22	 19．1�
12 マンテンタテヤマ 牡2鹿 55 小林 徹弥小島 將之氏 鹿戸 明 日高 鹿戸 正幸 480＋ 4 〃 ハナ 435．0�
815 ナ ー シ サ ス 牝2鹿 54 酒井 学田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ 東振牧場 438－ 41：14．3クビ 153．1�
35 ヒロノクリプー 牡2栗 55

52 ▲藤懸 貴志守内 満氏 作田 誠二 青森 青南ムラカミ
ファーム 442＋ 2 〃 ハナ 397．9�

816 マルシゲキング 牡2黒鹿55 幸 英明坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 448＋16 〃 クビ 192．4�
713 ヴェールフォンセ 牝2鹿 54

51 ▲水口 優也吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 390－ 41：14．5� 344．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，305，700円 複勝： 48，496，200円 枠連： 11，397，900円
馬連： 43，433，000円 馬単： 33，145，300円 ワイド： 23，017，700円
3連複： 65，577，700円 3連単： 109，457，400円 計： 355，830，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 270円 � 1，870円 枠 連（3－7） 1，010円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，960円 �� 7，050円

3 連 複 ��� 16，070円 3 連 単 ��� 52，050円

票 数

単勝票数 計 213057 的中 � 80632（1番人気）
複勝票数 計 484962 的中 � 222025（1番人気）� 32776（4番人気）� 3558（9番人気）
枠連票数 計 113979 的中 （3－7） 8385（4番人気）
馬連票数 計 434330 的中 �� 31339（4番人気）
馬単票数 計 331453 的中 �� 14756（6番人気）
ワイド票数 計 230177 的中 �� 14470（3番人気）�� 1819（27番人気）�� 752（34番人気）
3連複票数 計 655777 的中 ��� 3013（40番人気）
3連単票数 計1094574 的中 ��� 1552（158番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．6―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．6―48．2―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．5
3 6，11（1，7，12）14（3，9）（8，10）16（4，13）（5，15）2 4 6，11，12（1，7）14（3，9，10）8（4，16）13（2，5，15）

勝馬の
紹 介

ノートゥング �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Gone West デビュー 2012．10．28 新潟4着

2010．2．6生 牡2栗 母 バイコースタル 母母 Ocean Queen 5戦1勝 賞金 12，100，000円
〔発走時刻の変更〕 10時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キリノトップラン号・ケイツーリマーク号・マイアリア号
※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。

3407412月22日 曇 不良 （24阪神5）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時30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
1：52．0
1：52．0

不良
不良

816 タガノギャラクシー 牡2鹿 55 小牧 太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 526＋ 61：50．9レコード 6．6�

12 ダイナミックウオー 牡2黒鹿55 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 510＋ 21：51．64 5．7�
11 ニホンピロバロン 牡2栗 55 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 470－ 21：52．13 5．6�
36 タイセイボルト 牡2青鹿 55

52 ▲菱田 裕二田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 81：52．41� 18．1�
48 バロンミノル 牡2黒鹿55 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 41：52．5� 6．1�
815 ノアオーカン 牡2黒鹿55 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 476＋ 61：52．92� 10．1�
35 ハナズハント 牡2鹿 55 C．ウィリアムズ M．タバート氏 牧浦 充徳 新ひだか 元道牧場 490＋ 41：53．21� 4．6	

（豪）

24 バードバーニング 牡2鹿 55 福永 祐一村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 446＋ 21：53．52 17．1

713 シークレットゾーン 牡2鹿 55 松山 弘平小林 久義氏 鈴木 孝志 新ひだか 神垣 道弘 492＋ 2 〃 クビ 51．2�
611 オ ラ ー ジ ュ 牡2栗 55 岩田 康誠広尾レース� 森 秀行 新冠 須崎牧場 522± 01：54．88 31．9
59 アスカノトゥーレ 牡2鹿 55 北村 友一豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 61：55．01� 144．5�
23 テイエムオオワシ 牡2鹿 55 鮫島 良太竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 増本牧場 488－ 41：55．1クビ 119．9�
510 ハギノエルドラド 牡2鹿 55 川田 将雅安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 438＋ 2 〃 ハナ 18．8�
47 セルリアンアクウー 牡2青鹿55 上村 洋行�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 472＋ 41：55．84 27．8�
612 エ ン バ ー ゴ 牡2黒鹿 55

52 ▲藤懸 貴志 H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 534＋ 21：55．9� 293．2�

714 ロングブレーヴ 牡2栗 55
52 ▲中井 裕二中井 敏雄氏 長浜 博之 浦河 小島牧場 448＋ 4 〃 ハナ 211．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，491，400円 複勝： 37，521，700円 枠連： 16，028，600円
馬連： 49，147，100円 馬単： 32，149，300円 ワイド： 24，713，400円
3連複： 76，379，400円 3連単： 108，003，200円 計： 363，434，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 250円 � 220円 枠 連（1－8） 570円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 880円 �� 750円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 32，700円

票 数

単勝票数 計 194914 的中 � 23362（5番人気）
複勝票数 計 375217 的中 � 43468（4番人気）� 39409（5番人気）� 47636（3番人気）
枠連票数 計 160286 的中 （1－8） 20816（1番人気）
馬連票数 計 491471 的中 �� 22362（4番人気）
馬単票数 計 321493 的中 �� 6568（10番人気）
ワイド票数 計 247134 的中 �� 5485（12番人気）�� 6971（10番人気）�� 8277（6番人気）
3連複票数 計 763794 的中 ��� 10028（19番人気）
3連単票数 計1080032 的中 ��� 2438（109番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．7―12．5―12．5―12．4―12．2―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．3―48．8―1：01．3―1：13．7―1：25．9―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノギャラクシー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．8．5 小倉8着

2010．4．4生 牡2鹿 母 タガノレイヤード 母母 タガノファビュラス 6戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 タガノギャラクシー号の騎手小牧太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（2番への進路影響）
※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。

第５回 阪神競馬 第７日



3407512月22日 曇 稍重 （24阪神5）第7日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時00分 （芝・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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

35 ジェネロシティー 牝2鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 484－ 21：23．1 74．7�
611� ヒ ュ ウ マ 牡2鹿 55 C．ウィリアムズ 林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 480－ 21：23．31� 2．8�

（豪）

48 サンセットスカイ 牡2栗 55 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484＋ 8 〃 クビ 11．0�

714 リオグランデ 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－ 61：23．51	 9．6�

36 ケイアイヴァーゲ 牡2鹿 55 和田 竜二 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 浦河 日進牧場 438－ 61：23．6クビ 11．2	
816 リラコサージュ 牝2栗 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 404＋ 2 〃 クビ 11．2

12 ロングボンズ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 426＋ 81：23．7クビ 217．5�
11 ミッキーマンデー 牡2栗 55 福永 祐一三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 472＋121：23．91� 20．0�
47 クイーンズリーフ 牝2黒鹿54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 408－ 6 〃 クビ 244．0
612 ア メ リ 牝2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 424± 01：24．0クビ 6．3�

（仏）

817 サダムコーテイ 牡2鹿 55 M．デムーロ大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋ 21：24．1	 5．9�

（伊）

818 ヤマニンサッチェル 牝2栗 54
51 ▲藤懸 貴志土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 418－221：24．2	 346．4�

23 スズカサファイヤ 牝2黒鹿 54
51 ▲菱田 裕二永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 396± 01：24．3	 65．6�

24 セカイノカナ 牝2芦 54 武 豊泉 一郎氏 飯田 雄三 新ひだか 坂本牧場 430± 0 〃 アタマ 37．6�
59 ブイダッシュ 牝2鹿 54 池添 謙一小林 久義氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 390＋121：25．15 177．7�
510 シゲルペガススザ 
2黒鹿55 古川 吉洋森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 440＋ 41：25．31 128．3�
713 ジョウショーターフ 牝2栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 428－ 61：26．57 126．3�
715 ブルータペストリー 牡2青 55 C．スミヨン 吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 498－ 41：26．81� 15．1�

（仏）

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，900，800円 複勝： 47，969，500円 枠連： 20，429，500円
馬連： 57，917，700円 馬単： 37，022，200円 ワイド： 29，436，200円
3連複： 83，822，600円 3連単： 121，995，500円 計： 425，494，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，470円 複 勝 � 1，280円 � 140円 � 310円 枠 連（3－6） 1，060円

馬 連 �� 9，160円 馬 単 �� 22，550円

ワ イ ド �� 2，950円 �� 7，000円 �� 790円

3 連 複 ��� 31，810円 3 連 単 ��� 282，240円

票 数

単勝票数 計 269008 的中 � 2840（12番人気）
複勝票数 計 479695 的中 � 7004（11番人気）� 127441（1番人気）� 36414（4番人気）
枠連票数 計 204295 的中 （3－6） 14359（5番人気）
馬連票数 計 579177 的中 �� 4668（31番人気）
馬単票数 計 370222 的中 �� 1212（68番人気）
ワイド票数 計 294362 的中 �� 2411（35番人気）�� 999（57番人気）�� 9762（7番人気）
3連複票数 計 838226 的中 ��� 1945（89番人気）
3連単票数 計1219955 的中 ��� 319（634番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―12．0―12．2―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．1―47．1―59．3―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．0
3 ・（11，12）15（6，14）（3，5，16，9，17）（7，13）10（1，18，8）－4－2 4 ・（11，12，17）15（6，14）（16，9）（3，5，8）13（7，10）4（1，18）2

勝馬の
紹 介

ジェネロシティー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．11．3 京都8着

2010．2．16生 牝2鹿 母 バグワイザー 母母 Little Bar Fly 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※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。

3407612月22日 曇 稍重 （24阪神5）第7日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時30分 （芝・右・外）
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
1：46．8
1：46．0

良
良

611 リヤンドファミユ 牡2鹿 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 41：50．5 1．3�

818 ポールシッター 牡2青鹿55 川須 栄彦平川 浩之氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 460± 0 〃 クビ 256．3�
817 テイエムレンジャー 牡2鹿 55 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 484＋ 21：50．6� 13．3�
510 アドマイヤキンカク 牡2鹿 55 C．スミヨン 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 アタマ 7．4�

（仏）

715� エーシンエポナ 牝2鹿 54 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

484± 01：50．91	 160．6	
59 スズカカイゼル 牡2鹿 55 国分 優作永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 462－ 81：51．0� 158．9

816 サダムロードショー 牡2鹿 55 浜中 俊大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 8 〃 クビ 27．0�
24 ラ カ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �グリーンファーム松田 博資 千歳 社台ファーム 434－ 21：51．1クビ 20．5�
714 セイウンラードゥガ 牝2鹿 54 藤田 伸二西山 茂行氏 河内 洋 新冠 川上牧場 424－ 41：51．2� 88．0
12 ミッキーサクセス 牡2栗 55 福永 祐一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498± 01：51．3	 10．1�
11 ミッキータイガー 牡2鹿 55 川田 将雅野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 47．6�
47 キョウワナイト 牡2鹿 55 藤岡 佑介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 468－ 21：51．51� 348．7�
36 メイショウミヤジマ 牝2黒鹿 54

51 ▲中井 裕二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 430－ 61：51．81	 292．3�
713 デンコウアカツキ 牝2鹿 54 武 豊田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 480－ 81：51．9� 90．8�
48 コリエドペルル 牝2黒鹿54 川島 信二和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 462－ 81：52．0	 340．4�
612 アウェーキンザール 牡2芦 55 高倉 稜岡田 牧雄氏 松永 昌博 浦河 笹地牧場 440± 01：52．31	 436．0�
35 ア ミ マ ネ ラ 牝2黒鹿 54

51 ▲菱田 裕二吉田 修氏 服部 利之 えりも エクセルマネジメント 388－ 41：52．72� 355．6�
23 モユルオモイ 牡2栗 55

52 ▲藤懸 貴志 �キャロットファーム 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 クビ 85．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，538，100円 複勝： 150，852，000円 枠連： 19，965，600円
馬連： 56，393，000円 馬単： 59，932，000円 ワイド： 33，862，800円
3連複： 82，543，100円 3連単： 187，708，600円 計： 634，795，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 4，130円 � 280円 枠 連（6－8） 470円

馬 連 �� 11，720円 馬 単 �� 12，840円

ワ イ ド �� 5，010円 �� 360円 �� 18，400円

3 連 複 ��� 41，330円 3 連 単 ��� 196，780円

票 数

単勝票数 計 435381 的中 � 269929（1番人気）
複勝票数 計1508520 的中 � 1114823（1番人気）� 2671（13番人気）� 53800（4番人気）
枠連票数 計 199656 的中 （6－8） 31918（2番人気）
馬連票数 計 563930 的中 �� 3552（23番人気）
馬単票数 計 599320 的中 �� 3446（26番人気）
ワイド票数 計 338628 的中 �� 1545（33番人気）�� 26809（3番人気）�� 416（67番人気）
3連複票数 計 825431 的中 ��� 1474（74番人気）
3連単票数 計1877086 的中 ��� 704（319番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．4―12．9―13．0―13．0―12．2―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―36．8―49．7―1：02．7―1：15．7―1：27．9―1：38．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リヤンドファミユ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2012．12．9 阪神2着

2010．4．27生 牡2鹿 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴィンチトーレ号・ユキノプリシラ号
※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。



3407712月22日 曇 稍重 （24阪神5）第7日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・右・外）

牝，新馬；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

59 イリュミナンス 牝2鹿 54 C．ルメール 中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 484 ―1：37．1 4．5�
（仏）

510 エーシンラクーン 牝2鹿 54 北村 友一�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 460 ―1：37．95 23．2�
817 ブリュネット 牝2栗 54 四位 洋文 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 482 ― 〃 ハナ 60．7�
611 プリンセスフローラ 牝2栗 54 浜中 俊有限会社シルク野中 賢二 安平 ノーザンファーム 422 ―1：38．21� 22．4�
24 ドライブマイカー 牝2黒鹿 54

51 ▲菱田 裕二薪浦 亨氏 梅田 智之 日高 下川 茂広 440 ―1：38．41� 302．0�
47 ダイワレーヌ 牝2黒鹿54 福永 祐一大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 438 ― 〃 ハナ 1．9	
815 ディオジェーヌ 牝2鹿 54 岩田 康誠 
サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432 ―1：38．5クビ 10．3�
12 シャトーブランシュ 牝2鹿 54 池添 謙一有限会社シルク清水 出美 安平 ノーザンファーム 488 ―1：38．82 71．7�
35 ヤマニンプードレ 牝2芦 54 石橋 守土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 456 ―1：38．9クビ 8．1
36 スマイリンアスク 牝2黒鹿54 M．デムーロ廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 410 ― 〃 クビ 11．2�

（エメラルドアスク） （伊）

11 ソルダテッサ 牝2鹿 54 小牧 太 
社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 408 ―1：39．0クビ 52．0�
816 フールフォアラブ 牝2栗 54 松田 大作 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 456 ―1：39．21� 53．3�
23 スーサンリラ 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 440 ―1：39．3クビ 224．3�
714 ケンブリッジリアル 牝2鹿 54

51 ▲中井 裕二中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 390 ―1：39．61� 348．9�

612 スズカルミナリー 牝2鹿 54 国分 恭介永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 480 ―1：40．66 332．3�
48 ライブリヘイロー 牝2鹿 54 幸 英明加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 470 ―1：40．7� 223．1�
713 ラ メ ン ト 牝2鹿 54 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ―1：41．12� 94．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 33，603，200円 複勝： 46，266，400円 枠連： 17，809，700円
馬連： 52，612，900円 馬単： 45，750，600円 ワイド： 27，529，100円
3連複： 70，913，400円 3連単： 132，425，100円 計： 426，910，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 210円 � 500円 � 1，940円 枠 連（5－5） 4，390円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 6，280円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 4，990円 �� 10，000円

3 連 複 ��� 81，020円 3 連 単 ��� 313，240円

票 数

単勝票数 計 336032 的中 � 59567（2番人気）
複勝票数 計 462664 的中 � 72579（2番人気）� 22730（6番人気）� 5201（11番人気）
枠連票数 計 178097 的中 （5－5） 3000（14番人気）
馬連票数 計 526129 的中 �� 9879（12番人気）
馬単票数 計 457506 的中 �� 5381（20番人気）
ワイド票数 計 275291 的中 �� 5882（11番人気）�� 1340（36番人気）�� 663（60番人気）
3連複票数 計 709134 的中 ��� 646（142番人気）
3連単票数 計1324251 的中 ��� 312（548番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．6―12．8―12．3―11．9―10．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．3―37．9―50．7―1：03．0―1：14．9―1：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．1
3 ・（6，8）9（2，13）（5，11）（3，4，17）10，7（1，15，14）16－12 4 ・（6，8，9）（2，5，11，13）（3，4，17）（10，7）1（15，14）16，12

勝馬の
紹 介

イリュミナンス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2010．2．27生 牝2鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ブリュネット号の騎手四位洋文は，決勝線手前での御法について平成24年12月23日から平成25年1月21日まで騎乗停止。
※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。

3407812月22日 曇 不良 （24阪神5）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時50分 （ダート・右）
新馬；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� コースレコード

中央レコード
1：52．0
1：52．0

不良
不良

55 ヒロノエンペラー 牡2青鹿55 藤岡 佑介サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 458 ―1：53．9 20．9�
66 ナガラセンプー 牡2栃栗55 国分 優作長良レーシングクラブ 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター 434 ―1：54．11� 69．0�
11 キョウワクリスタル 牡2黒鹿55 福永 祐一�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 424 ―1：54．84 77．7�
44 ショウリュウバイオ 牡2栗 55 岩田 康誠バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472 ―1：54．9クビ 2．7�
33 ジ リ オ ン 牡2黒鹿55 和田 竜二近藤 克麿氏 清水 出美 安平 ノーザンファーム 544 ― 〃 クビ 95．3	
78 ボスコエフィーメ 牡2栗 55 C．スミヨン 森川 満氏 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 484 ―1：55．0クビ 8．3


（仏）

811 ゴッドドリーム 牡2栗 55 幸 英明井高 義光氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 504 ―1：55．1� 4．0�
67 コパノリッキー 牡2栗 55 鮫島 良太小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 520 ―1：55．2� 42．8�
79 	 ソ ヴ ラ ー ノ 牡2鹿 55 C．ルメール 藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 490 ―1：55．83� 4．4
（仏）

810 スマートレバレッジ 牡2栗 55 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 462 ―1：56．12 9．8�
22 ファーザモア 牡2栗 55 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504 ―1：56．52� 13．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，909，900円 複勝： 33，841，400円 枠連： 16，258，700円
馬連： 44，530，600円 馬単： 37，313，800円 ワイド： 23，466，200円
3連複： 60，499，900円 3連単： 118，804，500円 計： 358，625，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 520円 � 1，390円 � 1，850円 枠 連（5－6） 12，190円

馬 連 �� 28，070円 馬 単 �� 55，080円

ワ イ ド �� 6，170円 �� 5，830円 �� 13，920円

3 連 複 ��� 173，060円 3 連 単 ��� 1，031，510円

票 数

単勝票数 計 239099 的中 � 9027（7番人気）
複勝票数 計 338414 的中 � 18402（7番人気）� 6225（9番人気）� 4610（10番人気）
枠連票数 計 162587 的中 （5－6） 985（21番人気）
馬連票数 計 445306 的中 �� 1171（43番人気）
馬単票数 計 373138 的中 �� 500（83番人気）
ワイド票数 計 234662 的中 �� 938（43番人気）�� 993（42番人気）�� 413（55番人気）
3連複票数 計 604999 的中 ��� 258（152番人気）
3連単票数 計1188045 的中 ��� 85（805番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―14．4―12．5―11．9―12．4―13．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―39．2―51．7―1：03．6―1：16．0―1：29．4―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3
5，6（4，9）（1，2，11）7（8，10）－3
8（5，6）－（4，11）－1－（3，9）2，7，10

2
4
5，6（4，9，11，8）（1，10）2，7，3・（8，6）（5，11）（4，1）3（7，2）－9，10

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロノエンペラー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Mister Baileys 初出走

2010．3．30生 牡2青鹿 母 ラヴリーベイリー 母母 Rakau Polly 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヒロノエンペラー号の騎手藤岡佑介は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（6番・9番・11番・10

番への進路影響）
〔その他〕 ヒロノエンペラー号は，1コーナー手前で外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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。



3407912月22日 曇 不良 （24阪神5）第7日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

510� ノベンバーペガサス 牝4黒鹿55 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 488＋ 61：10．8 42．5�
35 メイショウアキシノ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 444＋ 21：11．01 88．9�
47 デアリングプライド 牝3鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 482＋10 〃 ハナ 2．3�
48 エーシングランダム 牝3黒鹿54 C．ルメール�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 490－ 71：11．1� 5．2�

（仏）

713 マウントフジ 牝4鹿 55 福永 祐一 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社
吉田ファーム 438＋ 41：11．2� 9．6	

12 ラヴァズアゲイン 牝3栗 54 松山 弘平岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 466－ 6 〃 クビ 23．0

36 ミヤジガンバレ 牝3鹿 54

51 ▲中井 裕二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 490＋ 21：11．73 15．7�
714� ヤ マ ノ ラ ヴ 牝4鹿 55 国分 恭介山住れい子氏 飯田 雄三 日高 竹島 幸治 474－ 81：11．8� 70．9�
11 ガールズストーリー 牝4黒鹿 55

52 ▲藤懸 貴志吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 430± 0 〃 クビ 4．7
611 タイセイクインス 牝3青鹿54 川須 栄彦田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 B484＋ 81：11．9� 107．9�
815� ショウナンワヒネ 牝3鹿 54 幸 英明�湘南 梅田 智之 浦河 桑田牧場 478＋ 41：12．0� 52．6�
23 キタサンテンニョ 牝3黒鹿54 古川 吉洋�大野商事 鹿戸 明 新冠 樋渡 信義 454＋ 41：12．32 34．7�
612 オードゥルルド 牝3青鹿54 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋241：12．72� 33．2�
816 カシノラピス 牝3栗 54

51 ▲水口 優也柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 434－ 21：13．12� 277．0�
24 クルクルリンクル 牝3黒鹿 54

51 ▲菱田 裕二小田切 光氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 476＋ 6 〃 クビ 61．4�
59 パスパルトゥー 牝3栗 54 北村 友一�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 438＋10 〃 ハナ 18．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，643，500円 複勝： 54，085，200円 枠連： 21，883，000円
馬連： 71，625，100円 馬単： 47，939，700円 ワイド： 37，055，900円
3連複： 101，338，200円 3連単： 162，194，900円 計： 526，765，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，250円 複 勝 � 1，090円 � 1，770円 � 140円 枠 連（3－5） 4，320円

馬 連 �� 106，790円 馬 単 �� 196，560円

ワ イ ド �� 24，070円 �� 1，500円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 96，010円 3 連 単 ��� 1，068，750円

票 数

単勝票数 計 306435 的中 � 5683（10番人気）
複勝票数 計 540852 的中 � 9805（10番人気）� 5826（14番人気）� 160340（1番人気）
枠連票数 計 218830 的中 （3－5） 3746（15番人気）
馬連票数 計 716251 的中 �� 495（99番人気）
馬単票数 計 479397 的中 �� 180（190番人気）
ワイド票数 計 370559 的中 �� 371（98番人気）�� 6271（15番人気）�� 2164（39番人気）
3連複票数 計1013382 的中 ��� 779（193番人気）
3連単票数 計1621949 的中 ��� 112（1488番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―12．0―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．1―46．1―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．7
3 4（9，11）6（1，7）10（2，14）13，15（8，12）（3，5）16 4 4（9，11）6，7，1（10，14）2（13，12，15）8，5，3，16

勝馬の
紹 介

�ノベンバーペガサス �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 Danzig

2008．1．16生 牝4黒鹿 母 ノベンバーサンライズ 母母 Timely Roman 6戦1勝 賞金 12，900，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オリーブ号・デイジーバローズ号・ボストンサクラ号
※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。

3408012月22日 曇 稍重 （24阪神5）第7日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （芝・右・外）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

35 エアジェルブロワ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 478－ 21：35．7 3．1�
818 ゼフィランサス 牝4青 55 松田 大作�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 B442－ 61：35．91� 21．3�
47 ダノンキャスケード 牡3鹿 56 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 430＋ 41：36．32� 6．2�
714 ワタシマッテルワ 牝3鹿 54 C．ウィリアムズ �ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 432－ 41：36．51� 8．2�

（豪）

23 ダノンドリーム 牡3青鹿56 C．ルメール�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462－ 41：36．6クビ 5．3	
（仏）

611 オビーディエント 牡3黒鹿56 福永 祐一�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 446＋20 〃 ハナ 36．2

817 ショウナンマハ 牝4黒鹿55 秋山真一郎�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 448－ 21：36．7� 8．4�
713� メイショウテッサイ 牡4鹿 57 武 豊松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 494＋ 41：36．8クビ 7．9�
48 ノ ヴ ェ ッ ロ 牝4黒鹿55 荻野 琢真�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 442＋ 61：37．01� 119．1
24 � マヤノポルカ 牝3鹿 54

51 ▲中井 裕二田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 428＋ 81：37．21� 267．1�
612 クレムリンシチー 牡5栗 57 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム 530＋12 〃 アタマ 104．2�
11 � ラ ポ ー ル 牝4黒鹿55 幸 英明深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 458－ 2 〃 アタマ 32．3�
816 クイーンキセキ 牝3黒鹿54 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 440＋18 〃 ハナ 61．8�
510 スズカサクセス 牡5鹿 57

54 ▲藤懸 貴志永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 474－121：37．3� 111．9�
36 � ヒシアリエル 牝4黒鹿 55

52 ▲菱田 裕二阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 442－121：37．61	 185．5�
715 マッシヴヒーロー 牡3鹿 56 松山 弘平小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 454＋ 41：37．7� 39．3�
59 ワイルドビート 牡4鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：38．02 107．8�
12 メイショウガルソン 牡5栗 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 浦河日成牧場 494＋ 41：41．6大差 43．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，673，200円 複勝： 52，211，300円 枠連： 26，825，800円
馬連： 80，016，500円 馬単： 49，955，300円 ワイド： 39，396，600円
3連複： 106，047，300円 3連単： 169，160，700円 計： 554，286，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 560円 � 240円 枠 連（3－8） 990円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 530円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 10，650円 3 連 単 ��� 61，410円

票 数

単勝票数 計 306732 的中 � 80241（1番人気）
複勝票数 計 522113 的中 � 116018（1番人気）� 18746（8番人気）� 57377（4番人気）
枠連票数 計 268258 的中 （3－8） 20086（5番人気）
馬連票数 計 800165 的中 �� 13993（17番人気）
馬単票数 計 499553 的中 �� 5969（31番人気）
ワイド票数 計 393966 的中 �� 5852（17番人気）�� 19957（3番人気）�� 3127（30番人気）
3連複票数 計1060473 的中 ��� 7355（31番人気）
3連単票数 計1691607 的中 ��� 2033（170番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．6―11．9―12．0―11．6―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．7―47．6―59．6―1：11．2―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．1
3 18－2，5，3（7，16）14（4，13）－（6，15）（8，11）（10，9）1，12－17 4 18＝2，5（3，7，16）（4，14，15，9）13，11（6，8，10）（1，12）－17
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エアジェルブロワ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．3．24 阪神1着

2009．2．5生 牝3黒鹿 母 アルバローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 4戦2勝 賞金 14，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウガルソン号は，平成25年1月22日まで平地競走に出走できない。
※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。



3408112月22日 曇 稍重 （24阪神5）第7日 第9競走 ��
��2，400�

え さ か

江 坂 特 別
発走14時30分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

44 タイキプレミアム 牡3鹿 55 C．ルメール�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 474＋ 22：29．0 8．7�
（仏）

11 コウエイオトメ 牝4鹿 55 四位 洋文西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 482± 02：29．1� 4．9�
45 ダノンマックイン 牡4黒鹿57 福永 祐一�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：29．2	 6．3�
69 エクセルサス 牡5栃栗57 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 518－ 22：29．3クビ 7．6�
812 クリサンセマム 牡4黒鹿57 岩田 康誠広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム 476－ 22：29．62 5．1	
33 プロフェッサー 牡3鹿 55 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 448－102：30．45 15．4

813 タニノシュヴァリエ 牡3青 55 菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 484± 02：30．5� 12．9�
22 スズカスコーピオン 牡6鹿 57 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 500± 02：30．71 29．1�
57 
 シルヴァーノ �5鹿 57 幸 英明 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 498＋ 8 〃 クビ 40．9
68 トウシンイーグル 牡4鹿 57 C．スミヨン�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 474± 02：30．8クビ 5．9�

（仏）

711 マキハタテノール 牡3鹿 55 小牧 太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 496＋ 22：31．12 15．0�
56 ミヤコトップガン 牡6栗 57 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 468± 02：31．2クビ 106．7�
710 ナンゴクユニバース 牡3鹿 55 和田 竜二渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 桜井牧場 450－ 22：31．52 135．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，688，800円 複勝： 77，811，800円 枠連： 34，060，200円
馬連： 127，898，000円 馬単： 72，456，000円 ワイド： 52，468，500円
3連複： 166，566，900円 3連単： 283，959，700円 計： 852，909，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 310円 � 200円 � 190円 枠 連（1－4） 800円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 850円 �� 780円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 23，960円

票 数

単勝票数 計 376888 的中 � 34492（6番人気）
複勝票数 計 778118 的中 � 58149（6番人気）� 113033（3番人気）� 116924（2番人気）
枠連票数 計 340602 的中 （1－4） 31688（4番人気）
馬連票数 計1278980 的中 �� 40185（11番人気）
馬単票数 計 724560 的中 �� 9976（25番人気）
ワイド票数 計 524685 的中 �� 14612（13番人気）�� 16191（10番人気）�� 33879（1番人気）
3連複票数 計1665669 的中 ��� 35097（7番人気）
3連単票数 計2839597 的中 ��� 8749（65番人気）

ハロンタイム 13．4―12．1―13．4―12．7―12．5―12．4―12．1―11．8―11．9―12．2―11．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―25．5―38．9―51．6―1：04．1―1：16．5―1：28．6―1：40．4―1：52．3―2：04．5―2：15．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．7
1
3
7，2，8（3，9，11）（5，13）4，6，10，12，1
7，11，2（9，13）（3，8）5，4，6（10，12，1）

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

勝馬の
紹 介

タイキプレミアム �
�
父 Montjeu �

�
母父 Johan Cruyff デビュー 2011．8．14 札幌8着

2009．3．28生 牡3鹿 母 スクービドゥー 母母 Simply Red 8戦3勝 賞金 28，146，000円
〔発走時刻の変更〕 14時31分に変更。
※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。

3408212月22日 曇 不良 （24阪神5）第7日 第10競走 ��
��2，000�

あ こ う

赤 穂 特 別
発走15時05分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

23 トウショウヘイロー 牡3鹿 56 川田 将雅トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 520＋ 42：03．7 7．9�
11 オーヴァージョイド 牡4鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 532＋ 42：03．8� 8．6�
24 アントニオピサ 牡3鹿 56 浜中 俊市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋182：04．22	 5．9�
714 ホノカアボーイ 牡4黒鹿57 C．ルメール �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 456－ 62：04．52 17．6�

（仏）

612 ナポレオンバローズ 牡4黒鹿57 C．ウィリアムズ 猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 494＋ 22：04．6クビ 20．9	
（豪）

35 メイショウブシドウ 牡3青鹿56 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 456＋ 22：04．81	 12．6

713 コウユーヒーロー 牡5青 57 国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 540＋12 〃 ハナ 99．6�
12 タ ナ ト ス 牡4黒鹿57 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 B462＋ 22：04．9クビ 5．9�
36 タマモブラウン 牡4鹿 57 川島 信二タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 496－102：05．0� 115．0
611
 エーシンスピーダー 牡3栗 56 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC 476＋182：05．32 7．2�
47 スノーレガーロ 牝3鹿 54 鮫島 良太島川 利子氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 448－ 22：06．04 13．6�
48 サンマルボス 牡5鹿 57 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 496＋ 22：06．1� 192．8�
816 フォントルロイ 牡3鹿 56 C．スミヨン 大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 498＋ 62：06．2	 4．8�

（仏）

815 ヒミノキンカメ 牡4鹿 57 和田 竜二佐々木八郎氏 川村 禎彦 新ひだか 前川 正美 500＋ 62：06．62	 229．3�
59 ワイルドロジャー 牡3栗 56 幸 英明 Him Rock Racing 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490－ 22：07．13 111．7�
510 タガノプリンス 牡4鹿 57 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B470＋ 82：07．2	 26．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，367，800円 複勝： 78，953，500円 枠連： 45，367，800円
馬連： 161，399，700円 馬単： 85，918，400円 ワイド： 61，968，600円
3連複： 216，140，900円 3連単： 357，947，200円 計： 1，050，063，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 260円 � 260円 枠 連（1－2） 580円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 6，030円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，070円 �� 990円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 39，330円

票 数

単勝票数 計 423678 的中 � 42465（5番人気）
複勝票数 計 789535 的中 � 82990（3番人気）� 81766（5番人気）� 82868（4番人気）
枠連票数 計 453678 的中 （1－2） 58360（1番人気）
馬連票数 計1613997 的中 �� 41941（12番人気）
馬単票数 計 859184 的中 �� 10523（27番人気）
ワイド票数 計 619686 的中 �� 14594（12番人気）�� 14209（13番人気）�� 15604（10番人気）
3連複票数 計2161409 的中 ��� 27190（15番人気）
3連単票数 計3579472 的中 ��� 6717（112番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―13．2―12．2―12．4―12．1―12．3―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．6―48．8―1：01．0―1：13．4―1：25．5―1：37．8―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．2
1
3
4（3，12）11，2（1，5，7，10）13－（14，16）（8，15）－6－9
4，3（2，12）11，5，1（7，10）13（9，14）6，8，15－16

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

勝馬の
紹 介

トウショウヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2011．11．6 京都13着

2009．4．2生 牡3鹿 母 アンジュトウショウ 母母 ヌエボトウショウ 9戦3勝 賞金 31，307，000円
〔その他〕 タナトス号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 ダノンジュピター号
※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。



3408312月22日 曇 稍重 （24阪神5）第7日 第11競走 ��
��2，000�第29回ラジオNIKKEI杯2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

ラジオNIKKEI杯（1着）
賞 品

本 賞 32，000，000円 13，000，000円 8，000，000円 4，800，000円 3，200，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．9

良
良

77 エピファネイア 牡2鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486－ 22：05．4 1．9�
44 バッドボーイ 牡2鹿 55 C．ウィリアムズ 畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 496＋ 62：05．5� 22．0�

（豪）

66 キ ズ ナ 牡2青鹿55 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492＋ 4 〃 クビ 2．9�

33 アクションスター 牡2栗 55 C．ルメール 福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 42：05．71� 15．9�

（仏）

55 アドマイヤドバイ 牡2鹿 55 池添 謙一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 448＋ 42：06．01� 22．4�
11 ラウンドワールド 牡2鹿 55 岩田 康誠	G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋182：06．42� 4．6

22 リアルマイスター 牡2鹿 55 小牧 太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 468＋ 22：06．93 78．0�

（7頭）

売 得 金
単勝： 155，328，600円 複勝： 198，591，900円 枠連： 発売なし
馬連： 300，582，200円 馬単： 263，290，600円 ワイド： 94，370，000円
3連複： 315，759，800円 3連単： 1，220，318，300円 計： 2，548，241，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 560円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 450円 �� 140円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 計1553286 的中 � 650218（1番人気）
複勝票数 計1985919 的中 � 807902（1番人気）� 94186（5番人気）
馬連票数 計3005822 的中 �� 102680（6番人気）
馬単票数 計2632906 的中 �� 63248（9番人気）
ワイド票数 計 943700 的中 �� 41357（6番人気）�� 244380（1番人気）�� 32607（9番人気）
3連複票数 計3157598 的中 ��� 190652（4番人気）
3連単票数 計12203183 的中 ��� 103469（24番人気）

ハロンタイム 14．0―12．4―13．4―13．2―13．0―12．9―12．0―11．5―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
14．0―26．4―39．8―53．0―1：06．0―1：18．9―1：30．9―1：42．4―1：53．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．5
1
3
4（6，7）（3，5）－2－1
4，6，7（3，5）－（1，2）

2
4
4，6，7，3，5－2－1・（4，6）7（3，5）（1，2）

勝馬の
紹 介

エピファネイア �

父 シンボリクリスエス �


母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．10．21 京都1着

2010．2．11生 牡2鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 3戦3勝 賞金 54，539，000円
※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。

3408412月22日 曇 不良 （24阪神5）第7日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時20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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

47 オールブラックス 牡3鹿 56 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 488± 01：23．6 2．8�
611 ナリタスーパーワン 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 8 〃 クビ 7．0�
612 ペガサスヒルズ 牡5栗 57 川田 将雅吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 474－ 4 〃 ハナ 6．1�
714 ハ ヤ ブ サ 牡3鹿 56 国分 恭介西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 454＋ 21：23．81� 20．2�
24 オーシャンパワー 牡4鹿 57 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 450－ 41：23．9� 4．0�
35 サワヤカユウタ 牡4栗 57

54 ▲菱田 裕二中野 義一氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 462＋ 81：24．0クビ 120．3	
815 マルカリョウマ 牡3芦 56 四位 洋文河長産業� 増本 豊 新ひだか 坂本 春雄 520± 0 〃 クビ 24．9

12 � リアリーサムシング 牡4栗 57 幸 英明吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 468－111：24．31	 111．6�
510 サンクフルネス 牡3青 56 国分 優作小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 456＋ 41：24．51� 6．1�
48 デンコウリョウ 
4芦 57 秋山真一郎田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 490＋ 61：24．6� 69．3
36 � シゲルハンベイ 牡5栗 57 藤岡 佑介森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 498－14 〃 ハナ 78．6�
816 ネオエピック 牡5青鹿 57

54 ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 田所 秀孝 新ひだか 元道牧場 B456＋121：24．91	 37．8�
713 ヒノデポベーダ 牝4鹿 55 北村 友一久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 446－ 41：25．32� 134．1�
23 カネトシカトリーヌ 牝3鹿 54 酒井 学兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 田上 稔 444－ 21：25．51� 114．4�
59 ザプレジデント 牡3鹿 56 太宰 啓介服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム 460＋ 21：26．56 249．5�

（15頭）
11 イースターパレード 
3栗 56 C．ウィリアムズ �G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 492＋ 4 （競走除外）

（豪）

売 得 金
単勝： 60，139，500円 複勝： 94，297，400円 枠連： 49，749，700円
馬連： 157，119，700円 馬単： 96，088，400円 ワイド： 71，035，200円
3連複： 199，242，200円 3連単： 392，099，000円 計： 1，119，771，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 240円 � 180円 枠 連（4－6） 570円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 560円 �� 360円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 8，480円

票 数

単勝票数 差引計 601395（返還計 34413） 的中 � 169963（1番人気）
複勝票数 差引計 942974（返還計 44661） 的中 � 203433（1番人気）� 85990（5番人気）� 138875（4番人気）
枠連票数 差引計 497497（返還計 1209） 的中 （4－6） 64895（1番人気）
馬連票数 差引計1571197（返還計234397） 的中 �� 92120（6番人気）
馬単票数 差引計 960884（返還計149302） 的中 �� 33072（7番人気）
ワイド票数 差引計 710352（返還計 91611） 的中 �� 30671（7番人気）�� 51724（3番人気）�� 27490（8番人気）
3連複票数 差引計1992422（返還計464328） 的中 ��� 72968（6番人気）
3連単票数 差引計3920990（返還計922406） 的中 ��� 34159（21番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．6―12．2―12．1―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．6―46．8―58．9―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 16（7，11）（4，12，13）6（3，5，9，15）14（8，10）－2 4 ・（16，7）11（4，12）13（5，6）（3，9，14，15）8，10，2

勝馬の
紹 介

オールブラックス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2011．11．12 京都5着

2009．5．15生 牡3鹿 母 マ チ ル ド 母母 ジュビロレディ 8戦2勝 賞金 17，750，000円
〔競走除外〕 イースターパレード号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。
※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。



（24阪神5）第7日 12月22日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 181頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

220，360，000円
2，080，000円
9，310，000円
1，440，000円
18，170，000円
61，865，000円
4，799，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
525，590，500円
920，898，300円
279，776，500円
1，202，675，500円
860，961，600円
518，320，200円
1，544，831，400円
3，364，074，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，217，128，100円

総入場人員 18，297名 （有料入場人員 16，703名）
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