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3402512月7日 晴 良 （25阪神5）第3日 第1競走 ��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

815 タガノベルーガ 牝2鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520＋ 21：56．2 6．7�

47 マミーテイラー 牝2鹿 54
51 ▲森 一馬 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490± 01：56．52 13．9�

35 ハナズリベンジ 牝2黒鹿54 幸 英明M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 486＋ 41：56．6� 2．8�
58 サンレイフレンチ 牝2栗 54 村田 一誠永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 416－ 61：56．81� 84．8�
34 メイショウブーケ 牝2栗 54 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 450－ 61：57．22� 31．3�
22 タガノトラベラー 牝2鹿 54 浜中 俊八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－ 41：57．83� 7．0	
814 ストロベリーローズ 牝2栗 54 太宰 啓介古賀 禎彦氏 野村 彰彦 新ひだか 下屋敷牧場 444± 01：58．22� 357．4

11 ハナズフィフティ 牝2黒鹿54 柴田 大知M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 山野牧場 436－ 2 〃 ハナ 167．0�
23 マルサンマリナー 牝2黒鹿54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 様似 様似堀牧場 464± 01：58．52 143．8�
59 サトノバーキン 牝2栗 54 福永 祐一里見 治氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 462－ 61：58．71 2．4
610 テイエムゴージャス 牝2鹿 54 熊沢 重文竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 486－101：58．8� 313．3�
713 ジューンヴィエナ 牝2鹿 54 和田 竜二吉川 潤氏 小原伊佐美 新ひだか 西村 和夫 430－ 81：58．9� 140．3�
611 トーホウエトワール 牝2栗 54 酒井 学東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 440＋ 41：59．75 90．9�
46 タマモアネモネ 牝2栗 54 藤岡 佑介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 450± 0 〃 クビ 123．0�
712 ラブセッター 牝2鹿 54 田辺 裕信増田 陽一氏 千田 輝彦 新ひだか 木下牧場 464＋ 21：59．8クビ 54．8�
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売 得 金
単勝： 17，370，900円 複勝： 27，637，600円 枠連： 8，647，200円
馬連： 31，560，700円 馬単： 24，177，000円 ワイド： 16，676，000円
3連複： 48，935，600円 3連単： 86，990，100円 計： 261，995，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 270円 � 130円 枠 連（4－8） 3，700円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 7，390円

ワ イ ド �� 990円 �� 440円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 27，300円

票 数

単勝票数 計 173709 的中 � 20441（3番人気）
複勝票数 計 276376 的中 � 32088（4番人気）� 20757（5番人気）� 79338（1番人気）
枠連票数 計 86472 的中 （4－8） 1729（13番人気）
馬連票数 計 315607 的中 �� 5514（12番人気）
馬単票数 計 241770 的中 �� 2416（21番人気）
ワイド票数 計 166760 的中 �� 3873（11番人気）�� 9881（5番人気）�� 9511（6番人気）
3連複票数 計 489356 的中 ��� 11782（10番人気）
3連単票数 計 869901 的中 ��� 2352（75番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―14．0―13．5―12．5―13．1―13．0―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．5―52．0―1：04．5―1：17．6―1：30．6―1：43．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タガノベルーガ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．10．6 京都7着

2011．1．16生 牝2鹿 母 スペリオルパール 母母 パシフィカス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※タガノトラベラー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3402612月7日 晴 良 （25阪神5）第3日 第2競走 ��1，400�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
1：23．5
1：23．1

重
重

612 ビートゴーズオン 牝2栗 54 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 61：26．4 3．4�

510 タマモライト 牡2鹿 55 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 436－ 41：26．61� 3．7�
714 ディーセントワーク 牡2黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 21：26．81� 5．0�
（仏）

24 ファイネスト 牡2栗 55 浜中 俊 �キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476± 01：27．01� 55．6�

611 カメヤマシャチュウ 牡2鹿 55 M．デムーロ岡 浩二氏 森 秀行 熊本 村山 光弘 472＋ 41：27．21� 6．3	
（仏）

12 スリーマキシマム 牡2鹿 55 M．バルザローナ 永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 470＋ 21：27．3クビ 15．0

（英）

713 ワンダーエターナル 牡2鹿 55 福永 祐一山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか 水丸牧場 444＋ 21：27．4� 14．8�
11 エングロウス �2栗 55 太宰 啓介深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 448± 0 〃 アタマ 15．0�
36 ヒ ロ キ セ キ 牡2鹿 55 酒井 学守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 472＋141：27．6� 33．3
815 クリノサプライズ 牡2芦 55 柴田 大知栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 永村 侑 444－ 61：27．92 337．0�
816 マルヨラピド 牝2青鹿54 幸 英明野村 春行氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 450＋ 21：28．11 50．0�
59 スマートエクリプス 牡2栗 55 藤田 伸二大川 徹氏 佐山 優 浦河 山口 義彦 468－ 4 〃 ハナ 68．0�
35 パ ト カ ー 牝2栗 54 熊沢 重文西山 茂行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 422－ 21：28．41� 67．3�
48 ケージーキンカメ 牡2黒鹿55 和田 竜二川井 五郎氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 472＋121：28．93 47．4�
47 シゲルシリベシ 牝2鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 坪 憲章 日高 木村牧場 480＋ 21：29．32� 89．6�
23 ハッピーベリー 牝2鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 466－ 61：29．62 379．5�
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売 得 金
単勝： 17，575，200円 複勝： 38，627，700円 枠連： 12，706，000円
馬連： 36，585，900円 馬単： 24，540，300円 ワイド： 21，277，000円
3連複： 56，453，500円 3連単： 83，755，600円 計： 291，521，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 140円 � 180円 枠 連（5－6） 370円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 260円 �� 370円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 4，610円

票 数

単勝票数 計 175752 的中 � 41067（1番人気）
複勝票数 計 386277 的中 � 87303（1番人気）� 79005（2番人気）� 49625（4番人気）
枠連票数 計 127060 的中 （5－6） 25548（1番人気）
馬連票数 計 365859 的中 �� 40096（1番人気）
馬単票数 計 245403 的中 �� 13816（1番人気）
ワイド票数 計 212770 的中 �� 22010（1番人気）�� 13630（3番人気）�� 13048（4番人気）
3連複票数 計 564535 的中 ��� 36368（2番人気）
3連単票数 計 837556 的中 ��� 13413（3番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―12．3―12．8―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．4―47．7―1：00．5―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．7
3 ・（9，10）12（11，14）（5，7，13）16（1，8）（6，2，15）3，4 4 ・（9，10，12）（5，7，13，11）14，16（1，15）（8，2，4）（3，6）

勝馬の
紹 介

ビートゴーズオン �
�
父 Curlin �

�
母父 Fairy King デビュー 2013．11．23 京都3着

2011．3．19生 牝2栗 母 タ ド ウ ィ ガ 母母 Euromill 2戦1勝 賞金 6，450，000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。

第５回 阪神競馬 第３日



3402712月7日 晴 良 （25阪神5）第3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

813 ステファノス 牡2鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484－ 41：35．2 1．8�
34 サトノルパン 牡2黒鹿55 小牧 太里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 456－ 81：35．41� 3．8�
46 オベーション 牝2鹿 54 福永 祐一岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 坂本牧場 434＋ 81：35．71� 11．7�
22 ビキニスタイル 牝2黒鹿54 川田 将雅石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 81：36．02 8．4�
33 ブラックカイト 牡2黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 友田牧場 462＋ 2 〃 ハナ 14．6�
11 マイネカグヤヒメ 牝2鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 390＋121：36．42� 157．0

58 ジョーエクスカリバ 牡2鹿 55 田辺 裕信上田けい子氏 中竹 和也 浦河 斉藤 政志 494－ 41：36．5クビ 49．3�
610 ネオマイスター 牡2青鹿55 幸 英明久保 博文氏 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 480－ 21：36．6� 110．0�
69 イ ダ ス 牡2栗 55 M．デムーロ杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 480－ 61：36．81	 41．1

（仏）

57 キングガンホー 牡2鹿 55 岩田 康誠 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 競優牧場 B460－ 21：36．9� 41．0�
814 メアリーアート 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 前田牧場 408－ 41：37．11� 184．4�
711 カシノステイタス 牡2栗 55 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 438－ 21：37．2� 726．8�
712 マイネルセプター 牡2鹿 55 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 猪野毛牧場 460± 0 〃 クビ 19．4�
45 スマッシュヒット 牡2黒鹿55 藤岡 康太山田 貞蔵氏 山内 研二 浦河 猿橋 義昭 480± 01：37．3� 486．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，640，600円 複勝： 75，917，800円 枠連： 10，295，700円
馬連： 43，188，600円 馬単： 33，841，400円 ワイド： 24，305，300円
3連複： 65，246，900円 3連単： 121，737，200円 計： 400，173，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 230円 枠 連（3－8） 260円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 170円 �� 350円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 2，910円

票 数

単勝票数 計 256406 的中 � 117182（1番人気）
複勝票数 計 759178 的中 � 456962（1番人気）� 92694（2番人気）� 36746（4番人気）
枠連票数 計 102957 的中 （3－8） 30299（1番人気）
馬連票数 計 431886 的中 �� 101026（1番人気）
馬単票数 計 338414 的中 �� 47262（1番人気）
ワイド票数 計 243053 的中 �� 48685（1番人気）�� 15491（3番人気）�� 5956（10番人気）
3連複票数 計 652469 的中 ��� 44618（3番人気）
3連単票数 計1217372 的中 ��� 30924（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．6―47．9―1：00．6―1：12．3―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステファノス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．7．20 中京4着

2011．2．13生 牡2鹿 母 ココシュニック 母母 ゴールドティアラ 3戦1勝 賞金 8，100，000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。

3402812月7日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25阪神5）第3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

710 アドマイヤトライ 牡4黒鹿60 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 484＋ 43：22．1 6．7�
33 ラインレグルス 牡5鹿 60

57 ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 504－ 23：22．52� 3．3�
56 リアルブラック �4青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 502＋103：23．13� 11．5�
79 ノッティングボーイ 牡5鹿 60 草野 太郎齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 500－ 23：23．73� 3．6�
67 キクノレジーナ 牝5青 58 植野 貴也菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 474＋ 83：23．8� 10．6�
811� アマクサハイヤ 牡4青鹿60 難波 剛健奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 512± 03：24．01� 144．8�
68 ゴールデンオブジェ 牡5栗 60 熊沢 重文	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 476＋ 43：24．21� 6．6

44 ニライジンク 牡4栗 60 白浜 雄造�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 494± 03：25．15 21．9�
22 タガノナパヴァレー �4黒鹿60 西谷 誠八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 93：25．41� 12．7
11 � マルヨフレンドリー 牝4鹿 58 小坂 忠士野村 春行氏 武 宏平 えりも 上島牧場 512＋123：25．82� 90．6�
55 テイエムクロジシ 牡3青 58 田村 太雅竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 468＋ 63：33．0大差 170．8�
812 テイエムパラディー 牡3鹿 58 平沢 健治竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 テイエム牧場日高支場 492＋ 6 （競走中止） 23．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，847，400円 複勝： 18，638，000円 枠連： 9，983，600円
馬連： 28，670，200円 馬単： 20，987，600円 ワイド： 14，032，900円
3連複： 43，197，900円 3連単： 75，269，600円 計： 225，627，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 160円 � 350円 枠 連（3－7） 400円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，780円 �� 820円

3 連 複 ��� 6，090円 3 連 単 ��� 31，930円

票 数

単勝票数 計 148474 的中 � 17682（4番人気）
複勝票数 計 186380 的中 � 18765（4番人気）� 38811（2番人気）� 11737（6番人気）
枠連票数 計 99836 的中 （3－7） 18506（1番人気）
馬連票数 計 286702 的中 �� 14232（5番人気）
馬単票数 計 209876 的中 �� 5123（11番人気）
ワイド票数 計 140329 的中 �� 5558（5番人気）�� 1862（22番人気）�� 4286（11番人気）
3連複票数 計 431979 的中 ��� 5239（22番人気）
3連単票数 計 752696 的中 ��� 1740（108番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 51．4－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤトライ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．4 札幌1着

2009．3．24生 牡4黒鹿 母 アドマイヤグルーヴ 母母 エアグルーヴ 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 テイエムパラディー号は，競走中に疾病〔左第2趾骨粉砕骨折〕を発症したため6号障害〔竹柵〕飛越後に競走中止。



3402912月7日 晴 良 （25阪神5）第3日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．6
1：07．8

良
良

55 サクラドラジェ 牝2黒鹿54 酒井 学�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 460 ―1：09．9 10．1�
11 � コスモオヌール 牝2芦 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 米 C. Kidder, N.

Cole & B. Kidder 472 ―1：10．11� 2．4�
22 メイショウエーデル 牝2黒鹿54 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 斉藤英牧場 440 ― 〃 クビ 4．0�
67 ハ ピ ネ ス 牝2黒鹿54 岩田 康誠 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 480 ―1：10．52	 8．7�
44 エイシンボン 牝2鹿 54 福永 祐一�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 448 ―1：10．92	 7．3	
66 パープルフレックス 牡2鹿 55 太宰 啓介中野 銀十氏 鈴木 孝志 浦河 小倉牧場 494 ―1：11．11 119．4

79 コスモユピテル 牡2鹿 55 幸 英明 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 482 ―1：11．2
 21．0�
810 サンマルバクシン 牡2鹿 55 藤田 伸二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 448 ―1：11．41	 21．2�
811 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 462 ―1：11．61� 196．4
78 キ ー コ ー ド 牝2青 54 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 442 ―1：11．81	 11．6�
33 ア ス ト レ ア 牝2青鹿54 C．ルメール �ターフ・スポート牧浦 充徳 日高 モリナガファーム 408 ―1：12．33 26．1�

（仏）

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，657，800円 複勝： 30，570，500円 枠連： 8，440，900円
馬連： 35，608，500円 馬単： 27，905，900円 ワイド： 18，640，600円
3連複： 47，055，200円 3連単： 87，500，600円 計： 276，380，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 220円 � 120円 � 150円 枠 連（1－5） 990円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 340円 �� 660円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 9，810円

票 数

単勝票数 計 206578 的中 � 16209（5番人気）
複勝票数 計 305705 的中 � 25770（6番人気）� 95523（1番人気）� 52260（2番人気）
枠連票数 計 84409 的中 （1－5） 6311（4番人気）
馬連票数 計 356085 的中 �� 29940（3番人気）
馬単票数 計 279059 的中 �� 9387（8番人気）
ワイド票数 計 186406 的中 �� 13623（2番人気）�� 6155（8番人気）�� 20693（1番人気）
3連複票数 計 470552 的中 ��� 26148（3番人気）
3連単票数 計 875006 的中 ��� 6586（22番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．0―11．5―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．2―45．7―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．7
3 5（7，8）1，2（3，4，9）－11，10，6 4 5，7（1，8）（2，9）（3，4）－11－10，6

勝馬の
紹 介

サクラドラジェ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 スキャターザゴールド 初出走

2011．4．20生 牝2黒鹿 母 サクラリッツ 母母 カーリムフエザー 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。

3403012月7日 晴 良 （25阪神5）第3日 第6競走 ��
��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

67 サンライズブルー 牡2芦 55 浜中 俊松岡 隆雄氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 486 ―1：56．0 2．7�
33 リーゼントロック 牡2黒鹿55 M．デムーロ三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 520 ―1：56．32 3．8�

（仏）

55 タガノエッヴィーバ 牡2鹿 55 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 500 ― 〃 ハナ 15．7�

66 グッドタイムロール 牝2栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500 ―1：56．4� 9．9�

810 メイショウオセアン 牡2鹿 55 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 540 ―1：56．82� 6．4	
79 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 470 ―1：57．33 101．1

11 リーサムタカ 牡2栗 55 福永 祐一平田 修氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 490 ―1：57．51� 22．7�
811 タガノイルヴェント 牝2鹿 54 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494 ―1：57．6� 136．3�
78 キクノアリア 牝2鹿 54 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 450 ―1：57．91� 10．9
44 エイシンルフィー 牡2鹿 55 C．ルメール�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 490 ―1：58．43 7．5�

（仏）

22 シップウハヤト 牡2鹿 55 酒井 学平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452 ―2：00．3大差 142．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，692，800円 複勝： 29，321，700円 枠連： 9，785，500円
馬連： 35，180，800円 馬単： 24，017，100円 ワイド： 17，737，800円
3連複： 45，472，000円 3連単： 82，221，900円 計： 265，429，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 180円 � 290円 枠 連（3－6） 480円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 330円 �� 600円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 11，500円

票 数

単勝票数 計 216928 的中 � 65019（1番人気）
複勝票数 計 293217 的中 � 88853（1番人気）� 40975（2番人気）� 19264（7番人気）
枠連票数 計 97855 的中 （3－6） 15344（1番人気）
馬連票数 計 351808 的中 �� 33815（1番人気）
馬単票数 計 240171 的中 �� 13151（1番人気）
ワイド票数 計 177378 的中 �� 14593（2番人気）�� 7137（8番人気）�� 4323（17番人気）
3連複票数 計 454720 的中 ��� 11903（11番人気）
3連単票数 計 822219 的中 ��� 5278（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―38．9―51．7―1：04．5―1：17．1―1：29．3―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズブルー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．5．17生 牡2芦 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 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。



3403112月7日 晴 良 （25阪神5）第3日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時30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
1：44．5
1：44．1

良
良

712 タニオブローズ 牝3鹿 54 川田 将雅谷 研司氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 438－141：46．8 11．7�
34 ラスカルトップ 牡4鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 456± 01：46．9� 5．6�
11 マイネルゴラッソ 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 476± 01：47．11 12．5�
813 カイシュウタビビト 牡4芦 57 和田 竜二飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 504± 01：47．52� 74．6�
610 テイエムレンジャー 牡3鹿 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 496＋ 6 〃 クビ 4．2�
22 レコンダイト 牡3黒鹿56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456＋ 81：47．6	 4．2	
（仏）

814
 レッドキングダム 牡4鹿 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 ハナ 33．7

57 ドリームキャプテン 牡4青鹿57 藤岡 康太セゾンレースホース� 中村 均 むかわ 市川牧場 476－101：47．81� 57．3�
33 � サウンドビガレス 牡4栗 57 M．デムーロ増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 484＋ 21：47．9� 5．6�
（仏）

69 スズカキングダム 牡4鹿 57 M．バルザローナ 永井 啓弍氏 武 宏平 平取 稲原牧場 492＋16 〃 クビ 33．1
（英）

45 マイネチャーム 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �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 456＋301：48．11 21．1�

46 ウエスタンディオ 牡6鹿 57 浜中 俊西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 488± 0 〃 クビ 12．9�
58 エイティグローリー 牝3栗 54 岩田 康誠前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 426± 0 〃 ハナ 32．2�
711 オリーブジュエル 牝4青鹿55 幸 英明 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 450－10 〃 ハナ 73．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，013，400円 複勝： 37，125，000円 枠連： 14，385，700円
馬連： 48，820，100円 馬単： 28，795，100円 ワイド： 23，833，500円
3連複： 66，738，700円 3連単： 105，468，400円 計： 346，179，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 410円 � 220円 � 340円 枠 連（3－7） 1，210円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，970円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 8，380円 3 連 単 ��� 51，350円

票 数

単勝票数 計 210134 的中 � 14251（5番人気）
複勝票数 計 371250 的中 � 21777（6番人気）� 52796（3番人気）� 27397（5番人気）
枠連票数 計 143857 的中 （3－7） 8797（5番人気）
馬連票数 計 488201 的中 �� 14997（9番人気）
馬単票数 計 287951 的中 �� 3775（22番人気）
ワイド票数 計 238335 的中 �� 5921（10番人気）�� 2914（25番人気）�� 5409（12番人気）
3連複票数 計 667387 的中 ��� 5883（29番人気）
3連単票数 計1054684 的中 ��� 1516（169番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．5―12．0―12．2―12．4―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．2―47．2―59．4―1：11．8―1：23．6―1：34．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タニオブローズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2013．2．17 京都1着

2010．4．11生 牝3鹿 母 サンタローズ 母母 ユキノローズ 8戦2勝 賞金 17，610，000円
〔その他〕 タニオブローズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タニオブローズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年1月7日まで出走できない。
※タニオブローズ号は，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。

3403212月7日 晴 良 （25阪神5）第3日 第8競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

713� アスターストーム 牡3鹿 56 幸 英明加藤 久枝氏 武田 博 米
Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

484＋ 21：11．8 11．5�
12 ジェネシスロック 牡3鹿 56 C．ルメール 前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 508± 0 〃 アタマ 3．4�

（仏）

611 スズカブリザード 牡7鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 518＋101：12．11	 33．6�
816 ホッコージョイフル 牡3鹿 56 熊沢 重文矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 484＋ 41：12．52
 48．3�
815 サンセットスカイ 牡3栗 56 藤岡 康太前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋12 〃 ハナ 9．0�
59 � ナリタマクリス 牡4栗 57 村田 一誠�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 436＋ 21：12．6
 391．8	
24 ジ ャ ベ リ ン 牡5栗 57 藤岡 佑介石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 502＋ 61：12．92 18．8

36 � オレタチセッカチ 牡3栗 56 柴田 大知飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 458＋ 21：13．32
 142．6�
47 タマモマナムスメ 牝3黒鹿54 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B442－121：13．4	 7．4�
23 タイザンホクト 牡3鹿 56 福永 祐一日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 506± 0 〃 ハナ 3．5�
510 ノートゥング 牡3栗 56 M．デムーロ前田 幸治氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 41：13．5	 58．9�
（仏）

35 ヒカリユニキャスト 牡3黒鹿56 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 556± 0 〃 ハナ 19．1�
612 トゥルーピース 牝3栗 54

51 ▲森 一馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 466－ 41：13．6クビ 173．3�
48 アルペンクローネ 牡3鹿 56 浜中 俊水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 448＋10 〃 ハナ 15．9�
11 グレイングロース 牡3鹿 56 川田 将雅 社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 514＋ 61：13．7
 12．0�
714� シゲルキンカン 牡4鹿 57 M．バルザローナ 森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 下屋敷牧場 436± 01：14．01	 281．3�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，948，000円 複勝： 42，795，200円 枠連： 17，710，500円
馬連： 60，869，100円 馬単： 36，256，700円 ワイド： 30，043，300円
3連複： 87，004，400円 3連単： 136，398，600円 計： 437，025，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 300円 � 170円 � 610円 枠 連（1－7） 1，290円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，070円 �� 920円

3 連 複 ��� 6，980円 3 連 単 ��� 32，990円

票 数

単勝票数 計 259480 的中 � 17802（5番人気）
複勝票数 計 427952 的中 � 36529（4番人気）� 83297（2番人気）� 14925（10番人気）
枠連票数 計 177105 的中 （1－7） 10190（5番人気）
馬連票数 計 608691 的中 �� 32897（2番人気）
馬単票数 計 362567 的中 �� 7464（12番人気）
ワイド票数 計 300433 的中 �� 14148（3番人気）�� 3389（26番人気）�� 8008（11番人気）
3連複票数 計 870044 的中 ��� 9200（18番人気）
3連単票数 計1363986 的中 ��� 3052（83番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．3―11．7―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．4―46．1―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．4
3 5（1，4）13，2－（11，7）12，16（6，3）（8，10）15（9，14） 4 ・（5，1，4）13，2，11－（7，16）（6，12）15，3（9，8，10）14

勝馬の
紹 介

�アスターストーム �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2013．2．10 小倉9着

2010．3．19生 牡3鹿 母 Spread 母母 Broadcast 9戦2勝 賞金 19，200，000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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アルティメイト号
（非抽選馬） 6頭 カシノラピス号・コランダム号・スズカルミナリー号・スワンボート号・マルカファイン号・ローレルボルケーノ号
※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。



3403312月7日 晴 良 （25阪神5）第3日 第9競走 ��
��2，000�エ リ カ 賞

発走14時35分 （芝・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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．9

良
良

88 バンドワゴン 牡2黒鹿55 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 520＋ 22：01．7 1．2�
33 ヴォルシェーブ 牡2栗 55 C．ルメール 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 42：02．55 5．1�

（仏）

66 レッドカイザー 牡2黒鹿55 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482－ 82：02．92� 20．0�
22 アルティメイタム 牡2鹿 55 M．バルザローナ 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 498＋ 6 〃 ハナ 13．3�
（英）

55 アグネスキング 牡2黒鹿55 四位 洋文渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 510＋ 22：03．21� 32．8�
44 スリーカラーナンゴ 牡2鹿 55 国分 優作永井商事� 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 450－ 2 〃 アタマ 22．1	
11 コスモディクシー 牡2黒鹿55 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480＋142：03．3� 124．3�
77 ロードフォワード 牡2青鹿55 幸 英明 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 432＋ 22：04．36 120．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 55，269，600円 複勝： 100，827，600円 枠連： 発売なし
馬連： 69，287，200円 馬単： 66，913，500円 ワイド： 29，111，200円
3連複： 82，773，500円 3連単： 322，785，300円 計： 726，967，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 250円

ワ イ ド �� 130円 �� 210円 �� 360円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 1，070円

票 数

単勝票数 計 552696 的中 � 372180（1番人気）
複勝票数 計1008276 的中 � 705314（1番人気）� 130461（2番人気）� 52018（4番人気）
馬連票数 計 692872 的中 �� 249263（1番人気）
馬単票数 計 669135 的中 �� 197793（1番人気）
ワイド票数 計 291112 的中 �� 75350（1番人気）�� 30966（3番人気）�� 14808（6番人気）
3連複票数 計 827735 的中 ��� 130433（2番人気）
3連単票数 計3227853 的中 ��� 223378（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―37．3―50．0―1：02．1―1：14．8―1：27．1―1：38．8―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バンドワゴン 
�
父 ホワイトマズル 

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．9．28 阪神1着

2011．2．18生 牡2黒鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 2戦2勝 賞金 16，682，000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。

3403412月7日 晴 良 （25阪神5）第3日 第10競走 ��
��2，200�

さかいみなと

境 港 特 別
発走15時10分 （芝・右）
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

境港市長賞（1着）
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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

44 ダイシンブラック 牡4鹿 57 C．ルメール 大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 494－ 42：15．4 13．9�
（仏）

33 エーティータラント 牡3芦 55 藤岡 佑介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 494－ 62：15．5� 3．5�
77 マウイノカオイ 牡3鹿 55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 村山 明 日高 白井牧場 488＋ 82：15．71	 10．6�

（仏）

11 
 スミデロキャニオン 牡4鹿 57 幸 英明吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458＋ 8 〃 アタマ 6．6�
66 サカジロオー 牡4栗 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 456± 0 〃 クビ 7．8�
22 アドマイヤスピカ 牡3栗 55 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：15．8クビ 3．8	
55 カ ノ ン 牝3鹿 53 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 22：15．9� 48．8

88 キンショータイム 牡3栗 55 熊沢 重文礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 494＋ 62：17．07 233．3�
89 タガノビッグバン 牡4黒鹿57 浜中 俊八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋ 82：17．42� 4．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 36，531，000円 複勝： 53，074，700円 枠連： 14，637，900円
馬連： 91，904，900円 馬単： 55，937，400円 ワイド： 35，092，400円
3連複： 99，125，400円 3連単： 222，257，000円 計： 608，560，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 340円 � 150円 � 270円 枠 連（3－4） 2，730円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 820円 �� 990円 �� 670円

3 連 複 ��� 5，290円 3 連 単 ��� 37，950円

票 数

単勝票数 計 365310 的中 � 20820（7番人気）
複勝票数 計 530747 的中 � 34214（7番人気）� 118264（1番人気）� 48209（6番人気）
枠連票数 計 146379 的中 （3－4） 3961（13番人気）
馬連票数 計 919049 的中 �� 24793（14番人気）
馬単票数 計 559374 的中 �� 6130（32番人気）
ワイド票数 計 350924 的中 �� 10534（14番人気）�� 8623（19番人気）�� 13204（11番人気）
3連複票数 計 991254 的中 ��� 13838（28番人気）
3連単票数 計2222570 的中 ��� 4323（166番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．9―37．3―50．4―1：03．2―1：15．6―1：28．0―1：40．4―1：52．1―2：03．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイシンブラック 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．1．5 京都6着

2009．3．5生 牡4鹿 母 フ ジ ダ イ ヤ 母母 ダイナフラツグ 8戦3勝 賞金 28，960，000円
〔その他〕 タガノビッグバン号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症。
※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。



3403512月7日 晴 良 （25阪神5）第3日 第11競走 ��
��1，800�第64回朝日チャレンジカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，24．12．8以降25．12．1まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

朝日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

48 アルキメデス 牡4鹿 55 M．バルザローナ 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 486＋ 21：46．5 3．9�

（英）

817� カワキタフウジン 牡8栗 54 C．ルメール 川島 吉男氏 中村 均 門別 沖田牧場 516± 01：46．71 39．5�
（仏）

818 ハナズゴール 牝4栗 55 M．デムーロM．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 426± 0 〃 ハナ 12．4�
（仏）

11 マイネルラクリマ 牡5栗 58 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 478－ 4 〃 クビ 6．4�

24 カルドブレッサ 牡5栗 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 496－ 21：46．8� 72．3	
23 タマモベストプレイ 牡3栗 55 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 502＋12 〃 アタマ 5．8

713 ヒストリカル 牡4黒鹿56 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 442－ 21：46．9	 7．5�
47 マックスドリーム 
6青鹿54 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 532＋ 41：47．0� 66．5�
816 スマートギア 牡8栗 57 福永 祐一大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 456± 0 〃 クビ 100．5
35 ラウンドワールド 牡3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 454＋ 21：47．1� 3．9�
612 コアレスドラード 牡5栗 54 池添 謙一小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 450－ 41：47．2	 45．0�
714 ゲシュタルト 牡6鹿 56 藤田 伸二畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 520－ 21：47．3クビ 166．4�
59 ゴットフリート 牡3栗 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：47．72� 21．3�
611 テイエムイナズマ 牡3黒鹿54 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 502－ 2 〃 クビ 25．0�
715� フェデラリスト 牡6黒鹿58 村田 一誠 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 528＋ 8 〃 ハナ 129．6�
510 ミキノバンジョー 牡6鹿 56 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 532＋121：48．02 156．3�
36 キングストリート 
7鹿 54 小牧 太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 478± 01：48．1	 345．2�
12 ダノンプログラマー 
7青鹿54 四位 洋文�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 474－ 41：48．41	 104．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 125，938，900円 複勝： 221，521，000円 枠連： 75，816，600円
馬連： 423，306，800円 馬単： 211，394，600円 ワイド： 178，558，000円
3連複： 639，817，000円 3連単： 1，119，043，000円 計： 2，995，395，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 680円 � 460円 枠 連（4－8） 1，480円

馬 連 �� 7，090円 馬 単 �� 10，220円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 1，280円 �� 3，880円

3 連 複 ��� 26，130円 3 連 単 ��� 119，330円

票 数

単勝票数 計1259389 的中 � 257511（1番人気）
複勝票数 計2215210 的中 � 423054（1番人気）� 71820（9番人気）� 114655（6番人気）
枠連票数 計 758166 的中 （4－8） 37879（7番人気）
馬連票数 計4233068 的中 �� 44079（24番人気）
馬単票数 計2113946 的中 �� 15271（36番人気）
ワイド票数 計1785580 的中 �� 23699（19番人気）�� 35152（11番人気）�� 11096（42番人気）
3連複票数 計6398170 的中 ��� 18077（80番人気）
3連単票数 計11190430 的中 ��� 6921（349番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．1―48．2―1：00．4―1：12．3―1：23．5―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．2
3 6，1，10（3，11）（4，13）9（5，8，14）2（16，17）18（12，15，7） 4 ・（6，1）10（3，11）13，4（8，9）（5，14，7）16（12，17）（2，18）15

勝馬の
紹 介

アルキメデス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2011．10．29 京都1着

2009．3．24生 牡4鹿 母 アーキオロジー 母母 Caress 12戦6勝 賞金 125，969，000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。
（非抽選馬） 2頭 クラウンレガーロ号・ダイシンプラン号
※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。

3403612月7日 晴 良 （25阪神5）第3日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

33 � バンブーリバプール 牡5青鹿57 M．デムーロ�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 484＋ 21：53．3 6．2�
（仏）

79 ラローザブル 牡3栗 56 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B508＋ 2 〃 アタマ 9．9�
68 ツルマルスピリット 牡6青鹿57 C．ルメール 鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 500－ 41：53．4	 3．5�

（仏）

812 クローバーリーフ 牝5鹿 55 池添 謙一吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 468－ 21：53．6	 18．8�
56 クラージュドール 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 8 〃 クビ 2．6�
55 � パ ン タ レ イ 牡4芦 57 田辺 裕信伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 534＋ 71：53．7クビ 85．0	
44 エーシンヘディング 牡3鹿 56 小牧 太
栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 468－ 21：53．8	 6．4�
11 ナンヨーカノン 牝3青鹿54 和田 竜二中村 德也氏 領家 政蔵 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：54．01 27．4�
811� シンケンショウブ 牡5鹿 57 熊沢 重文栗本 博晴氏 田中 章博 新ひだか グランド牧場 498＋ 2 〃 クビ 286．9
710 フォルクスオーパー 牝7栗 55

52 ▲森 一馬 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 490＋ 21：54．1クビ 326．3�

22 � アイアンテール 牡5鹿 57 太宰 啓介鎌田 博�氏 本田 優 新冠 柏木 一則 530＋181：54．73
 41．1�
67 ゴールドロジャー 牡5黒鹿57 村田 一誠�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 B512－ 6 （競走中止） 42．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，051，500円 複勝： 73，030，200円 枠連： 24，011，200円
馬連： 124，020，400円 馬単： 77，319，500円 ワイド： 54，560，100円
3連複： 155，429，100円 3連単： 366，854，900円 計： 925，276，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 250円 � 140円 枠 連（3－7） 3，540円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 770円 �� 310円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 19，790円

票 数

単勝票数 計 500515 的中 � 64490（3番人気）
複勝票数 計 730302 的中 � 87461（3番人気）� 65306（5番人気）� 178480（2番人気）
枠連票数 計 240112 的中 （3－7） 5007（12番人気）
馬連票数 計1240204 的中 �� 33953（11番人気）
馬単票数 計 773195 的中 �� 11294（18番人気）
ワイド票数 計 545601 的中 �� 16312（9番人気）�� 48805（2番人気）�� 22026（7番人気）
3連複票数 計1554291 的中 ��� 39417（9番人気）
3連単票数 計3668549 的中 ��� 13686（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―38．0―50．7―1：03．6―1：15．9―1：28．3―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�バンブーリバプール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブ ロ ッ コ

2008．3．9生 牡5青鹿 母 チリビリビン 母母 スイートバンブー 12戦2勝 賞金 33，168，000円
地方デビュー 2012．5．3 門別

〔競走中止〕 ゴールドロジャー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。



（25阪神5）第3日 12月7日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156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

236，670，000円
2，080，000円
11，620，000円
1，490，000円
21，270，000円
58，822，500円
4，940，400円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
432，537，100円
749，087，000円
206，420，800円
1，029，003，200円
632，086，100円
463，868，100円
1，437，249，200円
2，810，282，200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 7，760，533，700円

総入場人員 15，313名 （有料入場人員 14，032名）
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