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3404912月14日 晴 稍重 （25阪神5）第5日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （ダート・右）

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� コースレコード

中央レコード
1：23．5
1：23．1

重
重

24 カレンコティヤール 牝2栗 54 和田 竜二鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 454－ 61：26．0 89．3�
12 ハンマークラビア 牝2黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456－ 21：26．32 3．9�

（仏）

59 ワ デ ィ 牝2栗 54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456－ 4 〃 ハナ 3．3�

11 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 472－101：27．04 9．0�

47 ヒロノメビウス 牝2栗 54 国分 優作守内ひろ子氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ
ファーム 450－ 41：27．1� 236．9�

713 ダンシングバトー 牝2芦 54 太宰 啓介山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 B458－ 61：27．31� 18．9	
510 パンズラビリンス 牝2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 428－141：27．72� 93．4


（仏）

48 トーセンクラウド 牝2栗 54 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 日高 有限会社 エ
スティファーム 468－ 61：27．91 2．4�

611 アスカクイン 牝2栗 54 藤田 伸二上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 450－ 21：28．21� 38．6
816 ジュエルハートコン 牝2鹿 54 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 460－ 21：28．3� 409．4�
23 アリュージョン 牝2鹿 54 高倉 稜 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 2 〃 ハナ 51．5�
35 アップルシェア 牝2鹿 54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 452－ 41：28．4クビ 174．3�
714 エスコルピオン 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬有限会社シルク野村 彰彦 日高 いとう牧場 470＋ 81：28．72 149．1�
36 コウエイユニバース 牝2栗 54 藤岡 康太伊東 政清氏 五十嵐忠男 新ひだか 上村 清志 460－ 2 〃 ハナ 42．6�
612 ラガーリンドー 牝2鹿 54 秋山真一郎奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 448＋ 41：28．8� 249．1�
815 シュンメガミ 牝2栗 54 熊沢 重文石川 博氏 川村 禎彦 浦河 谷口牧場 466＋ 61：29．54 688．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，325，100円 複勝： 52，267，700円 枠連： 11，190，300円
馬連： 41，451，200円 馬単： 30，656，800円 ワイド： 22，940，900円
3連複： 69，705，800円 3連単： 119，255，700円 計： 370，793，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，930円 複 勝 � 1，280円 � 170円 � 160円 枠 連（1－2） 3，090円

馬 連 �� 13，500円 馬 単 �� 42，220円

ワ イ ド �� 2，800円 �� 2，890円 �� 280円

3 連 複 ��� 12，010円 3 連 単 ��� 194，720円

票 数

単勝票数 計 233251 的中 � 2060（9番人気）
複勝票数 計 522677 的中 � 7066（9番人気）� 96856（3番人気）� 107940（2番人気）
枠連票数 計 111903 的中 （1－2） 2676（8番人気）
馬連票数 計 414512 的中 �� 2267（23番人気）
馬単票数 計 306568 的中 �� 536（67番人気）
ワイド票数 計 229409 的中 �� 1819（21番人気）�� 1763（23番人気）�� 24656（3番人気）
3連複票数 計 697058 的中 ��� 4286（28番人気）
3連単票数 計1192557 的中 ��� 452（334番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．9―48．7―1：01．1―1：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．3
3 4，5，7（1，9）（3，13）（8，14）（6，12）（2，16）15（11，10） 4 4，5（7，9）（1，13）（3，8）（14，2）（6，12）16（11，10）15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カレンコティヤール �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．6．29 中京8着

2011．4．15生 牝2栗 母 タシロスプリング 母母 セ ナ リ オ 4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。

3405012月14日 晴 稍重 （25阪神5）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時40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

711 レッドアルゴ 牡2鹿 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 友道 康夫 新冠 ハシモトフアーム 534± 01：55．0 1．5�
（仏）

610 トラキチシャチョウ 牡2鹿 55 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 464－ 6 〃 クビ 57．8�
45 セントコロナ 牡2栗 55 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498－ 41：55．95 4．7�

（豪）

46 ショウナンガッチャ 牡2栗 55 和田 竜二国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 476＋ 61：56．11� 16．3�
813 シゲルヒタチ 牡2栗 55 藤田 伸二森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 470＋ 21：56．42 8．4	
69 ヤマニンピエジェ 牡2鹿 55 浜中 俊土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 出羽牧場 536－ 61：56．5� 54．9

57 クリノダイコクテン 牡2栃栗55 高倉 稜栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 480－ 41：56．6� 71．2�
712 シゲルエッチュウ 牡2鹿 55 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B440－ 81：57．87 286．8�
34 イゾラベッラ 牡2芦 55 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 536± 0 〃 クビ 11．5
22 テイエムイチリュウ 牡2栗 55 藤岡 康太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 山際牧場 484＋ 21：58．75 232．0�
11 テイエムハヤカゼ 牡2栗 55 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 496－ 21：58．8� 245．6�
814 ブラックグランデ 牡2黒鹿55 上村 洋行大河 裕之氏 的場 均 日高 中川 欽一 460± 01：58．9� 498．2�
33 トウケイアロー 牡2鹿 55 熊沢 重文木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 増本牧場 468＋ 42：00．8大差 355．7�
58 ア バ ン サ ル 牡2栗 55 太宰 啓介今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 492＋ 62：07．8大差 41．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，489，800円 複勝： 76，630，500円 枠連： 10，503，100円
馬連： 39，264，000円 馬単： 35，188，500円 ワイド： 21，742，700円
3連複： 58，318，100円 3連単： 124，356，100円 計： 392，492，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 480円 � 130円 枠 連（6－7） 1，450円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 880円 �� 160円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 15，020円

票 数

単勝票数 計 264898 的中 � 145099（1番人気）
複勝票数 計 766305 的中 � 470406（1番人気）� 13461（6番人気）� 112247（2番人気）
枠連票数 計 105031 的中 （6－7） 5374（6番人気）
馬連票数 計 392640 的中 �� 9667（10番人気）
馬単票数 計 351885 的中 �� 7090（13番人気）
ワイド票数 計 217427 的中 �� 4984（10番人気）�� 46981（1番人気）�� 3607（14番人気）
3連複票数 計 583181 的中 ��� 15520（9番人気）
3連単票数 計1243561 的中 ��� 6114（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．5―50．4―1：03．6―1：16．4―1：28．9―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドアルゴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．11．10 京都2着

2011．1．27生 牡2鹿 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス 3戦1勝 賞金 8，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕トウケイアロー号・アバンサル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月14日

まで平地競走に出走できない。
※ブラックグランデ号は，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。

第５回 阪神競馬 第５日



3405112月14日 晴 良 （25阪神5）第5日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時10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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

713 クリノカンパニー 牡2鹿 55 藤田 伸二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 三輪牧場 478± 01：36．1 9．0�
510 ミッキーラブソング 牡2黒鹿55 C．ルメール 野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 450－14 〃 クビ 6．6�

（仏）

714 キリシマホーマ 牡2鹿 55 太宰 啓介土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 496± 01：36．2� 106．3�
47 アドマイヤウイング 牝2鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 460－ 41：36．3クビ 3．5�
48 イイデフューチャー 牡2黒鹿55 和田 竜二 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 448± 0 〃 クビ 15．1�
36 エアカミュゼ 牡2黒鹿55 C．ウィリアムズ �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504± 01：36．4クビ 2．9	

（豪）

815 ジャストヴィークル 牡2鹿 55 M．デムーロ大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 504－ 4 〃 同着 8．2

（仏）

612 スリーキーパー 牝2栗 54 高倉 稜永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 456－ 61：36．82� 203．2�
23 ウ ィ ル ソ ン 牡2黒鹿55 岩田 康誠�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 456－ 21：36．9� 13．1
35 ディスクレーション 牝2栗 54 浜中 俊�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 400－ 21：37．0� 27．7�
11 デンコウガイア 牝2鹿 54 武 幸四郎田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 446± 01：37．1クビ 122．3�
24 アグネスモバイル 牝2鹿 54 秋山真一郎渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 422± 0 〃 クビ 160．8�
611 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 472＋ 21：37．2クビ 448．0�
816 キタサンゲッコウ 牝2青鹿54 国分 優作�大野商事 鹿戸 明 日高 浜本牧場 476± 01：37．62� 60．1�
59 テイエムスラッガー 牡2栗 55 藤岡 康太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 B442＋ 21：37．81� 81．7�
12 カシノワンダラー 牡2鹿 55 上村 洋行柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 454＋ 21：39．39 540．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，025，000円 複勝： 44，346，900円 枠連： 11，728，500円
馬連： 41，965，200円 馬単： 30，623，100円 ワイド： 25，392，400円
3連複： 62，785，900円 3連単： 98，839，900円 計： 338，706，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 300円 � 260円 � 1，830円 枠 連（5－7） 2，860円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 960円 �� 5，140円 �� 5，970円

3 連 複 ��� 67，450円 3 連 単 ��� 366，560円

票 数

単勝票数 計 230250 的中 � 20166（5番人気）
複勝票数 計 443469 的中 � 42506（4番人気）� 50754（3番人気）� 5267（11番人気）
枠連票数 計 117285 的中 （5－7） 3030（12番人気）
馬連票数 計 419652 的中 �� 9850（12番人気）
馬単票数 計 306231 的中 �� 4036（23番人気）
ワイド票数 計 253924 的中 �� 6852（10番人気）�� 1189（36番人気）�� 1023（43番人気）
3連複票数 計 627859 的中 ��� 687（124番人気）
3連単票数 計 988399 的中 ��� 199（636番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．2―12．4―12．5―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．5―35．7―48．1―1：00．6―1：12．2―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．5
3 ・（16，8）（3，11）（4，6）（5，10）（7，13）（2，14）15，12，1－9 4 ・（16，8）11（3，4，10）6（5，13）（7，14）（2，12，15）1－9

勝馬の
紹 介

クリノカンパニー �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2013．9．29 阪神5着

2011．4．30生 牡2鹿 母 クリノビスケット 母母 オプトライアン 6戦1勝 賞金 9，450，000円
※アグネスモバイル号は，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。

3405212月14日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（25阪神5）第5日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：15．7良・良

79 マイネルフィエスタ 牡3芦 58 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 510＋ 43：23．5 2．4�

22 マーリンシチー 牡7鹿 60 植野 貴也 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 462－ 23：23．71� 6．5�
33 メイショウムシャ 牡3黒鹿 58

56 ▲森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 506＋103：23．8クビ 59．6�
811 アルゴリズム 牡5芦 60 小坂 忠士前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 476＋ 43：24．33 15．3�
68 コウエイロックオン 牡4鹿 60 平沢 健治西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 504＋ 23：24．4� 183．5�
67 � ジョーマダガスカル �4鹿 60 林 満明上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 500＋ 4 〃 アタマ 10．3	
812 トキノフウジン 牡6黒鹿60 西谷 誠田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 460± 03：25．25 2．3

710	 ショウナンワヒネ 牝4鹿 58 田村 太雅�湘南 梅田 智之 浦河 桑田牧場 492＋ 23：25．41
 86．3�
55 ナムラバクサイ 牡3栗 58 黒岩 悠奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 平野牧場 464－ 23：25．71� 98．8
11 	 スターペスジンタ 牡4鹿 60 白浜 雄造河野和香子氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 452＋ 43：35．2大差 114．9�
56 	 ヤマカツポセイドン 牡4黒鹿60 北沢 伸也山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 466＋ 23：35．94 187．5�
44 シゲルオオカミザ 牡3栗 58 中村 将之森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 482＋10 （競走中止） 45．0�
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売 得 金
単勝： 20，884，800円 複勝： 32，147，400円 枠連： 11，266，700円
馬連： 30，967，500円 馬単： 29，049，000円 ワイド： 16，509，500円
3連複： 47，493，000円 3連単： 103，777，600円 計： 292，095，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 160円 � 810円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，310円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 6，940円 3 連 単 ��� 21，420円

票 数

単勝票数 計 208848 的中 � 71497（2番人気）
複勝票数 計 321474 的中 � 128735（1番人気）� 50190（3番人気）� 5376（7番人気）
枠連票数 計 112667 的中 （2－7） 14118（2番人気）
馬連票数 計 309675 的中 �� 40107（2番人気）
馬単票数 計 290490 的中 �� 22132（3番人気）
ワイド票数 計 165095 的中 �� 19870（2番人気）�� 2804（12番人気）�� 1877（17番人気）
3連複票数 計 474930 的中 ��� 5055（18番人気）
3連単票数 計1037776 的中 ��� 3577（58番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 53．0－3F 39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 
→�→�→	」
�
�
7，9－3＝（8，10）＝2，5，11－（4，12）1＝6
9，3，7－（8，10）2，11－（5，12）＝1－6＝4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルフィエスタ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ステートリードン デビュー 2012．7．22 札幌4着

2010．3．3生 牡3芦 母 フェリアード 母母 ユ キ グ ニ 障害：7戦1勝 賞金 20，400，000円
〔競走中止〕 シゲルオオカミザ号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 シゲルオオカミザ号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目3コーナーで競走を中止したことについて障害調教再審査。



3405312月14日 晴 良 （25阪神5）第5日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時30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

33 ビバワールド 牡2鹿 55 岩田 康誠窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 506 ―2：08．9 2．4�
11 エーティーペガサス 牡2栗 55 藤田 伸二荒木 徹氏 木原 一良 日高 正和山本牧場 458 ―2：09．0� 20．3�
44 ウィナーウェイ 牝2栗 54 藤岡 康太内田 滋三氏 村山 明 千歳 社台ファーム 476 ― 〃 アタマ 59．6�
22 グレンガイル 牡2鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 510 ―2：09．1� 6．6�
77 マイネルエアダクス 牡2芦 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 平取 坂東牧場 528 ―2：09．95 16．0	
55 ウインルゼル 牝2鹿 54 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 新冠 松浦牧場 422 ― 〃 ハナ 14．0

88 シゲルヤマト 牡2鹿 55 高倉 稜森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 守矢牧場 456 ―2：10．53� 44．9�
66 オ ル ド リ ン 牡2黒鹿55 M．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 468 ― 〃 ハナ 2．2�

（仏）

（8頭）

売 得 金
単勝： 27，168，300円 複勝： 28，566，100円 枠連： 発売なし
馬連： 38，706，200円 馬単： 32，413，900円 ワイド： 16，230，700円
3連複： 42，641，300円 3連単： 131，260，700円 計： 316，987，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 360円 � 1，120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，770円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 17，270円 3 連 単 ��� 58，890円

票 数

単勝票数 計 271683 的中 � 91853（2番人気）
複勝票数 計 285661 的中 � 84552（2番人気）� 17236（6番人気）� 4706（8番人気）
馬連票数 計 387062 的中 �� 14211（9番人気）
馬単票数 計 324139 的中 �� 6868（13番人気）
ワイド票数 計 162307 的中 �� 5390（9番人気）�� 2242（19番人気）�� 955（27番人気）
3連複票数 計 426413 的中 ��� 1823（37番人気）
3連単票数 計1312607 的中 ��� 1645（134番人気）

ハロンタイム 13．4―12．8―14．3―13．7―13．2―13．1―12．7―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―26．2―40．5―54．2―1：07．4―1：20．5―1：33．2―1：45．2―1：56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．7
1
3
3，7，8（1，5）6－4，2
3（2，6）（1，7，8，4）5

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

勝馬の
紹 介

ビバワールド 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．4．30生 牡2鹿 母 ピースオブワールド 母母 ビ バ ム ー ル 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。

3405412月14日 晴 稍重 （25阪神5）第5日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00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
1：23．5
1：23．1

重
重

814 エイシンヴァラー 牡2鹿 55 太宰 啓介�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 488 ―1：26．9 5．5�
815 マ ッ セ ナ 牡2鹿 55 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 470 ―1：27．11� 6．3�

（豪）

11 � ヴェントアウレオ 牡2栗 55 浜中 俊藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi
Fujita 480 ―1：27．42 4．1�

713 ハッピーメモリーズ 牡2芦 55 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 486 ―1：27．6	 48．0�
34 ショウナンランパダ 牝2鹿 54 岩田 康誠国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 468 ― 〃 ハナ 17．1	
22 ローレルラシーム 牡2鹿 55 M．デムーロ �ローレルレーシング 高野 友和 新冠 松浦牧場 470 ―1：27．7� 4．9


（仏）

58 サンマルゴールド 牡2鹿 55 小林 徹弥相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 450 ―1：28．33� 110．3�
47 カガフレグランス 牝2鹿 54 秋山真一郎香川 憲次氏 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 466 ―1：28．51� 6．8�
712 メイショウウケヅキ 牝2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 470 ―1：28．71 8．0
46 シアトルサンライト 牝2芦 54 高倉 稜 �グリーンファーム宮本 博 安平 ノーザンファーム 422 ― 〃 ハナ 20．7�
23 テイエムスリラー 牡2鹿 55 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか 谷口育成牧場 556 ―1：28．91
 93．9�
35 ナリタレッカー 牡2栗 55 熊沢 重文�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 504 ―1：29．0クビ 60．2�
611 ワンダーバリデス �2栗 55 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 新冠 タニグチ牧場 436 ― 〃 ハナ 63．1�
59 マッシヴロード 牡2栗 55 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 438 ― 〃 ハナ 130．4�
610 ト キ ハ イ マ 牝2青鹿 54

51 ▲森 一馬�木村牧場 沖 芳夫 日高 木村牧場 464 ―1：31．8大差 106．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，208，400円 複勝： 31，249，800円 枠連： 15，763，100円
馬連： 37，901，400円 馬単： 26，347，500円 ワイド： 19，986，900円
3連複： 54，702，100円 3連単： 81，579，000円 計： 286，738，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 200円 � 160円 枠 連（8－8） 1，330円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 440円 �� 450円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 10，090円

票 数

単勝票数 計 192084 的中 � 27681（3番人気）
複勝票数 計 312498 的中 � 39634（5番人気）� 40060（3番人気）� 56837（1番人気）
枠連票数 計 157631 的中 （8－8） 8747（7番人気）
馬連票数 計 379014 的中 �� 21617（5番人気）
馬単票数 計 263475 的中 �� 7636（6番人気）
ワイド票数 計 199869 的中 �� 11345（2番人気）�� 11240（3番人気）�� 9636（5番人気）
3連複票数 計 547021 的中 ��� 19513（1番人気）
3連単票数 計 815790 的中 ��� 5968（8番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．5―12．4―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．6―48．1―1：00．5―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンヴァラー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2011．5．12生 牡2鹿 母 エーシンラージシー 母母 エイシンルーデンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※マッシヴロード号は，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。



3405512月14日 晴 良 （25阪神5）第5日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時30分 （芝・右）
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� コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

66 キタサンラブコール 牡2鹿 55 藤田 伸二�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 458－ 61：10．1 6．8�
33 ベルルミエール 牝2鹿 54 秋山真一郎佐々木完二氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 456＋ 8 〃 クビ 12．9�
77 カシノヒカル 牡2鹿 55 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 浦河 荻伏三好フ

アーム 452＋121：10．31� 44．7�
22 テイエムチュラッコ 牝2栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 438＋ 4 〃 クビ 17．6�
78 ブルーヴァルキリー 牝2栗 54 藤岡 康太 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 428－ 21：10．51� 15．4	
11 アラタマシャトル 牡2鹿 55 浜中 俊荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 470＋ 81：10．71� 2．9

55 ハッピーロングラン 牝2鹿 54 川田 将雅馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 412＋ 21：11．12� 6．4�
44 インヴォーク 牝2栗 54 和田 竜二�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 412＋ 2 〃 ハナ 2．7�
810 カシノタロン 牝2栗 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 430＋ 21：11．2� 205．3
89 クリノジュロウジン 牡2栗 55 高倉 稜栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 454－ 21：11．62� 149．6�
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売 得 金
単勝： 26，615，100円 複勝： 40，338，000円 枠連： 10，217，900円
馬連： 46，349，900円 馬単： 34，694，600円 ワイド： 23，384，500円
3連複： 59，963，800円 3連単： 130，599，800円 計： 372，163，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 430円 � 760円 枠 連（3－6） 3，590円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 6，930円

ワ イ ド �� 890円 �� 2，400円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 30，230円 3 連 単 ��� 174，930円

票 数

単勝票数 計 266151 的中 � 30871（4番人気）
複勝票数 計 403380 的中 � 66919（3番人気）� 22783（6番人気）� 11913（8番人気）
枠連票数 計 102179 的中 （3－6） 2103（15番人気）
馬連票数 計 463499 的中 �� 11019（14番人気）
馬単票数 計 346946 的中 �� 3695（29番人気）
ワイド票数 計 233845 的中 �� 6738（12番人気）�� 2368（23番人気）�� 1673（26番人気）
3連複票数 計 599638 的中 ��� 1464（52番人気）
3連単票数 計1305998 的中 ��� 551（305番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．7―11．5―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―35．0―46．5―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．1
3 2，4（1，6）（3，8）7－（9，10）5 4 2，4（1，6）（3，8）7（9，10）－5

勝馬の
紹 介

キタサンラブコール �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2013．7．6 函館1着

2011．4．12生 牡2鹿 母 ビッグテンビー 母母 モ ガ ミ ヒ メ 6戦2勝 賞金 16，444，000円

3405612月14日 晴 稍重 （25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 7，200，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

36 トニーポケット 牡4鹿 57 C．ルメール 藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 482＋ 41：53．7 3．0�

（仏）

815 スリーアフロディテ 牝4鹿 55 C．ウィリアムズ 永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 B490－ 21：53．8� 8．0�
（豪）

11 	 ベルサリエーレ 牡3鹿 56 浜中 俊藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita 486＋ 8 〃 アタマ 2．4�

47 アニマトゥール 牝3黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 448－ 21：54．65 16．7�
816 マルカファイン 牡4栗 57 秋山真一郎河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 500＋ 41：55．02� 17．9	
510 アクシーバンダム 牡4黒鹿57 和田 竜二山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 454＋ 61：55．21� 17．1

48 サ チ ゴ ロ ウ 牡3栗 56 上村 洋行小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 B490± 01：55．41
 49．9�
23 ハンドインハンド 牡5青鹿57 国分 優作�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 540＋ 2 〃 アタマ 23．8�
713 ターフジェニック 牝3鹿 54 藤田 伸二釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル 476－ 21：55．5クビ 73．9
611 スリーフォスター 牡3黒鹿56 白浜 雄造永井商事� 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 456± 01：55．82 378．0�
612� トスカニーニ 牡3鹿 56 M．デムーロ田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 456＋ 4 〃 クビ 44．7�

（仏）

24 ジェットブリット 牡4黒鹿57 岩田 康誠�G1レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 566＋ 4 〃 ハナ 14．3�
35 トーホウビッグガン 牡3黒鹿56 藤岡 康太東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 490－ 21：55．9� 40．3�
59 	 ワイドクロス 牡4栃栗57 高倉 稜幅田 昌伸氏 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 506＋ 31：56．22 166．2�
12 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 510＋ 21：56．3クビ 343．4�
714 カシノラピス 牝4栗 55 小坂 忠士柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 432－ 61：57．25 547．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，810，900円 複勝： 46，984，600円 枠連： 19，749，600円
馬連： 62，680，800円 馬単： 41，926，000円 ワイド： 32，290，400円
3連複： 85，284，300円 3連単： 149，244，900円 計： 470，971，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 200円 � 120円 枠 連（3－8） 810円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 440円 �� 190円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 9，950円

票 数

単勝票数 計 328109 的中 � 86363（2番人気）
複勝票数 計 469846 的中 � 121749（1番人気）� 43222（3番人気）� 118189（2番人気）
枠連票数 計 197496 的中 （3－8） 18127（3番人気）
馬連票数 計 626808 的中 �� 31553（2番人気）
馬単票数 計 419260 的中 �� 11415（5番人気）
ワイド票数 計 322904 的中 �� 16260（2番人気）�� 53240（1番人気）�� 12829（3番人気）
3連複票数 計 852843 的中 ��� 46710（1番人気）
3連単票数 計1492449 的中 ��� 11072（15番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．3―12．6―12．8―12．6―12．4―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．5―50．1―1：02．9―1：15．5―1：27．9―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トニーポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．1．9 京都3着

2009．3．22生 牡4鹿 母 デビルインマインド 母母 シーキングロイヤル 17戦3勝 賞金 33，210，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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 ジョナパランセ号・ニーレンベルギア号・ミッキークリスエス号
※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。



3405712月14日 晴 良 （25阪神5）第5日 第9競走 ��
��1，800�

い な が わ

猪 名 川 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，24．12．15以降25．12．8まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

66 アドマイヤディープ 牡3鹿 54 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494± 01：48．7 1．8�
（仏）

810 サトノキングリー 牡3鹿 55 岩田 康誠里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 476－ 41：49．01� 3．8�
79 ヒロノプリンス 牡3鹿 54 国分 優作サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 462＋ 41：49．1� 11．2�
78 タイセイドリーム 牡3鹿 53 浜中 俊田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 532－ 4 〃 クビ 5．0�
44 サ ン グ ッ プ 牡5栗 54 四位 洋文加藤 信之氏 浜田多実雄 日高 加藤ステーブル 496＋ 61：49．2クビ 26．3�
11 マイファーストラヴ 牝7青鹿52 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 456－ 41：49．3� 57．5	
55 セトノフラッパー 牝3栗 52 和田 竜二難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 442＋ 21：49．4クビ 20．6

67 � ホーマンベルウィン 牡5黒鹿53 藤岡 康太久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 472＋ 41：49．5� 255．7�
33 キンショータイム 牡3栗 53 熊沢 重文礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 498＋ 41：49．71	 317．0�
22 ア ソ ル ー タ 牝5栗 52 秋山真一郎 キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 アタマ 39．5�
811 タマモベルモット 牡3鹿 52 高倉 稜タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 476± 01：49．8クビ 238．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，382，300円 複勝： 66，373，800円 枠連： 16，928，200円
馬連： 74，280，800円 馬単： 62，656，200円 ワイド： 32，948，300円
3連複： 99，383，900円 3連単： 255，983，300円 計： 647，936，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 200円 枠 連（6－8） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 180円 �� 390円 �� 450円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，240円

票 数

単勝票数 計 393823 的中 � 177088（1番人気）
複勝票数 計 663738 的中 � 309283（1番人気）� 115683（2番人気）� 47047（4番人気）
枠連票数 計 169282 的中 （6－8） 39576（2番人気）
馬連票数 計 742808 的中 �� 168090（1番人気）
馬単票数 計 626562 的中 �� 95206（1番人気）
ワイド票数 計 329483 的中 �� 59359（1番人気）�� 18818（5番人気）�� 15450（6番人気）
3連複票数 計 993839 的中 ��� 89394（2番人気）
3連単票数 計2559833 的中 ��� 84652（3番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．1―12．7―12．6―12．1―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―36．8―49．5―1：02．1―1：14．2―1：25．6―1：36．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤディープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zieten デビュー 2013．4．28 京都1着

2010．4．29生 牡3鹿 母 シ ー ズ ア ン 母母 Sunset Cafe 7戦3勝 賞金 31，686，000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。

3405812月14日 晴 稍重 （25阪神5）第5日 第10競走 ��
��1，800�

ま や

摩耶ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．12．15以降25．12．8まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

34 � ヒルノマドリード 牡4黒鹿55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 鮫川 啓一 520－ 21：53．0 4．0�
69 マイネルバイカ 牡4鹿 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 486－ 2 〃 ハナ 14．9�
814 ハ リ ケ ー ン 牡5鹿 56 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：53．1� 5．5�
33 マイネルクロップ 牡3芦 54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 494＋ 21：53．41� 4．8�

（仏）

57 アサクサショパン 牡5黒鹿54 C．ルメール 田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 486＋ 41：53．5クビ 6．9�
（仏）

712 ピンウィール 牝4栗 52 秋山真一郎�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 460＋ 21：53．71	 15．2	
11 バトードール 牡6栗 56 藤岡 康太 
キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 530＋ 2 〃 クビ 85．3�
22 コ ル ー ジ ャ 
5鹿 55 国分 優作野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 B490± 01：53．8クビ 9．2�
813 スズカルーセント 牡5鹿 56 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 506± 0 〃 ハナ 6．7
46 ドラゴンヴォイス 牡5鹿 55 藤田 伸二窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 452－ 81：53．9� 69．2�
711 リアライズキボンヌ 牝4鹿 53 浜中 俊工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 460± 01：54．0� 30．2�
610� タツパーシヴ 牡6芦 52 森 一馬日下部勝德氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm B496＋ 61：54．85 113．4�
45 � マヤノクレド 牡5鹿 54 高倉 稜田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B502＋161：55．01	 102．0�
58 スギノブレイド 
7栗 53 上村 洋行杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 506± 01：55．42� 352．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，430，900円 複勝： 72，043，500円 枠連： 31，512，500円
馬連： 113，608，500円 馬単： 63，282，400円 ワイド： 45，971，400円
3連複： 154，532，700円 3連単： 263，400，700円 計： 780，782，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 500円 � 210円 枠 連（3－6） 1，830円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 500円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 5，900円 3 連 単 ��� 31，770円

票 数

単勝票数 計 364309 的中 � 73322（1番人気）
複勝票数 計 720435 的中 � 125904（1番人気）� 29941（8番人気）� 94743（3番人気）
枠連票数 計 315125 的中 （3－6） 12716（10番人気）
馬連票数 計1136085 的中 �� 23453（16番人気）
馬単票数 計 632824 的中 �� 8435（28番人気）
ワイド票数 計 459714 的中 �� 7676（22番人気）�� 24258（2番人気）�� 7937（20番人気）
3連複票数 計1545327 的中 ��� 19355（22番人気）
3連単票数 計2634007 的中 ��� 6119（125番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．7―13．0―12．9―12．6―12．3―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．7―50．7―1：03．6―1：16．2―1：28．5―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒルノマドリード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ リ シ オ

2009．4．25生 牡4黒鹿 母 ゴールドグレース 母母 グレースウーマン 7戦4勝 賞金 49，908，000円
初出走 JRA

※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。



3405912月14日 晴 良 （25阪神5）第5日 第11競走 ��
��1，600�リゲルステークス

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万
円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：3歳54�4歳以上55�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

611 ト リ ッ プ 牡4芦 56 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 512± 01：33．6 10．6�
48 レッドアリオン 牡3鹿 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 484＋ 2 〃 ハナ 5．9�

（仏）

510 コスモソーンパーク 牡5青鹿56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 41：34．13 55．6�
35 カシノピカチュウ 牡3鹿 54 太宰 啓介柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 480＋ 61：34．2	 40．2�
612
 サンレイレーザー 牡4鹿 55 藤岡 康太永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 524± 0 〃 アタマ 3．0	
816 ミッキーパンプキン 牡7鹿 56 秋山真一郎野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム 458－ 21：34．3	 293．2

23 エーシンミズーリ 牡5黒鹿57 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 478－ 41：34．4	 11．8�
815 ワ イ ズ リ ー �5栗 56 小林 徹弥前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 462＋ 8 〃 クビ 57．7�
47 プリムラブルガリス 牡3鹿 55 浜中 俊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 486＋18 〃 アタマ 6．9
817� オセアニアボス 牡8青鹿57 熊沢 重文�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B490－ 4 〃 ハナ 194．3�
11 ブレイズアトレイル 牡4芦 56 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 506＋181：34．5クビ 6．6�

（豪）

36 ムーンリットレイク 牡5鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 456± 01：34．6	 15．5�
（仏）

713 サワノパンサー 牡7鹿 56 高倉 稜西田 和子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 562＋ 21：34．81 54．0�
714 マジェスティハーツ 牡3鹿 55 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 486－ 81：35．01	 9．1�
12 エアラフォン 牡6栗 56 四位 洋文 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋101：35．85 315．8�
59 ダイシンプラン 牡8栗 56 武 幸四郎大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 530＋12 〃 ハナ 567．8�
24 カネトシディオス 牡6黒鹿56 藤田 伸二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 458＋ 61：37．6大差 91．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 82，932，700円 複勝： 140，592，200円 枠連： 61，894，200円
馬連： 260，603，700円 馬単： 129，965，900円 ワイド： 99，104，900円
3連複： 360，337，300円 3連単： 616，535，300円 計： 1，751，966，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 310円 � 240円 � 1，070円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 8，780円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 5，070円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 41，100円 3 連 単 ��� 231，320円

票 数

単勝票数 計 829327 的中 � 61753（6番人気）
複勝票数 計1405922 的中 � 127051（4番人気）� 175345（2番人気）� 29081（11番人気）
枠連票数 計 618942 的中 （4－6） 106664（1番人気）
馬連票数 計2606037 的中 �� 50453（19番人気）
馬単票数 計1299659 的中 �� 10934（41番人気）
ワイド票数 計 991049 的中 �� 17305（23番人気）�� 4748（49番人気）�� 5388（44番人気）
3連複票数 計3603373 的中 ��� 6471（112番人気）
3連単票数 計6165353 的中 ��� 1967（605番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．5―12．0―11．8―11．2―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．3―34．8―46．8―58．6―1：09．8―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 8，9（1，11）（7，10，12）（3，6）16，5，15－（4，17）－13，2，14 4 8，11，12（1，9，10）7（3，6，16）（5，15）17，13，4，2－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ト リ ッ プ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．6 京都1着

2009．4．18生 牡4芦 母 ビーポジティブ 母母 フェアリードール 14戦4勝 賞金 99，089，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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。

3406012月14日 晴 稍重 （25阪神5）第5日 第12競走 ��1，200�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 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
1：08．8
1：08．7

重
重

11 アメージングタクト 牡3鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452± 01：12．0 8．9�

816� イエスイットイズ 牡4鹿 57 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 522－ 21：12．21� 75．2�
612 アフリカンハンター 牡5栗 57 C．ウィリアムズ H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 500＋ 4 〃 クビ 23．2�

（豪）

36 ジャマイカジョー 牡5黒鹿57 高倉 稜薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 474－ 21：12．3クビ 106．3�
713 キンシザイル 牡4鹿 57 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 486± 01：12．4� 7．5�
12 タッチシタイ 牡3栗 56 C．ルメール 小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 488± 0 〃 クビ 4．7	

（仏）

714 ワンダーフォルテ 牡5栗 57 太宰 啓介山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 506＋ 41：12．5クビ 46．4

35 マ ラ ネ ロ �4黒鹿57 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－101：12．71	 2．3�
47 ヴェアリアスムーン 牡4栗 57 和田 竜二小林 秀樹氏 高橋 亮 新冠 三村 卓也 494＋ 81：12．8クビ 34．6�
510 シゲルシゲザネ 牡6鹿 57 M．デムーロ森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 482－ 4 〃 アタマ 35．8

（仏）

23 カシノインカローズ 牝4鹿 55 四位 洋文柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 450－ 2 〃 クビ 9．5�
815 ミラクルルーマー 牡3芦 56 藤岡 康太阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 536－ 41：12．9� 19．1�
59 アグネスキズナ 牡3栗 56 岩田 康誠渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 498－ 21：13．0クビ 26．6�
24 � リアリーサムシング 牡5栗 57 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 482－ 21：13．1
 63．4�
48 シゲルアケビ 牝4鹿 55 藤田 伸二森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 466－ 21：13．31	 117．7�
611 エスケイティアラ 牝4鹿 55

52 ▲森 一馬長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 452＋ 11：14．15 310．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，512，900円 複勝： 89，028，800円 枠連： 40，782，700円
馬連： 132，382，500円 馬単： 82，699，900円 ワイド： 62，832，300円
3連複： 176，322，900円 3連単： 345，240，900円 計： 985，802，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 300円 � 1，440円 � 710円 枠 連（1－8） 2，350円

馬 連 �� 22，990円 馬 単 �� 38，810円

ワ イ ド �� 6，500円 �� 2，400円 �� 11，820円

3 連 複 ��� 77，000円 3 連 単 ��� 522，110円

票 数

単勝票数 計 565129 的中 � 50263（4番人気）
複勝票数 計 890288 的中 � 91038（4番人気）� 14679（13番人気）� 31468（8番人気）
枠連票数 計 407827 的中 （1－8） 12834（10番人気）
馬連票数 計1323825 的中 �� 4250（55番人気）
馬単票数 計 826999 的中 �� 1573（95番人気）
ワイド票数 計 628323 的中 �� 2368（63番人気）�� 6551（24番人気）�� 1295（79番人気）
3連複票数 計1763229 的中 ��� 1690（193番人気）
3連単票数 計3452409 的中 ��� 488（1118番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．1―12．0―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―35．2―47．2―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アメージングタクト �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 End Sweep デビュー 2012．6．10 阪神2着

2010．2．9生 牡3鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ 15戦3勝 賞金 35，550，000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。



（25阪神5）第5日 12月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 165頭 本 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

215，440，000円
9，720，000円
1，410，000円
19，230，000円
62，074，000円
4，868，400円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
414，786，200円
720，569，300円
241，536，800円
920，161，700円
599，503，800円
419，334，900円
1，271，471，100円
2，420，073，900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 7，007，437，700円

総入場人員 15，275名 （有料入場人員 13，848名）
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