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3401312月1日 晴 良 （25阪神5）第2日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時05分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，000，000円 1，650，000
1，650，000

円
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

58 ク ー ゲ ル 牡2栗 55 酒井 学幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 504－ 21：13．7 2．1�
34 ハクユウカンベエ 牡2鹿 55 内田 博幸 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 日高 若林 武雄 466－ 81：14．12� 5．8�
57 ロードメビウス 牡2鹿 55 浜中 俊 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 478－ 6 〃 同着 12．0�
712 シゲルビッチュウ �2青鹿55 津村 明秀森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 434± 01：14．42 179．0�
33 メイショウホウトウ 牡2青鹿55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 482＋ 41：14．5	 4．5�
22 イ ロ リ 牝2鹿 54 C．ルメール 小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 460＋ 21：14．92� 21．6	

（仏）

813 シャイニングホープ 牡2栗 55 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 482－101：15．0クビ 5．4

11 カネツスペシャル 牝2鹿 54 国分 恭介�カネツ牧場 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 456＋ 21：15．42� 39．6�
69 ウォーターブギウギ 牡2栗 55 後藤 浩輝山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 466－ 41：15．71	 93．2�
711 サージェントペパー 牡2鹿 55 川原 正一薪浦 亨氏 小原伊佐美 日高 下川 茂広 502－ 2 〃 クビ 244．3

（兵庫）

610 カネトシエンパシー 牡2栗 55 幸 英明兼松 利男氏 日吉 正和 日高 メイプルファーム 462＋ 41：16．23 434．9�
814 タマモパンテオン 牡2鹿 55 熊沢 重文タマモ� 川村 禎彦 新冠 長浜牧場 B468± 01：16．3クビ 588．4�
45 ティーエスキセキ 牡2鹿 55 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 492＋ 61：20．5大差 407．0�
46 カシノチャンプ 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬柏木 務氏 境 直行 浦河 三枝牧場 442－ 8 （競走中止） 69．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，115，200円 複勝： 44，249，500円 枠連： 11，576，200円
馬連： 43，832，900円 馬単： 32，043，300円 ワイド： 22，171，300円
3連複： 65，540，600円 3連単： 122，873，800円 計： 366，402，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 �
�

180円
220円 枠 連（3－5）（5－5）

160円
430円

馬 連 ��
��

360円
560円 馬 単 ��

��
570円
850円

ワ イ ド ��
��

310円
370円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ���
���

3，310円
4，390円

票 数

単勝票数 計 241152 的中 � 92320（1番人気）
複勝票数 計 442495 的中 � 164082（1番人気）� 52896（4番人気）� 37508（5番人気）
枠連票数 計 115762 的中 （3－5） 35261（1番人気）（5－5） 7562（4番人気）
馬連票数 計 438329 的中 �� 47082（3番人気）�� 27844（5番人気）
馬単票数 計 320433 的中 �� 21290（3番人気）�� 13689（7番人気）
ワイド票数 計 221713 的中 �� 19378（3番人気）�� 15225（5番人気）�� 5274（11番人気）
3連複票数 計 655406 的中 ��� 22299（7番人気）
3連単票数 計1228738 的中 ��� 13737（18番人気）��� 10310（28番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．2―12．5―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―36．0―48．5―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ー ゲ ル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2013．11．2 京都3着

2011．3．27生 牡2栗 母 フューチャハッピー 母母 タイセイカグラ 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走中止〕 カシノチャンプ号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 カシノチャンプ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティーエスキセキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月1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または施行団体名を表示している。

3401412月1日 晴 良 （25阪神5）第2日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時35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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

811 ロングリバイバル 牡2鹿 55 内田 博幸中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 490± 01：56．1 6．2�
78 ワクワクカンヲ 牡2鹿 55 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B472＋ 81：56．41� 6．0�
55 エクストラゴールド 牡2栗 55 M．デムーロ前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 498－ 41：56．5� 2．2�
（仏）

22 ガ ル グ イ ユ 牡2栗 55 福永 祐一杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 494－ 21：56．71� 9．0�
810 シゲルエチゴ 牡2芦 55 幸 英明 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 新井 昭二 442－ 41：57．23 36．0�
67 モ ッ シ ュ 牡2芦 55 国分 恭介小嶋 將則氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 504－ 61：57．83� 38．0	
79 フ ド ー シ ン 牡2黒鹿55 M．ギュイヨン 林 正道氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 490± 01：58．75 21．6


（仏）

66 サザンキング 牡2芦 55 酒井 学南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 474＋121：59．12� 153．0�
33 ダノンブレイブ 牡2栗 55 C．ウィリアムズ �ダノックス 安田 隆行 日高 下河辺牧場 530± 01：59．2� 9．5�

（豪）

44 ビクターミノル 牡2鹿 55 太宰 啓介吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 506＋ 61：59．41 7．9
11 シゲルヤシュウ 牡2黒鹿55 後藤 浩輝森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 500－ 62：02．4大差 116．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，539，700円 複勝： 39，053，200円 枠連： 8，590，600円
馬連： 39，277，500円 馬単： 30，683，200円 ワイド： 21，613，000円
3連複： 57，592，200円 3連単： 106，951，400円 計： 325，300，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 170円 � 120円 枠 連（7－8） 1，190円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 550円 �� 270円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 11，020円

票 数

単勝票数 計 215397 的中 � 27676（3番人気）
複勝票数 計 390532 的中 � 51861（3番人気）� 52763（2番人気）� 122906（1番人気）
枠連票数 計 85906 的中 （7－8） 5360（6番人気）
馬連票数 計 392775 的中 �� 14599（7番人気）
馬単票数 計 306832 的中 �� 5783（13番人気）
ワイド票数 計 216130 的中 �� 8476（6番人気）�� 21291（2番人気）�� 24408（1番人気）
3連複票数 計 575922 的中 ��� 40300（1番人気）
3連単票数 計1069514 的中 ��� 7166（33番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．8―13．3―13．2―13．1―12．8―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．9―51．2―1：04．4―1：17．5―1：30．3―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．6
1
3
3，11（1，6）（8，9）2，5（4，10）7・（3，11）8，2（6，9）（1，5，10）（7，4）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロングリバイバル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．8．25 小倉4着

2011．3．23生 牡2鹿 母 アピールポイント 母母 ペリウィンクル 6戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 ビクターミノル号の調教師本田優は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルヤシュウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月1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。

第５回 阪神競馬 第２日



3401512月1日 晴 良 （25阪神5）第2日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時05分 （芝・右・外）

牝，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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

69 リラヴァティ 牝2黒鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446－ 41：35．5 4．5�
45 オールオブナイト 牝2黒鹿54 M．デムーロ市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 410＋ 21：35．6� 4．5�

（仏）

57 マイネマレフィカ 牝2栗 54 C．ルメール �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 432－ 41：35．7� 6．8�

（仏）

34 アイスブレイク 牝2青鹿54 武 豊安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 474± 01：35．8� 13．7�
11 ナムラキッス 牝2黒鹿54 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春 456－ 21：36．01� 11．7	
33 ビアンコカンドーレ 牝2芦 54 C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438－ 8 〃 クビ 8．1


（豪）

712 ティップトップ 牝2鹿 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 41：36．1� 21．1�

813 コスモアイオライト 牝2芦 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 宮本 博 浦河 猿橋 義昭 446± 01：36．2クビ 74．7�
711 アクトナチュラリー 牝2鹿 54 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 460－ 21：36．83� 3．8
46 ヒデノヒロイン 牝2芦 54 太宰 啓介大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 422－ 2 〃 クビ 22．9�
58 ジョーリブラン 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 420－ 21：37．01� 531．0�
610 イ レ ー ヌ 牝2栗 54 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 424－ 41：37．32 144．2�
22 レッドハミング 牝2黒鹿54 酒井 学�コオロ 坂口 正則 新冠 ムラカミファーム 408－ 81：37．83 442．3�
814 ミヤジレイナ 牝2黒鹿54 川原 正一曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 丸幸小林牧場 430－ 61：38．01� 221．4�

（兵庫）

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，535，700円 複勝： 47，328，300円 枠連： 11，180，800円
馬連： 45，623，600円 馬単： 30，360，400円 ワイド： 24，847，900円
3連複： 71，616，700円 3連単： 106，666，800円 計： 363，160，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 160円 � 180円 枠 連（4－6） 1，300円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 410円 �� 530円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 12，920円

票 数

単勝票数 計 255357 的中 � 45217（3番人気）
複勝票数 計 473283 的中 � 61326（4番人気）� 89882（1番人気）� 67267（3番人気）
枠連票数 計 111808 的中 （4－6） 6375（8番人気）
馬連票数 計 456236 的中 �� 24098（5番人気）
馬単票数 計 303604 的中 �� 7231（12番人気）
ワイド票数 計 248479 的中 �� 15375（3番人気）�� 11301（6番人気）�� 16734（1番人気）
3連複票数 計 716167 的中 ��� 31725（3番人気）
3連単票数 計1066668 的中 ��� 6093（30番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．1―12．2―12．4―11．3―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．3―48．5―1：00．9―1：12．2―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．6
3 ・（3，4）（7，12）1，9（8，11，14）（5，10）13（2，6） 4 3（4，12）（1，7，9，11，10）－（8，5）（13，14）6，2

勝馬の
紹 介

リラヴァティ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．6．30 中京2着

2011．3．5生 牝2黒鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 4戦1勝 賞金 9，300，000円
※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。

3401612月1日 晴 良 （25阪神5）第2日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時35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
1：46．6
1：45．9

良
良

22 ガリバルディ 牡2鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 498＋121：46．8 1．3�
710 シーサイドバウンド 牡2芦 55 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 466－ 81：47．01 14．2�
79 アグネスミニッツ 牡2栗 55 武 豊渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 486－ 41：48．17 6．1�
55 ダノンロンシャン 牡2芦 55 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 11．1�
68 エクストレミティー 牡2鹿 55 C．ウィリアムズ P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492－ 21：48．2� 13．7	

（豪）

33 ウルパラクア 牡2鹿 55 幸 英明金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 448－ 61：48．73 247．9


56 ハーレムシェイク �2鹿 55 後藤 浩輝 �二風谷ファーム 小崎 憲 熊本 有限会社
宮村牧場 414－ 61：48．91	 156．1�

44 マイネルティエラ 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高野 友和 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 21：49．11	 86．7�

11 テイエムオドロキ 牝2栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 432－ 41：49．31 370．6
811 クニサキオペラ 牝2鹿 54 酒井 学國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 446－ 61：49．51	 332．2�
812 ウインアルチザン 牡2鹿 55

52 ▲森 一馬�ウイン 梅田 智之 新ひだか 幌村牧場 470± 0 〃 クビ 500．0�
67 ロードヴォルケーノ 牡2鹿 55 C．ルメール �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 456± 01：49．92
 18．5�

（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，053，600円 複勝： 125，488，500円 枠連： 12，485，200円
馬連： 43，203，400円 馬単： 45，828，400円 ワイド： 25，433，100円
3連複： 66，054，800円 3連単： 177，287，500円 計： 532，834，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 250円 � 140円 枠 連（2－7） 240円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 290円 �� 180円 �� 620円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 370536 的中 � 229187（1番人気）
複勝票数 計1254885 的中 � 915421（1番人気）� 40202（6番人気）� 108514（2番人気）
枠連票数 計 124852 的中 （2－7） 38563（1番人気）
馬連票数 計 432034 的中 �� 43911（4番人気）
馬単票数 計 458284 的中 �� 36211（4番人気）
ワイド票数 計 254331 的中 �� 20704（4番人気）�� 44108（1番人気）�� 8171（10番人気）
3連複票数 計 660548 的中 ��� 60603（3番人気）
3連単票数 計1772875 的中 ��� 43692（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．4―12．1―12．3―12．2―11．4―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．4―47．5―59．8―1：12．0―1：23．4―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．8
3 10（8，11）（5，7）12（2，9）－（1，4，3）－6 4 10，8，11－5（7，3）（2，12）9（1，4，6）

勝馬の
紹 介

ガリバルディ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zafonic デビュー 2013．8．3 新潟2着

2011．2．7生 牡2鹿 母 シ ェ ン ク 母母 Buckwig 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

追 加 記 事（第 5回阪神競馬第 1日第 2競走）
〔その他〕　　ウイットウ号は，競走中に疾病〔右第３中手骨罅裂骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3401712月1日 晴 良 （25阪神5）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時25分 （芝・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
2：00．8
1：59．9

良
良

11 ミッキーデータ 牡2鹿 55 C．ウィリアムズ 野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 502 ―2：03．7 2．4�
（豪）

810 コ ル サ ー レ 牡2黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 488 ―2：04．23 3．7�
（仏）

77 アドマイヤコウベ 牡2鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 526 ―2：04．41 3．8�
78 エイシンミッキー 牡2鹿 55 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 472 ―2：04．61� 15．4�
33 メジャーホープ 牡2栗 55 内田 博幸阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 482 ―2：04．7� 118．9	
22 ナインテイルズ 牡2栗 55 M．デムーロ岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 490 ―2：04．8� 21．6


（仏）

55 ヒルノアドリアーノ 牡2鹿 55 戸崎 圭太�ヒルノ 北出 成人 新冠 榊原 光子 438 ― 〃 クビ 36．7�
66 ア バ ン サ ル 牡2栗 55 幸 英明今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 486 ―2：05．22� 36．3�
44 リゼタイムス 牝2栗 54 浜中 俊飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 396 ― 〃 アタマ 45．0
89 ハートフルデイズ 牝2栗 54 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 クビ 9．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，002，700円 複勝： 33，924，800円 枠連： 11，497，900円
馬連： 40，978，100円 馬単： 35，531，100円 ワイド： 21，385，000円
3連複： 57，418，400円 3連単： 118，867，500円 計： 346，605，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 150円 � 120円 枠 連（1－8） 360円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 250円 �� 180円 �� 290円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 2，920円

票 数

単勝票数 計 270027 的中 � 90995（1番人気）
複勝票数 計 339248 的中 � 90494（1番人気）� 52041（3番人気）� 78292（2番人気）
枠連票数 計 114979 的中 （1－8） 24043（2番人気）
馬連票数 計 409781 的中 �� 48102（2番人気）
馬単票数 計 355311 的中 �� 25578（3番人気）
ワイド票数 計 213850 的中 �� 20329（2番人気）�� 33990（1番人気）�� 16675（3番人気）
3連複票数 計 574184 的中 ��� 69969（1番人気）
3連単票数 計1188675 的中 ��� 30046（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．6―13．6―12．5―12．6―12．5―11．9―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―37．9―51．5―1：04．0―1：16．6―1：29．1―1：41．0―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．6
1
3
1，3（6，8）2，7（5，10）－（4，9）
1，3（2，8）6（5，7）10，4，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーデータ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Roy 初出走

2011．3．6生 牡2鹿 母 デ ー タ 母母 Dama Imperial 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3401812月1日 晴 良 （25阪神5）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時55分 （芝・右）

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� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

48 ボ ワ レ ッ ト 牝2鹿 54 福永 祐一�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466 ―1：22．6 10．0�

47 クインズラッシュ 牝2芦 54 岩田 康誠 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 446 ―1：22．91� 6．6�
35 チョウアコガレ 牝2鹿 54 M．ギュイヨン 丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 404 ― 〃 クビ 202．5�

（仏）

713 キミニヒトメボレ 牝2栗 54 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 446 ―1：23．0クビ 20．5�
（豪）

714 ファービヨンド 牝2栗 54 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444 ―1：23．1� 19．6	

（仏）

12 メイショウサルーテ 牝2鹿 54 熊沢 重文松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 484 ― 〃 ハナ 86．8

510 ヒルノマテーラ 牝2黒鹿54 津村 明秀�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 440 ― 〃 クビ 70．2�
818 レモンティー 牝2黒鹿54 幸 英明中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 452 ―1：23．41� 26．3�
24 ムーンシャイン 牝2鹿 54 太宰 啓介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 450 ―1：23．5� 219．4
816 サダムアリガトウ 牝2鹿 54 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482 ― 〃 アタマ 1．7�
817 エイユーチャキーラ 牝2鹿 54 国分 恭介笹部 和子氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 426 ―1：23．71� 25．8�
612 ツルミユニコーン 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬�鶴見ホース 柴田 光陽 日高 田端牧場 492 ―1：23．91 247．0�
23 クイズリングテラス 牝2鹿 54 大野 拓弥要海 伸治氏 崎山 博樹 浦河 高野牧場 444 ―1：24．0� 75．8�
59 スズカローラー 牝2鹿 54 後藤 浩輝永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 454 ―1：24．21� 14．7�
715 マサノロマンス 牝2鹿 54 佐久間寛志猪野毛雅人氏 田所 秀孝 新ひだか 猪野毛牧場 436 ―1：24．41� 88．2�
36 レインボーダンス 牝2栗 54 酒井 学幅田 京子氏 加用 正 浦河 信岡牧場 436 ―1：24．5� 43．2�
11 ミヤジマルゴ 牝2鹿 54 浜中 俊曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 守矢牧場 552 ―1：26．110 16．3�
611 メイショウナギサ 牝2栗 54 戸崎 圭太松本 好雄氏 中村 均 様似 中脇 一幸 450 ―1：27．48 127．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，360，600円 複勝： 50，007，900円 枠連： 21，222，200円
馬連： 45，908，200円 馬単： 37，886，900円 ワイド： 25，136，200円
3連複： 68，514，100円 3連単： 110，493，300円 計： 388，529，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 340円 � 540円 � 5，370円 枠 連（4－4） 4，570円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 7，850円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 14，410円 �� 18，260円

3 連 複 ��� 187，970円 3 連 単 ��� 823，680円

票 数

単勝票数 計 293606 的中 � 23238（3番人気）
複勝票数 計 500079 的中 � 42963（2番人気）� 24934（4番人気）� 2158（17番人気）
枠連票数 計 212222 的中 （4－4） 3432（14番人気）
馬連票数 計 459082 的中 �� 9056（10番人気）
馬単票数 計 378869 的中 �� 3566（21番人気）
ワイド票数 計 251362 的中 �� 5920（11番人気）�� 420（97番人気）�� 331（106番人気）
3連複票数 計 685141 的中 ��� 269（307番人気）
3連単票数 計1104933 的中 ��� 99（1284番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．6―12．0―12．0―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．3―46．3―58．3―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボ ワ レ ッ ト �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Lemon Drop Kid 初出走

2011．2．26生 牝2鹿 母 ラヴゴッデス 母母 Controlling 1戦1勝 賞金 7，000，000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。



3401912月1日 晴 良 （25阪神5）第2日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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

611 シゲルケンシン 牡6鹿 57 戸崎 圭太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 474± 01：24．4 5．0�
816 エイシンライアン 牡3黒鹿56 岩田 康誠平井 克彦氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 468＋ 21：24．5� 2．9�
713 ジョーラプター 牡4鹿 57 後藤 浩輝上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 470＋ 61：24．71� 36．0�
612� アドマイヤシャドウ 牡4鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 476± 0 〃 クビ 34．3�
11 メイショウゾンビ 牡4鹿 57 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 484－ 21：25．01	 8．6�
35 ハ ヤ ブ サ 牡4鹿 57 R．ムーア 西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 470＋ 61：25．21 3．8�

（英）

815 トランザムスター 牡3鹿 56 内田 博幸 	キャロットファーム 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B548＋ 21：25．3� 9．4


47 テイエムキュウベエ 牡4栗 57 小牧 太竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 514＋ 81：25．72� 54．2�
59 スマートマーズ 牡4栗 57 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 浦河 大島牧場 454－ 81：25．8	 26．7�
510 テイエムエビスオー 牡5鹿 57 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 508－ 2 〃 ハナ 382．5
24 � ニホンピロオーロラ 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 440－22 〃 ハナ 43．0�
48 ジョウショーキング 牡4青鹿57 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 484＋ 81：26．0	 18．6�
23 � サウンドブレーヴ 牡4栗 57 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 494＋ 41：26．21� 104．0�
714 ヴァルナビット 牡4栗 57 大野 拓弥田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 496± 01：26．83� 214．4�
12 � ミッキーワールド 牡4青鹿57 川原 正一三木 久史氏 中村 均 浦河 櫛桁牧場 490＋151：26．9� 341．6�

（兵庫）

36 シ ゲ ル ユ ズ 牡4鹿 57 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 友田牧場 488± 01：27．32� 52．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，909，500円 複勝： 40，812，000円 枠連： 17，018，700円
馬連： 58，164，900円 馬単： 35，129，000円 ワイド： 29，331，900円
3連複： 79，470，400円 3連単： 119，766，700円 計： 407，603，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 150円 � 560円 枠 連（6－8） 450円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，240円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 6，310円 3 連 単 ��� 27，540円

票 数

単勝票数 計 279095 的中 � 44045（3番人気）
複勝票数 計 408120 的中 � 81369（2番人気）� 92346（1番人気）� 12688（9番人気）
枠連票数 計 170187 的中 （6－8） 28346（1番人気）
馬連票数 計 581649 的中 �� 52380（3番人気）
馬単票数 計 351290 的中 �� 14722（5番人気）
ワイド票数 計 293319 的中 �� 23851（2番人気）�� 5534（14番人気）�� 3724（23番人気）
3連複票数 計 794704 的中 ��� 9305（20番人気）
3連単票数 計1197667 的中 ��� 3210（72番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．2―12．0―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―47．1―59．1―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルケンシン �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 クロコルージュ デビュー 2009．11．14 京都7着

2007．5．4生 牡6鹿 母 シゲルアマゾネス 母母 イクノディクタス 34戦3勝 賞金 46，820，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 1頭 ホッコージョイフル号
（非抽選馬） 2頭 オレタチセッカチ号・シゲルキンカン号
※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。

3402012月1日 晴 良 （25阪神5）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

712 ピンウィール 牝4栗 55 M．デムーロ�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 458－ 21：52．2 12．6�
（仏）

35 エアラギオール 牡5黒鹿57 福永 祐一 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム 496－ 61：52．3� 3．0�
47 スズカウラノス 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 458± 01：52．62 19．1�
23 ソルモンターレ 牡7鹿 57

54 ▲森 一馬�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B468± 01：52．7� 6．3�
46 シゲルモトナリ 牡6黒鹿57 国分 恭介森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 512＋ 21：52．8� 78．0	
34 アドマイヤジャコモ 牡5鹿 57 M．ギュイヨン 近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 510＋101：53．01 128．8


（仏）

22 � シルクプラズマ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 470＋ 41：53．32 87．7�
11 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿55 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 4 〃 クビ 18．0
611 エクセルフラッグ 牡6鹿 57 酒井 学橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 508－ 21：53．4� 269．2�
610 エクストラセック 牡6栗 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506－ 41：53．71� 10．2�
815 ファーマジェンヌ 牝4黒鹿55 川原 正一中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 492－ 21：54．12� 210．6�

（兵庫）

713 クローバーリーフ 牝5鹿 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：54．63 6．3�
（仏）

58 トミケンユークアイ 牡4黒鹿57 R．ムーア 冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 506＋ 21：54．7� 13．3�
（英）

814 ショウナンマオ 牝4鹿 55 浜中 俊国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522＋ 21：55．87 5．1�

59 ランミネルバ 牝3鹿 53 岩田 康誠�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 444－ 21：56．65 260．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，725，800円 複勝： 52，523，000円 枠連： 17，485，700円
馬連： 70，325，600円 馬単： 42，040，900円 ワイド： 33，111，300円
3連複： 97，353，200円 3連単： 155，070，500円 計： 496，636，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 350円 � 150円 � 400円 枠 連（3－7） 500円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，890円 �� 830円

3 連 複 ��� 7，430円 3 連 単 ��� 45，450円

票 数

単勝票数 計 287258 的中 � 18090（6番人気）
複勝票数 計 525230 的中 � 34228（6番人気）� 125164（1番人気）� 28797（8番人気）
枠連票数 計 174857 的中 （3－7） 26039（1番人気）
馬連票数 計 703256 的中 �� 29688（6番人気）
馬単票数 計 420409 的中 �� 6504（17番人気）
ワイド票数 計 331113 的中 �� 11270（7番人気）�� 4150（30番人気）�� 10024（9番人気）
3連複票数 計 973532 的中 ��� 9677（29番人気）
3連単票数 計1550705 的中 ��� 2518（158番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―12．7―12．4―12．6―12．8―12．9―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―22．9―35．6―48．0―1：00．6―1：13．4―1：26．3―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．8
1
3
・（8，14）－13－3，5，4，10，2，7，12（1，6）（9，15）－11・（8，14）－13，3（5，4）－（2，10）12，7，6（1，15）＝（9，11）

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

勝馬の
紹 介

ピンウィール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．3 阪神8着

2009．4．11生 牝4栗 母 オルカインパルス 母母 プ ケ コ 18戦4勝 賞金 43，440，000円
※シゲルモトナリ号は，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または施行団体名を表示している。



3402112月1日 晴 良 （25阪神5）第2日 第9競走 ��
��1，400�ポインセチア賞

発走14時25分 （ダート・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．5
1：23．1

重
重

611� ランウェイワルツ 牡2栗 55 戸崎 圭太�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 488＋181：26．4 153．8�
58 メイショウシンシア 牡2鹿 55 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 434＋ 41：26．71� 12．5�
815 グラナディラ 牝2鹿 54 幸 英明水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 512－ 21：26．91 28．9�
610	 ベストルーラー 牡2黒鹿55 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 488－ 4 〃 ハナ 2．1�
35 ビタミンエース 牡2鹿 55 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 500＋ 2 〃 クビ 27．2	
22 アンズチャン 牝2鹿 54 C．ルメールケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 456－ 81：27．11
 6．1


（仏）

814	 エイシンキサナドゥ 牡2栗 55 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

526－ 6 〃 ハナ 3．0�
712 ラフィネシチー 牝2青鹿54 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 448－ 61：27．2� 25．3
11 ケンブリッジギルド 牡2栗 55 後藤 浩輝中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 460＋ 8 〃 クビ 115．0�
34 セレッソレアル 牝2栗 54 酒井 学三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 462－ 41：27．51� 86．7�
59 グランベラミ 牝2鹿 54 内田 博幸飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 438－10 〃 クビ 138．7�
23 プ ロ ス パ ー 牡2黒鹿55 小牧 太前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ B472＋ 21：28．13� 51．2�
47 ニューヘリテージ 牡2栗 55 津村 明秀安原 浩司氏 昆 貢 浦河 安原 実 472－ 41：28．31
 37．7�
713 クリノジュロウジン 牡2栗 55 川原 正一栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 456－ 21：28．4� 502．2�

（兵庫）

46 クリノプリムラ 牝2栗 54 国分 恭介栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 428＋ 41：28．72 477．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 57，674，300円 複勝： 71，146，000円 枠連： 23，566，000円
馬連： 126，158，200円 馬単： 69，457，800円 ワイド： 48，280，400円
3連複： 138，892，000円 3連単： 273，129，400円 計： 808，304，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，380円 複 勝 � 2，280円 � 300円 � 670円 枠 連（5－6） 1，230円

馬 連 �� 52，280円 馬 単 �� 146，460円

ワ イ ド �� 10，160円 �� 13，850円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 210，480円 3 連 単 ��� 1，995，740円

票 数

単勝票数 計 576743 的中 � 2956（13番人気）
複勝票数 計 711460 的中 � 7277（12番人気）� 73666（4番人気）� 26975（7番人気）
枠連票数 計 235660 的中 （5－6） 14228（4番人気）
馬連票数 計1261582 的中 �� 1781（55番人気）
馬単票数 計 694578 的中 �� 350（128番人気）
ワイド票数 計 482804 的中 �� 1161（59番人気）�� 850（64番人気）�� 4978（24番人気）
3連複票数 計1388920 的中 ��� 487（213番人気）
3連単票数 計2731294 的中 ��� 101（1344番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．4―13．1―12．4―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．1―36．5―49．6―1：02．0―1：14．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F36．8
3 10，11（3，14）（1，9）4（7，8，15）（6，12）（2，5）－13 4 ・（10，11）14（3，9，15）1，8（4，12）（2，7，5）13，6

勝馬の
紹 介

�ランウェイワルツ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト

2011．3．4生 牡2栗 母 ラウンドダンス 母母 リアルファンシー 1戦1勝 賞金 9，829，000円
地方デビュー 2013．7．17 門別

〔制裁〕 プロスパー号の騎手小牧太は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・6番）
※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。

3402212月1日 晴 良 （25阪神5）第2日 第10競走 ��
��2，000�2013ゴールデン ブーツ トロフィー

発走15時00分 （国際騎手招待） （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下 中央競馬の競走馬登録（再登録を受けた馬にあっては当該
再登録）を受けた時以降，24．12．1以降25．11．24まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る。；負担重量
は，3歳57�4歳以上58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

34 ウエスタンレベッカ 牝3鹿 55 R．ヒューズ 西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 426－ 42：00．5 28．0�
（英）

23 シャイニーハーツ 牡3栗 57 A．シュタルケ 小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 464－ 22：00．71� 6．8�
（独）

610 ウインアルザス 牡3鹿 57 P．スマレン�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 502± 02：00．8� 13．6�
（愛）

712 マイネルシュライ 牡5青 58 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484－14 〃 ハナ 21．8�
59 タガノレイヨネ 牡4栗 58 C．ウィリアムズ 八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 6 〃 クビ 6．2�
（豪）

46 ヒロノプリンス 牡3鹿 57 福永 祐一サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 458－ 22：01．01 21．2	
713 ニシノテキーラ 牝5鹿 56 戸崎 圭太西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 476＋ 8 〃 クビ 34．8

815 タイキプレミアム 牡4鹿 58 R．ムーア �大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 478＋ 6 〃 アタマ 4．3�

（英）

58 	 コモノドラゴン 牡5栗 58 岩田 康誠永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 476－102：01．21 24．6
611 セトノフラッパー 牝3栗 55 D．ホワイト 難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 440＋ 82：01．3� 30．0�

（香港）

47 サダムロードショー 牡3鹿 57 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 456－ 4 〃 クビ 3．8�

22 	 タンスチョキン 牝3鹿 55 G．スティーヴンス 栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 462± 02：01．4クビ 194．2�
（米）

11 エアポートメサ 牡5栗 58 川田 将雅新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 458＋ 6 〃 クビ 26．3�
35 アイファーファルコ 牡4栗 58 M．ギュイヨン 中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 444± 02：01．5
 43．9�

（仏）

814 ヤマニンファラオ 牡4栗 58 川原 正一土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 492＋142：06．2大差 11．6�
（兵庫）

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，963，700円 複勝： 66，557，200円 枠連： 35，777，400円
馬連： 133，800，700円 馬単： 71，977，300円 ワイド： 52，083，400円
3連複： 177，037，500円 3連単： 287，431，000円 計： 866，628，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，800円 複 勝 � 810円 � 290円 � 500円 枠 連（2－3） 5，010円

馬 連 �� 7，940円 馬 単 �� 21，700円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 4，640円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 38，410円 3 連 単 ��� 284，740円

票 数

単勝票数 計 419637 的中 � 11840（11番人気）
複勝票数 計 665572 的中 � 19658（13番人気）� 69601（4番人気）� 34141（6番人気）
枠連票数 計 357774 的中 （2－3） 5274（23番人気）
馬連票数 計1338007 的中 �� 12444（35番人気）
馬単票数 計 719773 的中 �� 2448（89番人気）
ワイド票数 計 520834 的中 �� 5029（37番人気）�� 2727（59番人気）�� 7271（19番人気）
3連複票数 計1770375 的中 ��� 3402（140番人気）
3連単票数 計2874310 的中 ��� 745（984番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．6―12．6―12．4―12．4―11．9―11．3―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．5―36．1―48．7―1：01．1―1：13．5―1：25．4―1：36．7―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1
1
3
10，9，6（11，14）4（5，8，12）（3，13）－7，15（2，1）
10，9（6，14）（11，12）4，8（5，13）3，7（2，1）15

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンレベッカ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．11．3 京都4着

2010．4．22生 牝3鹿 母 ウエスタンデンコー 母母 ミュージカルラーク 14戦3勝 賞金 40，623，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 シャイニーハーツ号の騎手A．シュタルケは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8

番）
※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。

２レース目



3402312月1日 晴 良 （25阪神5）第2日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，800�第14回ジャパンカップダート（ＧⅠ）

発走15時40分 （国際招待） （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞・日本地方競馬馬主振興協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 130，000，000円 52，000，000円 33，000，000円 20，000，000円 13，000，000円
付 加 賞 3，444，000円 984，000円 492，000円
参加記念品
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：48．5
1：47．8
1：48．8

重
重
良

612 ベルシャザール 牡5青鹿57 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 538＋ 21：50．4 8．4�
（仏）

48 ワンダーアキュート 牡7鹿 57 武 豊山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム 522＋ 3 〃 クビ 15．7�
36 ホッコータルマエ 牡4鹿 57 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム 506－ 21：50．5� 1．9�
47 ブライトライン 牡4青 57 福永 祐一�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 528＋ 61：51．03 23．1�
714 ニホンピロアワーズ 牡6青鹿57 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 540＋ 81：51．21	 13．4	
713 グランドシチー 牡6鹿 57 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 492－ 6 〃 アタマ 115．8

24 エスポワールシチー 牡8栗 57 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 幾千世牧場 506± 01：51．41 10．1�
816
 テスタマッタ 牡7鹿 57 D．ホワイト 吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford

Farm 516＋ 1 〃 クビ 192．4�
（香港）

611 ソリタリーキング 牡6黒鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462－ 3 〃 ハナ 74．0
23 メ ー デ イ ア 牝5鹿 55 浜中 俊 �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム 506＋ 2 〃 アタマ 74．8�
12 グレープブランデー 牡5黒鹿57 M．デムーロ �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B524－101：51．61	 43．0�

（仏）

59 ナイスミーチュー 牡6鹿 57 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：51．7� 81．5�
11 ローマンレジェンド 牡5黒鹿57 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 512－ 21：51．8� 6．3�
815 インカンテーション 牡3鹿 55 大野 拓弥�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 486± 01：52．01	 35．9�
35 クリソライト 牡3鹿 55 内田 博幸 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 508＋ 81：52．1� 29．5�
510� パンツオンファイア 牡5黒鹿57 G．スティーヴンス G．ホール＆L．ホール K．ブリーン 米 K & G

Stables 544 1：52．73� 40．5�
（Pants On Fire（USA）） （米） （米）

（16頭）

売 得 金
単勝： 494，212，500円 複勝： 686，820，300円 枠連： 365，996，300円 馬連： 1，718，511，600円 馬単： 1，068，995，600円
ワイド： 650，236，500円 3連複： 2，700，329，800円 3連単： 6，013，187，500円 5重勝： 685，271，600円 計： 14，383，561，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 250円 � 260円 � 110円 枠 連（4－6） 2，490円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 9，810円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 380円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 24，440円

5 重 勝
対象競走：中山10R／阪神10R／中山11R／中京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 4，111，630円

票 数

単勝票数 計4942125 的中 � 464027（3番人気）
複勝票数 計6868203 的中 � 506838（3番人気）� 483981（4番人気）� 2863939（1番人気）
枠連票数 計3659963 的中 （4－6） 108610（11番人気）
馬連票数 計17185116 的中 �� 261511（13番人気）
馬単票数 計10689956 的中 �� 80457（30番人気）
ワイド票数 計6502365 的中 �� 104639（14番人気）�� 438318（3番人気）�� 513598（2番人気）
3連複票数 計27003298 的中 ��� 925693（4番人気）
3連単票数 計60131875 的中 ��� 181644（70番人気）
5重勝票数 計6852716 的中 ����� 123

ハロンタイム 12．4―11．0―13．4―12．4―12．4―12．2―12．0―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．8―49．2―1：01．6―1：13．8―1：25．8―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルシャザール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．10．9 京都1着

2008．4．25生 牡5青鹿 母 マルカキャンディ 母母 ジーナロマンティカ 16戦6勝 賞金 326，653，000円
〔発走状況〕 パンツオンファイア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 パンツオンファイア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 パンツオンファイア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年1月1日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ケイアイレオーネ号・ナムラタイタン号・フリートストリート号・ベストウォーリア号
※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。

3402412月1日 晴 良 （25阪神5）第2日 第12競走 ��
��1，600�2013ゴールデン ホイップ トロフィー

発走16時20分 （国際騎手招待） （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下 中央競馬の競走馬登録（再登録を受けた馬にあっては当該
再登録）を受けた時以降，24．12．1以降25．11．24まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る。；負担重量
は，3歳57�4歳以上58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

611 オースミナイン 牡3鹿 57 P．スマレン�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 472± 01：33．1 2．6�
（愛）

59 � タマモマーブル 	5栗 58 川原 正一タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 482－ 41：33．31
 22．8�
（兵庫）

815 ショウナンマハ 牝5黒鹿56 R．ヒューズ�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 458－ 6 〃 クビ 66．2�
（英）

23 ロードエアフォース 牡5鹿 58 A．シュタルケ �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 21：33．51� 12．8�
（独）

11 メジャーアスリート 牡4栗 58 浜中 俊�G1レーシング 高木 登 浦河 有限会社
松田牧場 508－ 2 〃 ハナ 24．4	

35 オ リ ー ビ ン 牡4栗 58 福永 祐一吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 484＋22 〃 ハナ 4．2

47 ツルミプラチナム 牡6黒鹿58 D．ホワイト �鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 472－ 4 〃 ハナ 31．8�

（香港）

34 クッカーニャ 牝4青鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 460± 01：33．6クビ 6．4�
46 ゼンノルジェロ 牡5青 58 C．ウィリアムズ 大迫久美子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 19．7

（豪）

22 � ロードロックスター 牡7鹿 58 G．スティーヴンス �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm 510－ 8 〃 クビ 44．3�
（米）

814 プリンセスジャック 牝3栗 55 川田 将雅�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 472± 01：33．7 8．0�
713 ノーブルディード 牡5黒鹿58 内田 博幸 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム 502－ 21：33．8クビ 33．4�
58 アルティシムス 牡5鹿 58 M．ギュイヨン �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 21：34．43� 32．1�
（仏）

712 イセノスバル 牡7青 58 岩田 康誠大橋 正子氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 516－ 61：34．72 157．4�
610 オースミレジスタ 牡6青鹿58 R．ムーア �オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 542± 01：36．29 170．1�

（英）

（15頭）

売 得 金
単勝： 85，587，900円 複勝： 112，335，000円 枠連： 66，437，100円
馬連： 231，866，100円 馬単： 130，561，700円 ワイド： 97，879，200円
3連複： 308，298，200円 3連単： 596，063，200円 計： 1，629，028，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 440円 � 1，120円 枠 連（5－6） 1，990円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 3，080円 �� 14，580円

3 連 複 ��� 58，840円 3 連 単 ��� 246，720円

票 数

単勝票数 計 855879 的中 � 263261（1番人気）
複勝票数 計1123350 的中 � 294805（1番人気）� 56412（6番人気）� 19545（13番人気）
枠連票数 計 664371 的中 （5－6） 24721（10番人気）
馬連票数 計2318661 的中 �� 49807（10番人気）
馬単票数 計1305617 的中 �� 20311（13番人気）
ワイド票数 計 978792 的中 �� 25022（8番人気）�� 7748（35番人気）�� 1602（81番人気）
3連複票数 計3082982 的中 ��� 3867（162番人気）
3連単票数 計5960632 的中 ��� 1783（665番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．2―11．6―12．0―11．2―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．7―34．9―46．5―58．5―1：09．7―1：21．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミナイン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2012．11．4 京都3着

2010．2．23生 牡3鹿 母 エアイゾルテ 母母 ニフテイアンドニート 10戦4勝 賞金 60，517，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時25分に変更。
※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。

５レース目



（25阪神5）第2日 12月1日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

424，240，000円
2，080，000円
11，440，000円
6，410，000円
41，510，000円
20，520，000円
63，963，000円
19，258，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
900，681，200円
1，370，245，700円
602，834，100円
2，597，650，800円
1，630，495，600円
1，051，509，200円
3，888，117，900円
8，187，788，600円
685，271，600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
5 重 勝
計 20，914，594，700円

総入場人員 27，335名 （有料入場人員 25，447名）
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