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3408512月23日 晴 重 （24阪神5）第8日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走9時50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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

48 テイエムナデシコ 牝2黒鹿 54
51 ▲中井 裕二竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 476＋ 21：54．3 34．2�

510 サンマルジュエリー 牝2鹿 54
51 ▲菱田 裕二相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 武 牧場 480－ 6 〃 クビ 14．0�

612 ロ ゼ ラ ニ 牝2鹿 54 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 450－ 6 〃 ハナ 5．4�
36 スプリングデジレ 牝2鹿 54 熊沢 重文加藤 春夫氏 目野 哲也 様似 清水 誠一 454－ 41：54．51� 113．9�
12 マコトエクサルシス 牝2芦 54 幸 英明尾田左知子氏 梅田 智之 日高 白井牧場 460＋ 41：54．92� 12．5�
714 ハヤブサユウサン 牝2鹿 54 北村 友一武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 454＋ 21：55．0クビ 40．4�
816 エーシンウェンディ 牝2栗 54 太宰 啓介	栄進堂 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 482－ 21：55．1� 6．6

611 サンモリッツ 牝2鹿 54 川須 栄彦田口 廣氏 佐山 優 平取 有限会社中

田牧場 470± 01：55．73� 100．0�
815 ピエナサクラ 牝2栗 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 478± 0 〃 クビ 12．7�
35 エリタージュ 牝2鹿 54 国分 優作佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 460± 01：55．91� 90．7
24 ビーマイラブ 牝2鹿 54 藤岡 佑介�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 21：56．0� 4．9�
59 メイショウユウスゲ 牝2黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 落合 一巳 466＋ 21：56．31� 14．8�
11 バアゼルザウバー 牝2鹿 54 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 21：56．62 5．0�
47 スノービクトリア 牝2鹿 54

51 ▲花田 大昂 	ワイ・アール・シー 西橋 豊治 新ひだか 三石橋本牧場 430－ 61：57．02� 133．4�
713 アグネスチャンス 牝2黒鹿54 藤田 伸二渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 466－ 61：57．1� 8．8�
23 ショウチシマシタ 牝2栗 54 鮫島 良太�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 498－ 21：57．31� 71．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，078，300円 複勝： 32，105，400円 枠連： 16，020，600円
馬連： 51，337，200円 馬単： 32，824，000円 ワイド： 25，150，600円
3連複： 78，016，800円 3連単： 103，325，700円 計： 355，858，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，420円 複 勝 � 680円 � 430円 � 250円 枠 連（4－5） 7，680円

馬 連 �� 20，310円 馬 単 �� 28，810円

ワ イ ド �� 3，710円 �� 2，630円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 36，870円 3 連 単 ��� 491，970円

票 数

単勝票数 計 170783 的中 � 3938（10番人気）
複勝票数 計 321054 的中 � 11228（10番人気）� 19228（7番人気）� 38743（3番人気）
枠連票数 計 160206 的中 （4－5） 1541（24番人気）
馬連票数 計 513372 的中 �� 1866（51番人気）
馬単票数 計 328240 的中 �� 841（90番人気）
ワイド票数 計 251506 的中 �� 1655（44番人気）�� 2357（36番人気）�� 3178（28番人気）
3連複票数 計 780168 的中 ��� 1562（118番人気）
3連単票数 計1033257 的中 ��� 155（1101番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．8―12．8―13．4―13．2―12．7―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．4―49．2―1：02．6―1：15．8―1：28．5―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．5
1
3
6（4，8）15（2，10，14，16）1，5（11，12，13）3（7，9）・（4，6）8（2，10，15）（1，14，16）12（5，13）11，3（7，9）

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

勝馬の
紹 介

テイエムナデシコ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2012．11．4 京都11着

2010．4．19生 牝2黒鹿 母 アワーミスレッグス 母母 Colonial Waters 4戦1勝 賞金 5，750，000円

3408612月23日 晴 重 （24阪神5）第8日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時20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
1：23．5
1：23．1

重
重

510 シグナルプロシード 牡2鹿 55 松山 弘平髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 512＋141：24．2 10．1�
714 スズカアルファ 牡2栗 55

52 ▲菱田 裕二永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 458＋ 21：25．15 4．8�
23 ソ ン ブ レ ロ 牡2鹿 55 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 468＋ 41：25．31 6．3�
12 メモリーロワジール 牝2栗 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 武田 博 浦河 谷川牧場 484－ 81：25．4� 147．1�
35 キングズウェザー 牡2栗 55 小牧 太吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 494－ 2 〃 クビ 3．2�
713 シゲルリブラ 牡2鹿 55 高倉 稜 �ブルアンドベア 田中 章博 新冠 中央牧場 438± 01：25．5クビ 75．7	
47 ヒキャクノアシ 牡2鹿 55 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 464＋ 41：25．71� 27．5

816 メイショウサンカン 牡2黒鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 明弘 日高 浦新 徳司 494－ 4 〃 ハナ 25．8�
611 フィボナッチ 牡2鹿 55 北村 友一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 466－ 41：25．8� 36．5�
36 ディルムッド 牡2栗 55 幸 英明一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド B458＋ 61：26．01 115．2
48 ロードレグルス 牡2鹿 55 川田 将雅 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 41：26．21� 3．7�
24 アサクサライジン 牡2栗 55 国分 優作田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 472－ 8 〃 ハナ 32．4�
815 シゲルカニザ 牡2栗 55 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 小倉牧場 496－ 21：26．41� 44．9�
11 サンバビーン 牝2鹿 54

51 ▲水口 優也岡田 隆寛氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 478＋ 21：26．5クビ 57．8�
612 シゲルカミノケザ 牡2鹿 55

52 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 加藤 敬二 新冠 長浜 秀昭 456＋ 81：26．82 311．9�
59 ヤマイチフォルーテ 牡2鹿 55 小林 徹弥坂本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 競優牧場 478＋ 21：27．54 312．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，008，100円 複勝： 42，286，700円 枠連： 16，002，300円
馬連： 54，855，500円 馬単： 38，267，600円 ワイド： 29，045，700円
3連複： 80，580，800円 3連単： 121，464，200円 計： 407，510，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 260円 � 180円 � 210円 枠 連（5－7） 2，470円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，250円 �� 640円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 26，370円

票 数

単勝票数 計 250081 的中 � 19670（5番人気）
複勝票数 計 422867 的中 � 38505（5番人気）� 67893（3番人気）� 54061（4番人気）
枠連票数 計 160023 的中 （5－7） 4797（11番人気）
馬連票数 計 548555 的中 �� 16545（9番人気）
馬単票数 計 382676 的中 �� 5443（18番人気）
ワイド票数 計 290457 的中 �� 7912（9番人気）�� 5585（10番人気）�� 11727（6番人気）
3連複票数 計 805808 的中 ��� 12546（12番人気）
3連単票数 計1214642 的中 ��� 3400（68番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―12．5―12．6―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．7―47．2―59．8―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．0
3 5，10（1，16）8－（4，11，15）（6，14）7，3，9（2，13）－12 4 ・（5，10）16（1，8）（14，7）（11，15）3（4，6，13）－（2，9）12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シグナルプロシード �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー 2012．7．7 中京4着

2010．4．30生 牡2鹿 母 スイートアマポーラ 母母 スイートテイタニア 3戦1勝 賞金 6，100，000円
※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 ダンストゥナイト号・ナムラウンメイ号・ナムラシンバ号

第５回 阪神競馬 第８日



3408712月23日 晴 稍重 （24阪神5）第8日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時50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
1：33．1

良
良

612 ヘミングウェイ 牡2黒鹿55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464± 01：36．4 1．4�

510 サダムダイジョウブ 牡2青 55 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496＋ 6 〃 クビ 8．6�

714 シゲルコウマザ 牝2芦 54 高倉 稜森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 416± 01：36．5� 108．0�
816 プランスペスカ 牡2鹿 55 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 456± 01：36．92� 47．5�
35 チェネレントラ 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 21：37．11� 16．1�
713 サ チ ゴ ロ ウ 牡2栗 55 酒井 学小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 482＋ 21：37．31� 28．1	
48 クリアモーメント 牡2鹿 55 北村 友一 �社台レースホース大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B436－ 21：37．4� 20．4

611 マッハジール 牡2鹿 55 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 松平牧場 456＋ 41：37．5� 72．0�
715 ゴ ー ス ル ー 牡2鹿 55 秋山真一郎 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 450－ 8 〃 ハナ 28．4�
818 タニノセレナーデ 牝2黒鹿 54

51 ▲菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 412－ 41：37．6� 28．0
47 ホットバタードラム 牝2黒鹿54 池添 謙一 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：37．7クビ 14．4�
59 ヤマサダイス 牡2栗 55 川須 栄彦佐藤 雄司氏 加用 正 新ひだか 山際牧場 474＋ 81：37．8� 162．8�
11 ビコーピリラニ 牡2栗 55 太宰 啓介�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 470± 0 〃 クビ 42．2�
12 ワールドリーヴァ 牡2鹿 55

52 ▲藤懸 貴志�リーヴァ 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム 428± 01：38．33 37．2�

23 マテリアライズ 牝2鹿 54 国分 恭介飯田 正剛氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 456＋ 21：38．83 91．9�
817 ツーエムスイフト 牡2鹿 55 小牧 太水谷 昌晃氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 480－ 4 〃 アタマ 291．9�
36 ジョウショーレディ 牝2鹿 54 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 434－101：39．54 438．3�
24 マーブルリッキー 牡2栗 55 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 498＋281：40．56 314．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，700，000円 複勝： 152，468，800円 枠連： 22，317，300円
馬連： 66，339，000円 馬単： 62，757，200円 ワイド： 38，007，600円
3連複： 99，630，800円 3連単： 196，311，500円 計： 670，532，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 180円 � 1，220円 枠 連（5－6） 400円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，660円 �� 6，150円

3 連 複 ��� 10，280円 3 連 単 ��� 22，470円

票 数

単勝票数 計 327000 的中 � 191726（1番人気）
複勝票数 計1524688 的中 � 1169605（1番人気）� 86574（2番人気）� 7844（13番人気）
枠連票数 計 223173 的中 （5－6） 42040（2番人気）
馬連票数 計 663390 的中 �� 112663（1番人気）
馬単票数 計 627572 的中 �� 88532（1番人気）
ワイド票数 計 380076 的中 �� 64056（1番人気）�� 4820（17番人気）�� 1255（49番人気）
3連複票数 計 996308 的中 ��� 7158（33番人気）
3連単票数 計1963115 的中 ��� 6448（68番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―12．8―12．7―12．1―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．8―48．6―1：01．3―1：13．4―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．1
3 15，4，10（5，16）（12，13）（6，7）11（3，9）（8，14，17）（2，18）1 4 15（10，16）13（4，12，7，11）（5，3，9）14，6（8，2，17，18）1

勝馬の
紹 介

ヘミングウェイ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー 2012．8．5 小倉2着

2010．3．4生 牡2黒鹿 母 シェルシーカー 母母 Wilayif 5戦1勝 賞金 13，800，000円
〔騎手変更〕 サダムダイジョウブ号の騎手四位洋文は，騎乗停止のため川田将雅に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーブルリッキー号は，平成25年1月23日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シゲルワシザ号・ヤマカツカグヤヒメ号

3408812月23日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （24阪神5）第8日 第4競走 ��3，110�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：25．0良・良

33 ダイシングロウ 牡8黒鹿62 西谷 誠大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 530－ 23：27．0 3．0�
45 カネスラファール 牡8黒鹿62 横山 義行杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 498＋ 43：27．1� 9．4�
58 � トウショウデザイア 牡6鹿 60 白浜 雄造トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478＋20 〃 クビ 12．5�
813 スナークスペイン 牡5青鹿62 小坂 忠士杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 480＋143：27．95 4．4�
34 オウケンウッド 牡4芦 60 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 456－ 23：28．22 19．0�
814� モ ル エ ラ ン �7青鹿60 草野 太郎 	ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 478－ 23：28．3� 74．6

22 マ サ シ 牡4青 60 北沢 伸也岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 476＋ 23：30．7大差 44．0�
69 ト パ ン ガ �6青鹿60 高田 潤金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム 486－ 43：31．02 3．9�
57 アラタマポケット 牡6鹿 60 田村 太雅荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 480＋ 43：33．3大差 147．1
712 オンワードデューク 牝4栗 58 黒岩 悠樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 466＋ 43：37．1大差 80．6�
610 マルカファントム 牡4鹿 60 林 満明河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 458＋10 （競走中止） 57．4�
711 シャイニーブラック �5黒鹿62 熊沢 重文小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 476＋14 （競走中止） 9．9�
46 ローレルレヴァータ �5鹿 60 五十嵐雄祐 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 506＋ 2 （競走中止） 40．1�
11 サーストンムーン 牡5鹿 60 浜野谷憲尚齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 504＋14 （競走中止） 205．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，016，300円 複勝： 29，619，700円 枠連： 16，324，700円
馬連： 49，077，100円 馬単： 37，041，100円 ワイド： 24，472，000円
3連複： 75，037，200円 3連単： 128，034，800円 計： 380，622，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 230円 � 300円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 440円 �� 680円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 14，230円

票 数

単勝票数 計 210163 的中 � 55421（1番人気）
複勝票数 計 296197 的中 � 81496（1番人気）� 29385（4番人気）� 20322（6番人気）
枠連票数 計 163247 的中 （3－4） 15346（3番人気）
馬連票数 計 490771 的中 �� 31497（3番人気）
馬単票数 計 370411 的中 �� 15602（5番人気）
ワイド票数 計 244720 的中 �� 14712（3番人気）�� 8897（6番人気）�� 3887（17番人気）
3連複票数 計 750372 的中 ��� 14226（13番人気）
3連単票数 計1280348 的中 ��� 6642（33番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 51．3－3F 38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

ダイシングロウ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2007．3．25 阪神2着

2004．4．1生 牡8黒鹿 母 コウユーラヴ 母母 チャームトウショウ 障害：5戦3勝 賞金 35，800，000円
〔競走中止〕 サーストンムーン号は，1周目8号障害〔いけ垣〕着地時にバランスをくずし，騎手が落馬したため競走中止。

ローレルレヴァータ号は，2周目1コーナーでバランスをくずし転倒したため競走中止。
シャイニーブラック号は，2周目4号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
マルカファントム号は，2周目4号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「シャイニーブラック」号に触れ，騎手が落馬したため
競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 コブラボール号・シゲルハッサク号・スズカマジェスタ号・タフ号
（非抽選馬） 7頭 オンワードシェルタ号・サンレイランキング号・テイエムブユウデン号・ナドレ号・ハクサン号・

ボストンプラチナ号・リザーブカード号



3408912月23日 曇 稍重 （24阪神5）第8日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時10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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

45 エーシンショーモン 牡2黒鹿55 幸 英明�栄進堂 北出 成人 新ひだか 松本牧場 532 ―1：25．9 5．9�
711 サトノエクセル 牡2黒鹿55 秋山真一郎里見 治氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492 ―1：26．11� 16．5�
44 シンクスマイル 牝2鹿 54 浜中 俊青山 洋一氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 468 ― 〃 クビ 2．0�
33 キ ル ト 牡2鹿 55

52 ▲中井 裕二山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 402 ―1：26．2クビ 12．3�
812 ヒドゥンブレイド 牡2黒鹿55 藤岡 佑介有限会社シルク小崎 憲 安平 ノーザンファーム 480 ―1：26．41� 7．5�
57 	 クラシカルバリュー 牝2鹿 54 川田 将雅吉田 照哉氏 大久保龍志 米 Shadai Farm 434 ―1：26．5� 5．1	
22 タイキサクセション 牡2栗 55

52 ▲菱田 裕二
大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム 414 ―1：26．71� 35．9�
710 ヴェラーチェ 牡2黒鹿55 松田 大作
三嶋牧場 北出 成人 浦河 上田 五十詞 516 ―1：27．02 50．1�
813 テイケイクラレット 牝2鹿 54

51 ▲水口 優也兼松 忠男氏 野村 彰彦 新冠 芳住 革二 418 ―1：27．1
 156．1
68 オトメザミッキー 牝2栗 54 田中 健三木 久史氏 福島 信晴 安平 吉田牧場 428 ―1：27．31� 70．5�
69 スフィダンテ 牡2鹿 55 川須 栄彦
ターフ・スポート加用 正 浦河 鵜木 唯義 464 ― 〃 アタマ 34．1�
11 ダイゴヒリュウ 牡2栗 55 酒井 学長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 436 ―1：27．72� 87．1�
56 ル ー ベ ル 牡2鹿 55 太宰 啓介林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 468 ―1：28．55 76．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，719，700円 複勝： 40，839，100円 枠連： 15，411，300円
馬連： 54，552，500円 馬単： 45，534，700円 ワイド： 26，439，100円
3連複： 75，634，800円 3連単： 143，214，300円 計： 427，345，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 350円 � 110円 枠 連（4－7） 930円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 7，190円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 280円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 29，630円

票 数

単勝票数 計 257197 的中 � 34874（3番人気）
複勝票数 計 408391 的中 � 56167（3番人気）� 18488（6番人気）� 159119（1番人気）
枠連票数 計 154113 的中 （4－7） 12336（5番人気）
馬連票数 計 545525 的中 �� 9483（15番人気）
馬単票数 計 455347 的中 �� 4677（24番人気）
ワイド票数 計 264391 的中 �� 4615（15番人気）�� 27331（2番人気）�� 8531（8番人気）
3連複票数 計 756348 的中 ��� 18900（9番人気）
3連単票数 計1432143 的中 ��� 3568（86番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―12．5―13．0―12．4―11．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．2―25．3―37．8―50．8―1：03．2―1：14．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンショーモン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Red Ransom 初出走

2010．2．25生 牡2黒鹿 母 ジョイポップ 母母 Lady Danz 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 シンクスマイル号の騎手浜中俊は，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50，000円。（8番への進路影

響）

3409012月23日 曇 重 （24阪神5）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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

23 タイガーシード 牡3黒鹿56 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 496＋101：50．8 148．4�
24 ゴールデンアタック 牡4栗 57 松山 弘平�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 492＋ 2 〃 クビ 3．9�
510 アサクサショパン 牡4黒鹿57 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 494＋ 81：50．9クビ 8．1�
612 メイショウアサアケ 牡3黒鹿56 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 B502＋ 21：51．11� 4．8�
35 アドマイヤサイモン 牡4栗 57 池添 謙一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：51．73� 19．6�
713 トランソニック 牡6栗 57 小牧 太太田 美實氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 490＋ 21：51．8� 12．5	
714 グッドスピード 牡4栗 57

54 ▲中井 裕二�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 472＋ 21：51．9� 47．3

59 アドマイヤエレノア 牝4鹿 55 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B438＋ 41：52．0クビ 15．2�
12 ウインアルエット 牝3鹿 54 川島 信二�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 2 〃 ハナ 43．3�
611	 ク リ ッ ク 牝3青 54 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 富川田中牧場 492－ 21：52．1� 174．0
47 シュガーシャック 牡3栗 56 幸 英明吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 514－ 61：52．2� 3．6�
816 メイショウシャイン 牡5鹿 57

54 ▲菱田 裕二松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 490± 01：52．52 46．4�
11 ニホンピロプアラニ 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 片岡牧場 476－ 81：52．6クビ 48．9�
815	 キレイナダケデス 牝3栗 54 太宰 啓介小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 472± 0 〃 クビ 135．8�
36 シゲルダイセン 牡6鹿 57 藤田 伸二森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 480＋ 41：53．34 29．5�
48 プルーフポジティブ 牡3黒鹿 56

53 ▲藤懸 貴志山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 454＋ 4 〃 クビ 17．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，502，500円 複勝： 49，842，100円 枠連： 22，756，200円
馬連： 77，083，100円 馬単： 48，126，100円 ワイド： 37，578，700円
3連複： 109，046，800円 3連単： 158，422，200円 計： 531，357，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，840円 複 勝 � 3，100円 � 200円 � 230円 枠 連（2－2） 30，880円

馬 連 �� 28，980円 馬 単 �� 82，800円

ワ イ ド �� 8，650円 �� 11，700円 �� 600円

3 連 複 ��� 84，100円 3 連 単 ��� 1，146，240円

票 数

単勝票数 計 285025 的中 � 1514（15番人気）
複勝票数 計 498421 的中 � 3151（15番人気）� 79752（2番人気）� 62188（4番人気）
枠連票数 計 227562 的中 （2－2） 544（34番人気）
馬連票数 計 770831 的中 �� 1963（64番人気）
馬単票数 計 481261 的中 �� 429（153番人気）
ワイド票数 計 375787 的中 �� 1025（70番人気）�� 756（83番人気）�� 16757（5番人気）
3連複票数 計1090468 的中 ��� 957（194番人気）
3連単票数 計1584222 的中 ��� 102（1684番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．8―12．3―12．4―12．3―12．6―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―36．0―48．3―1：00．7―1：13．0―1：25．6―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイガーシード �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー 2011．10．2 阪神9着

2009．5．1生 牡3黒鹿 母 アイアンレディ 母母 レデイフツド 12戦2勝 賞金 14，450，000円
［他本会外：1戦0勝］



3409112月23日 曇 稍重 （24阪神5）第8日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時10分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：10．1
2：10．0

良
良

713 エックスマーク 牡3鹿 55 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：15．8 2．8�

510 アドマイヤバラード 牡3栗 55 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 520± 02：16．22� 3．7�
714 トーセンギャラリー 牡3鹿 55 北村 友一島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：16．3� 6．0�
611 コアレスドラード 牡4栗 57 太宰 啓介小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 452＋102：16．62 23．7�
47 ベンジャミン 牡4青鹿57 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 514± 02：16．81 8．3	
59 ゼログラヴィティー 牡3黒鹿55 高倉 稜吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 アタマ 65．9

816 ナリタスカイ 牝3黒鹿53 国分 恭介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 404－122：17．01� 44．1�
715 ダイシンブラック 牡3鹿 55 小牧 太大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 484＋ 42：17．1クビ 32．0�
11 テイエムオペラドン 牡3鹿 55 鮫島 良太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム 472＋ 6 〃 アタマ 81．7
818	 スターリットスカイ 牝4栗 55

52 ▲菱田 裕二永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 クビ 30．8�
36 	 メイショウリョウマ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522± 02：17．2クビ 21．9�
612 アクアブルーフライ 牡5栗 57 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 520＋10 〃 クビ 21．9�
12 ナリタポセイドン 牡3鹿 55 幸 英明�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 468－102：17．3
 20．4�
35 	 リッカタキシード 牡5黒鹿57 秋山真一郎立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 464＋ 82：17．4クビ 138．3�
48 サンライズトリプル 牡5鹿 57

54 ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 42：17．61� 67．9�

817 カレンレッドロック 牡3青鹿55 熊沢 重文鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 512＋ 82：18．34 149．0�
23 	 マヤノクレド 牡4鹿 57

54 ▲中井 裕二田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 498－ 42：18．83 152．0�
24 	 アイファーカラーズ 牡3鹿 55 松山 弘平中島 稔氏 飯田 雄三 浦河 木村牧場 482＋182：25．2大差 125．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，048，800円 複勝： 63，685，200円 枠連： 28，324，000円
馬連： 93，750，300円 馬単： 59，034，700円 ワイド： 45，558，200円
3連複： 129，208，200円 3連単： 199，868，800円 計： 655，478，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 130円 � 180円 枠 連（5－7） 350円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 190円 �� 370円 �� 410円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 3，600円

票 数

単勝票数 計 360488 的中 � 103630（1番人気）
複勝票数 計 636852 的中 � 160410（1番人気）� 138065（2番人気）� 76308（3番人気）
枠連票数 計 283240 的中 （5－7） 60465（1番人気）
馬連票数 計 937503 的中 �� 132350（1番人気）
馬単票数 計 590347 的中 �� 42619（1番人気）
ワイド票数 計 455582 的中 �� 71608（1番人気）�� 27636（2番人気）�� 24859（3番人気）
3連複票数 計1292082 的中 ��� 105852（1番人気）
3連単票数 計1998688 的中 ��� 41078（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．6―36．5―49．4―1：02．2―1：14．8―1：27．1―1：39．1―1：51．1―2：03．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．7
1
3

3，4（7，6）（10，15）18（1，16，17）（2，8）（5，9）（11，14，12）－13
3，6，13（7，10，15）18，16（1，8）（9，17，12）（2，5）（11，14）4

2
4
3－4（7，6）10（1，15）（16，18）2（8，17）5，9，11（14，12）13・（3，6）13（7，15）10，18（1，16，9，12）5（2，8，14）11－17＝4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エックスマーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2011．11．6 京都3着

2009．3．16生 牡3鹿 母 シ ョ ア ー 母母 So Sedulous 9戦2勝 賞金 24，600，000円
〔騎手変更〕 ゼログラヴィティー号の騎手四位洋文は，騎乗停止のため高倉稜に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーカラーズ号は，平成25年1月23日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 マイネルイグアス号・マルケサス号

3409212月23日 曇 重 （24阪神5）第8日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時45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 9，700，000円 3，900，000円 2，400，000円 1，500，000円 970，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

48 カシノインカローズ 牝3鹿 54
51 ▲水口 優也柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 448＋ 21：10．8 11．8�

815 キンシザイル 牡3鹿 56 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 490＋ 4 〃 アタマ 3．8�
612 ワンダースピンドル 牡4黒鹿 57

54 ▲藤懸 貴志山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 490＋ 2 〃 ハナ 6．0�
816 フレンチトースト 牝3鹿 54 秋山真一郎水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 420－201：10．9� 4．7�
611 トキノゲンジ 牡4鹿 57 幸 英明中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 510－101：11．0	 24．0�
36 ローレルボルケーノ 牡3鹿 56

53 ▲中井 裕二 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 524＋ 6 〃 クビ 11．1	
59 カナエチャン 牝4青鹿 55

52 ▲菱田 裕二瀬谷 
雄氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 452＋ 21：11．1クビ 38．3�
12 カンファーネオ 牡5鹿 57 太宰 啓介楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 492＋ 61：11．31	 137．1�
23 ホクセツキングオー 牡5鹿 57 藤田 伸二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 508＋ 41：11．4クビ 4．3
11 リッカコウユウ 牝6鹿 55 国分 恭介立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 460± 01：11．61
 82．6�
35 ピュアマリーン 牝6栗 55 小林 徹弥小島 將之氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 462± 01：11．81
 163．5�
714� ホークウォリアー �4鹿 57 松山 弘平林 正道氏 高野 友和 米 Destiny Oaks 514－101：12．22	 14．8�
24 テ ン ペ ス タ 牡4栗 57 藤岡 佑介コウトミックレーシング 高橋 裕 浦河 大道牧場 B514－12 〃 ハナ 69．1�
713� レスタービート �4栗 57 酒井 学門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Dermot Cantillon

& Patrick Hayes B450－ 71：12．51� 120．3�
510 ピサライコネン 牡5芦 57 川須 栄彦市川 義美氏 今野 貞一 新ひだか フジワラフアーム 484＋121：13．67 44．2�

（15頭）
47 ヤマニンメンヒル 牡3鹿 56 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，361，400円 複勝： 50，945，500円 枠連： 30，913，700円
馬連： 93，319，600円 馬単： 56，034，300円 ワイド： 40，282，500円
3連複： 118，766，600円 3連単： 193，267，500円 計： 616，891，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 290円 � 170円 � 200円 枠 連（4－8） 1，390円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 810円 �� 920円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 27，620円

票 数

単勝票数 差引計 333614（返還計 240） 的中 � 22300（6番人気）
複勝票数 差引計 509455（返還計 362） 的中 � 40610（6番人気）� 92713（1番人気）� 70209（4番人気）
枠連票数 差引計 309137（返還計 8 ） 的中 （4－8） 16518（7番人気）
馬連票数 差引計 933196（返還計 1540） 的中 �� 31330（8番人気）
馬単票数 差引計 560343（返還計 913） 的中 �� 7802（20番人気）
ワイド票数 差引計 402825（返還計 602） 的中 �� 12046（8番人気）�� 10475（12番人気）�� 21249（3番人気）
3連複票数 差引計1187666（返還計 4367） 的中 ��� 22848（10番人気）
3連単票数 差引計1932675（返還計 6118） 的中 ��� 5165（81番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．1―12．0―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．5―45．5―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．3
3 13，14，3（9，16）15（1，6）（2，10）11，12－8－5－4 4 13，14（3，16，15）9，6（1，11，10）（2，12，8）－5－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カシノインカローズ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．8．6 小倉8着

2009．3．29生 牝3鹿 母 ノーザンセレナード 母母 ダイナセレナード 19戦3勝 賞金 29，300，000円
〔出走取消〕 ヤマニンメンヒル号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔その他〕 ピサライコネン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ピサライコネン号は，平成25年1月23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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アキノモーグル号・ゴッドツェッペリン号・スターゲイジング号



3409312月23日 曇 重 （24阪神5）第8日 第9競走 ��
��1，800�

もみ き

樅 の 木 賞
発走14時20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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

35 ロードクラヴィウス 牡2鹿 55 池添 謙一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか 酒井 秀紀 466＋ 61：52．7 20．5�
611 クリソライト 牡2鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 ハナ 1．4�
47 ローレルベロボーグ 牡2黒鹿55 小牧 太 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 486± 01：53．33� 13．1�
59 ショウナンアズサ 牝2鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 494＋ 2 〃 ハナ 6．6�
23 シゲルオオカミザ 牡2栗 55 藤懸 貴志森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 444－ 81：53．51� 126．2	
22 ア チ ー ヴ 牡2黒鹿55 松山 弘平前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 456－ 61：53．82 14．0

46 シゲルラシンバンザ 牡2鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 476± 01：53．9クビ 113．9�
610 タマモコンパス 牡2黒鹿55 藤岡 佑介タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 444＋ 21：54．53� 34．0�
34 キンショータイム 牡2栗 55 鮫島 良太礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 476－ 61：54．6� 95．8
713 ローレルアルトス 牡2黒鹿55 川須 栄彦 �ローレルレーシング 小野 次郎 青森 ワールドファーム 462＋ 61：55．02� 21．7�
58 ケイアイレオ 牡2鹿 55 酒井 学 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 516－121：55．85 42．4�
712 ブルーボンボヤージ 牝2鹿 54 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 478－ 21：55．9� 67．4�
814 マコトタンホイザー 牡2青鹿55 高倉 稜尾田左知子氏 中村 均 様似 出口 繁夫 480＋ 41：56．11	 68．0�
815 トーセンエジンバラ 牡2栗 55 藤田 伸二島川 �哉氏 本間 忍 日高 本間牧場 474＋ 21：56．42 110．6�

（14頭）
11 ブロードソード 牡2黒鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 498－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 38，829，600円 複勝： 114，383，800円 枠連： 16，294，200円
馬連： 77，665，600円 馬単： 52，445，700円 ワイド： 31，428，400円
3連複： 68，851，400円 3連単： 142，729，600円 計： 542，628，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 290円 � 110円 � 290円 枠 連（3－6） 790円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，810円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 29，630円

票 数

単勝票数 差引計 388296（返還計130128） 的中 � 14963（5番人気）
複勝票数 差引計1143838（返還計168943） 的中 � 39005（4番人気）� 808831（1番人気）� 38920（5番人気）
枠連票数 差引計 162942（返還計134795） 的中 （3－6） 15361（5番人気）
馬連票数 差引計 776656（返還計695138） 的中 �� 55618（5番人気）
馬単票数 差引計 524457（返還計486526） 的中 �� 10969（12番人気）
ワイド票数 差引計 314284（返還計248663） 的中 �� 22172（4番人気）�� 3729（21番人気）�� 25675（2番人気）
3連複票数 差引計 688514（返還計1089516） 的中 ��� 17797（11番人気）
3連単票数 差引計1427296（返還計2480635） 的中 ��� 3556（82番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．8―12．2―12．5―12．6―12．7―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．3―49．5―1：02．0―1：14．6―1：27．3―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードクラヴィウス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2012．8．11 札幌1着

2010．5．3生 牡2鹿 母 ダイワデリカシー 母母 ダイワアンジェラ 5戦2勝 賞金 16，857，000円
〔競走除外〕 ブロードソード号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ブロードソード号は，平成24年12月24日から平成25年1月22日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出走取消馬 ヴォルカニック号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※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 フミノファルコン号

3409412月23日 曇 良 （24阪神5）第8日 第10競走 ��
��1，600�クリスマスキャロル賞

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，23．12．24以降24．12．16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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

714 サ マ ー ル ナ 牝3鹿 51 菱田 裕二セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 456＋ 21：35．0 12．8�
11 � タマモマーブル �4栗 55 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 484± 0 〃 ハナ 8．9�
815 サンライズメジャー 牡3栗 56 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 484－ 81：35．21 4．0�
816 タガノザイオン 牡5鹿 56 松山 弘平八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B490－ 2 〃 クビ 7．4�
48 シルクキングリー 牡3鹿 55 秋山真一郎有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 478＋ 61：35．62	 4．1�
47 アナスタシアブルー 牝3鹿 53 浜中 俊 	サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 486± 01：35．81
 8．6

24 ナリタスレンダー �7鹿 55 北村 友一�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド 506± 01：35．9クビ 36．0�
612 キネオピューマ 牡3鹿 54 藤田 伸二ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 450－ 21：36．0� 8．0�
23 メ ロ ー ト 牡4黒鹿54 鮫島 良太小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 470－ 41：36．21 20．3
611 ウォーターセレネ 牝7栃栗51 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 418－ 8 〃 クビ 162．0�
713 キリシマトリオ 牡3黒鹿53 幸 英明西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 494－ 41：36．3クビ 34．9�
36 マイネボヌール 牝3青鹿52 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 456＋16 〃 クビ 25．4�
59 ブライトバニヤン 牡4青鹿54 国分 恭介津村 靖志氏 小崎 憲 新冠 松浦牧場 462－ 41：36．51
 69．5�
510 メルシーサイレンス 牡5栗 51 高倉 稜永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 486－ 41：36．6	 69．3�
35 ドクトルジバゴ 牡5鹿 53 川須 栄彦馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 486－ 41：36．7	 112．9�
12 � ベルエアメイダン 牝3鹿 51 小林 徹弥榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson 450＋ 8 〃 クビ 122．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，269，500円 複勝： 78，029，700円 枠連： 50，692，000円
馬連： 181，996，700円 馬単： 103，702，900円 ワイド： 65，561，600円
3連複： 237，979，600円 3連単： 426，854，200円 計： 1，193，086，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 370円 � 250円 � 160円 枠 連（1－7） 3，630円

馬 連 �� 4，190円 馬 単 �� 10，110円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 930円 �� 540円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 42，260円

票 数

単勝票数 計 482695 的中 � 29739（7番人気）
複勝票数 計 780297 的中 � 46067（7番人気）� 79067（4番人気）� 161218（1番人気）
枠連票数 計 506920 的中 （1－7） 10311（14番人気）
馬連票数 計1819967 的中 �� 32083（18番人気）
馬単票数 計1037029 的中 �� 7574（43番人気）
ワイド票数 計 655616 的中 �� 10627（18番人気）�� 17157（11番人気）�� 31997（3番人気）
3連複票数 計2379796 的中 ��� 30079（17番人気）
3連単票数 計4268542 的中 ��� 7456（131番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．1―12．0―11．7―11．6―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．5―48．5―1：00．2―1：11．8―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ マ ー ル ナ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2011．11．12 京都7着

2009．3．6生 牝3鹿 母 パ シ ア ン 母母 ビユーテイライダー 10戦3勝 賞金 33，996，000円
〔発走時刻の変更〕 15時01分に変更。
〔騎手変更〕 サンライズメジャー号の騎手四位洋文は，騎乗停止のため池添謙一に変更。

タガノザイオン号の騎手川田将雅は，検査のため松山弘平に変更。
〔制裁〕 サマールナ号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで蛇行したことについて戒告。（16番への進路影響）

２レース目 ４レース目



3409512月23日 曇 良 （24阪神5）第8日 第11競走 ��
��2，000�サンタクロースハンデキャップ

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，23．12．24以降24．12．16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 17，000，000円 6，800，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，700，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

57 パッションダンス 牡4鹿 56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510± 02：02．8 3．1�

45 ミルドリーム 牡3青鹿55 秋山真一郎平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 436＋ 6 〃 ハナ 11．0�
610 ナムラオウドウ 牡4黒鹿56 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 470＋122：03．22� 6．0�
711 ラフォルジュルネ 牝5鹿 54 高倉 稜 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 82：03．3� 22．0�
22 レインフォール 牡3芦 55 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 436＋ 2 〃 クビ 7．0	
46 トラストワン 牡4黒鹿54 小牧 太大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 498－ 8 〃 ハナ 49．5

69 ミカエルビスティー 牡5黒鹿56 川須 栄彦備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 42：03．4クビ 12．9�
813	 メイショウサミット 牡6鹿 54 藤岡 佑介松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 536± 02：03．5� 38．5�
34 エアルプロン 牡3鹿 55 浜中 俊 �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム 488＋ 22：03．6クビ 4．2
33 ナリタプラチナ 牡6黒鹿56 北村 友一�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 492＋ 6 〃 クビ 25．3�
814 トウカイオーロラ 牡5黒鹿56 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 476＋ 22：03．7� 18．6�
11 ザサンデーフサイチ 牡8黒鹿55 幸 英明林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム 520－ 22：03．8� 74．3�
712 マーブルデイビー 牡6栗 52 国分 恭介下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 490－ 4 〃 アタマ 100．5�
58 ヤマニンシャスール 牡5鹿 55 松山 弘平土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 492＋ 62：03．9クビ 94．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 67，385，900円 複勝： 99，089，900円 枠連： 54，035，700円
馬連： 245，906，400円 馬単： 136，576，100円 ワイド： 80，619，000円
3連複： 293，099，300円 3連単： 582，260，400円 計： 1，558，972，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 290円 � 210円 枠 連（4－5） 1，750円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 800円 �� 450円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 17，950円

票 数

単勝票数 計 673859 的中 � 174664（1番人気）
複勝票数 計 990899 的中 � 209764（1番人気）� 75574（5番人気）� 123149（3番人気）
枠連票数 計 540357 的中 （4－5） 22895（7番人気）
馬連票数 計2459064 的中 �� 94198（6番人気）
馬単票数 計1365761 的中 �� 31431（11番人気）
ワイド票数 計 806190 的中 �� 24343（7番人気）�� 47006（2番人気）�� 16518（12番人気）
3連複票数 計2930993 的中 ��� 59775（7番人気）
3連単票数 計5822604 的中 ��� 23941（41番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．0―12．5―12．4―12．5―12．0―11．6―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．8―37．8―50．3―1：02．7―1：15．2―1：27．2―1：38．8―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パッションダンス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2011．2．26 阪神1着

2008．4．9生 牡4鹿 母 キッスパシオン 母母 レツツキツス 6戦4勝 賞金 46，064，000円
〔騎手変更〕 ミルドリーム号の騎手四位洋文は，騎乗停止のため秋山真一郎に変更。

3409612月23日 曇 重 （24阪神5）第8日 第12競走 ��
��1，400�ギャラクシーステークス

発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

713 ガ ン ジ ス 牡3栗 56 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502± 01：22．5 2．5�
11 トウショウカズン 牡5鹿 57 川田 将雅トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 528－ 2 〃 クビ 12．7�
714 メイショウマシュウ 牡4黒鹿56 藤田 伸二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 518－ 21：22．6� 4．3�
23 	 ファリダット 牡7青鹿57 松山 弘平前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management 482＋ 21：22．7クビ 8．8�
35 ストローハット 牡3栗 55 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 474－ 21：22．8
 6．5�
36 トシギャングスター 牡5芦 56 国分 恭介田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 482－ 41：23．33 61．1	
815 サンライズモール 牡5栗 56 秋山真一郎松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 486＋ 61：23．51� 87．1

47 ヒラボクワイルド 牡6青鹿58 浜中 俊�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 492＋ 2 〃 ハナ 12．5�
59 アドバンスウェイ 牡6鹿 56 川須 栄彦西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 498－ 41：23．71 51．0�
48 スズカコーズウェイ 牡8栗 58 北村 友一永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 470± 0 〃 クビ 307．9
510 ゴールドバシリスク 牡5鹿 56 古川 吉洋居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 496± 01：23．9� 116．0�
24 ロードバリオス 牡7青 57 松田 大作 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 三石 ケイアイファーム 452－ 41：24．11� 199．5�
611 トキノフウジン 牡5黒鹿56 上村 洋行田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 454± 0 〃 クビ 31．6�
12 	 ティアモブリーオ 牡5鹿 56 小牧 太藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.

Partners 466＋141：24．2� 27．7�
612 ワンダーポデリオ 牡8鹿 57 石橋 守山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム 480± 01：24．41� 267．7�
816 フサイチセブン 牡6鹿 57 幸 英明林 進氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 488－ 4 （競走中止） 19．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 113，899，200円 複勝： 152，631，800円 枠連： 90，241，300円
馬連： 353，009，700円 馬単： 203，169，500円 ワイド： 129，394，900円
3連複： 445，683，100円 3連単： 929，349，100円 計： 2，417，378，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 280円 � 150円 枠 連（1－7） 670円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 520円 �� 220円 �� 870円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 8，240円

票 数

単勝票数 計1138992 的中 � 373845（1番人気）
複勝票数 計1526318 的中 � 414389（1番人気）� 102513（5番人気）� 272433（2番人気）
枠連票数 計 902413 的中 （1－7） 99672（3番人気）
馬連票数 計3530097 的中 �� 178632（5番人気）
馬単票数 計2031695 的中 �� 70851（6番人気）
ワイド票数 計1293949 的中 �� 57565（4番人気）�� 175325（1番人気）�� 31837（11番人気）
3連複票数 計4456831 的中 ��� 198066（3番人気）
3連単票数 計9293491 的中 ��� 83325（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．4―11．5―11．8―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．3―46．8―58．6―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ジ ス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2012．1．14 京都1着

2009．4．4生 牡3栗 母 ジュメイラビーチ 母母 Adoradancer 11戦5勝 賞金 107，552，000円
〔騎手変更〕 トキノフウジン号の騎手四位洋文は，騎乗停止のため上村洋行に変更。
〔発走状況〕 フサイチセブン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 フサイチセブン号は，発走直後に急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フサイチセブン号は，平成24年12月24日から平成25年1月22日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アドマイヤロイヤル号・インペリアルマーチ号・エアウルフ号・サクラシャイニー号・スリーアリスト号・

タマモトッププレイ号・メイショウデイム号



（24阪神5）第8日 12月23日 （祝日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 186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

225，810，000円
2，080，000円
6，300，000円
2，210，000円
20，690，000円
65，088，000円
5，510，800円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
487，819，300円
905，927，700円
379，333，300円
1，398，892，700円
875，513，900円
573，538，300円
1，811，535，400円
3，325，102，300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 9，757，662，900円

総入場人員 33，676名 （有料入場人員 30，936名）
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