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3408512月22日 晴 重 （25阪神5）第8日 第1競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

714 ヒ ナ ア ラ レ 牝2栗 54 小牧 太�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 470± 01：12．9 11．0�
59 エ ゴ イ ス ト 牝2鹿 54 北村 友一田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 468＋ 41：13．0� 7．8�
611 シゲルリクチュウ 牝2鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 452＋ 81：13．21� 9．5�
510 ファービヨンド 牝2栗 54 M．バルザローナ 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 442－ 21：13．3� 5．0�
（英）

612 トラディション 牝2栗 54 浜中 俊�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486－101：13．62 3．6	

815 テイエムリヴィエラ 牝2鹿 54 �島 良太竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 442＋ 81：13．81� 94．0

11 ワンダーライツ 牝2黒鹿54 藤岡 康太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 462－ 61：13．9クビ 4．9�
12 ピッツネイル 牝2芦 54 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 502－ 4 〃 クビ 25．6�
24 ジョーヌダンブル 牝2栗 54 太宰 啓介藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 452－ 61：14．0� 9．8
36 アイディンラヴ 牝2鹿 54

52 △藤懸 貴志米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 454＋ 81：14．31� 211．0�
47 メサージュマロン 牝2栗 54 松田 大作村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 小河 豊水 446＋ 21：14．4� 164．7�
713 ケイウンヘブンズ 牝2青鹿 54

51 ▲森 一馬鋤元 節夫氏 松永 昌博 日高 新井 昭二 400＋ 4 〃 アタマ 46．0�
48 アグネスアミニソル 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 440± 0 〃 ハナ 57．9�
816 ドナプロミス 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 448＋ 61：14．61� 116．2�
23 ピエナブラウニー 牝2青 54 藤岡 佑介本谷 兼三氏 坂口 正則 千歳 社台ファーム 450＋281：15．13 26．3�
35 キルフェボン 牝2栗 54

53 ☆菱田 裕二�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 454＋ 41：16．69 203．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，983，500円 複勝： 39，907，400円 枠連： 14，996，900円
馬連： 49，878，700円 馬単： 32，689，700円 ワイド： 25，917，800円
3連複： 77，138，400円 3連単： 108，933，500円 計： 370，445，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 360円 � 240円 � 320円 枠 連（5－7） 1，450円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，530円 �� 850円

3 連 複 ��� 7，800円 3 連 単 ��� 51，800円

票 数

単勝票数 計 209835 的中 � 15112（7番人気）
複勝票数 計 399074 的中 � 28096（7番人気）� 49257（4番人気）� 32276（6番人気）
枠連票数 計 149969 的中 （5－7） 7643（8番人気）
馬連票数 計 498787 的中 �� 10917（16番人気）
馬単票数 計 326897 的中 �� 3012（38番人気）
ワイド票数 計 259178 的中 �� 7822（9番人気）�� 4075（22番人気）�� 7642（11番人気）
3連複票数 計 771384 的中 ��� 7299（29番人気）
3連単票数 計1089335 的中 ��� 1552（185番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―12．0―12．3―13．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ナ ア ラ レ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．12．8 阪神4着

2011．3．12生 牝2栗 母 トーワマドンナ 母母 トーワルビー 2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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 カネツスペシャル号・クイズリングテラス号・ゴライコウ号・ミヤジマルゴ号・メイショウネイロ号
※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。

3408612月22日 晴 重 （25阪神5）第8日 第2競走 ��
��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

816 リーゼントロック 牡2黒鹿55 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 522＋ 21：53．6 2．8�
714 アクアマリンブレス 牡2黒鹿55 浜中 俊 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 502± 01：54．34 3．3�
12 ガ ン ジ ー 牡2栗 55 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 488＋ 41：54．93� 6．4�
59 ポメグラネイト 牡2栗 55 秋山真一郎畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 548＋141：55．22 16．1�
48 オールドバルディー 牡2黒鹿55 藤岡 佑介�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：55．4� 25．6	
35 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 498－ 21：55．72 5．7

24 バレーナボス 牡2栗 55 	島 良太ロイヤルパーク 宮 徹 日高 大江牧場 460－ 21：55．8クビ 36．5�
713 サンライズホーム 牡2青鹿55 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 476＋ 21：56．01
 47．4�
815 ウルパラクア 牡2鹿 55 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 442－ 61：56．53 30．9
47 オウケンゴールド 牡2栃栗55 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 484＋ 61：57．03 94．5�
612 アドミッション 牡2鹿 55 国分 優作有限会社シルク飯田 雄三 日高 滝本 健二 542－ 41：57．1� 80．9�
36 ダイシンウィン 牡2鹿 55

54 ☆菱田 裕二大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか グランド牧場 498＋ 41：57．2� 133．7�
23 スカイノフーサン 牡2黒鹿55 M．バルザローナ 江 賦晨氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 496＋141：57．83� 26．9�

（英）

11 メモリービビッド 牡2鹿 55
53 △藤懸 貴志�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 438－ 2 〃 クビ 87．9�

611 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 502－ 21：57．9� 97．3�
510 アスターノワール 牡2黒鹿55 酒井 学加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 川越ファーム 514± 01：58．85 314．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，537，200円 複勝： 48，398，800円 枠連： 14，968，300円
馬連： 56，071，400円 馬単： 42，837，800円 ワイド： 30，372，100円
3連複： 83，264，600円 3連単： 140，311，700円 計： 442，761，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 130円 � 170円 枠 連（7－8） 370円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 210円 �� 370円 �� 310円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 2，990円

票 数

単勝票数 計 265372 的中 � 74781（1番人気）
複勝票数 計 483988 的中 � 114295（2番人気）� 114883（1番人気）� 62956（4番人気）
枠連票数 計 149683 的中 （7－8） 30570（1番人気）
馬連票数 計 560714 的中 �� 84161（1番人気）
馬単票数 計 428378 的中 �� 39577（1番人気）
ワイド票数 計 303721 的中 �� 41559（1番人気）�� 18479（5番人気）�� 23606（2番人気）
3連複票数 計 832646 的中 ��� 68822（2番人気）
3連単票数 計1403117 的中 ��� 34711（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―14．1―13．4―12．2―12．9―12．2―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―38．3―51．7―1：03．9―1：16．8―1：29．0―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F36．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

リーゼントロック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2013．12．7 阪神2着

2011．3．2生 牡2黒鹿 母 レディインディ 母母 Fiji 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスターノワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月22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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 レデントーレ号
※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。

第５回 阪神競馬 第８日



3408712月22日 晴 稍重 （25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
1：32．3

良
良

23 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 454－ 21：35．7 1．7�
714 フォルシャー 牡2栗 55 川須 栄彦 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 482＋ 81：36．33� 28．3�
611 ブラックカイト 牡2黒鹿55 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 友田牧場 460－ 21：36．51� 18．0�
817 アイアムナチュラル 牡2鹿 55 浜中 俊堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 502± 01：36．6� 4．7�
715 ホッコーファイン 牝2栗 54 国分 恭介矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 440－ 21：36．7� 7．9�
36 リ ノ リ オ 牡2黒鹿55 酒井 学	錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 490＋101：37．02 68．4

11 コスモユピテル 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二 �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 480－ 2 〃 ハナ 461．9�
35 ベルリネッタ 牡2鹿 55 高倉 稜大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 450± 01：37．1� 414．8�
48 カ ゼ ノ コ 牡2鹿 55 秋山真一郎�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 458± 01：37．41� 26．7
713 エイシンヤノゴトク 牡2栗 55

54 ☆菱田 裕二	栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 456＋24 〃 クビ 262．4�
24 ラ イ ロ ア 牡2青鹿55 松田 大作 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 アタマ 23．7�
12 コリャコリャ 牝2鹿 54 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 466± 0 〃 アタマ 31．9�
59 メイショウハーバー 牡2栃栗55 藤岡 佑介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 村中牧場 486＋101：37．5クビ 413．6�
47 ミンネゼンガー 牡2栗 55 M．バルザローナ �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：37．6� 31．1�

（英）

816 ファストアズソング 牡2鹿 55 岡田 祥嗣 	グリーンファーム藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 406－ 41：37．7� 22．6�

612 モンスターバローズ 牡2栗 55 藤岡 康太猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 486＋ 2 〃 アタマ 54．1�
510 テイエムオドロキ 牝2栗 54 国分 優作竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 432± 01：37．8クビ 440．5�
818 トウケイスペシャル 牝2黒鹿 54

52 △藤懸 貴志木村 信彦氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 418－ 21：39．29 371．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，681，100円 複勝： 93，184，200円 枠連： 21，684，600円
馬連： 65，497，300円 馬単： 54，915，000円 ワイド： 40，120，100円
3連複： 109，176，400円 3連単： 185，765，900円 計： 609，024，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 490円 � 360円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 820円 �� 500円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 24，940円

票 数

単勝票数 計 386811 的中 � 182966（1番人気）
複勝票数 計 931842 的中 � 520391（1番人気）� 24906（8番人気）� 36450（4番人気）
枠連票数 計 216846 的中 （2－7） 27535（2番人気）
馬連票数 計 654973 的中 �� 25226（7番人気）
馬単票数 計 549150 的中 �� 14222（9番人気）
ワイド票数 計 401201 的中 �� 12193（8番人気）�� 21085（3番人気）�� 2929（29番人気）
3連複票数 計1091764 的中 ��� 11412（20番人気）
3連単票数 計1857659 的中 ��� 5499（73番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．6―12．1―12．4―12．0―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．7―47．8―1：00．2―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4F47．9―3F35．5
3 ・（1，12）4，5（6，7）－13（8，11）（2，10）17，18（9，3）（16，15）－14 4 1，12，4（6，5）7（13，11）（8，17）（10，16）3，2（9，14，15）18

勝馬の
紹 介

サトノルパン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．11．9 京都3着

2011．3．7生 牡2黒鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 サトノルパン号の騎手小牧太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※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 ゴーザトップ号
※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。

3408812月22日 曇 稍重 （25阪神5）第8日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時20分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．9

良
良

48 アグネスミニッツ 牡2栗 55
54 ☆菱田 裕二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 488＋ 22：07．5 5．8�

815 グロリアスカフェ 牡2黒鹿55 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか 三石橋本牧場 492± 02：07．71� 3．3�
11 コ ル サ ー レ 牡2黒鹿55 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 484－ 42：07．8� 2．9�
510 モウイイデショウ 牡2鹿 55

52 ▲森 一馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 458＋ 42：08．01� 202．2�
12 メイクアップ 牡2栗 55 酒井 学岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 2 〃 クビ 54．6�
612 ストームインパクト 牡2鹿 55 四位 洋文	G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 464＋102：08．1クビ 8．5

59 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 458＋ 2 〃 ハナ 37．1�
35 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 474＋ 2 〃 クビ 22．1�
611 ジョーチャーリー 牡2黒鹿55 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 バンブー牧場 466± 0 〃 ハナ 299．8
47 オカホンコー 牡2鹿 55 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 476－ 42：08．31� 14．9�
713 クリノキングムーン 牡2黒鹿55 秋山真一郎栗本 博晴氏 須貝 尚介 浦河 浦河小林牧場 446＋162：08．62 94．4�
36 ロードスパーク 牡2黒鹿55 北村 友一 	ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 4 〃 ハナ 43．8�
23 ゴールデンクロス 牡2鹿 55 松山 弘平吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 アタマ 62．1�
816 マイネルフレスコ 牡2栗 55 M．バルザローナ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 486＋102：08．91� 12．0�

（英）

24 タガノグリズリー 牡2鹿 55 �島 良太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 460＋ 22：09．75 52．6�
（15頭）

714 ドリームジュエリー 牡2鹿 55
54 ☆中井 裕二セゾンレースホース	 中村 均 大樹 大樹ファーム 440＋12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，788，900円 複勝： 62，146，400円 枠連： 21，848，300円
馬連： 66，088，600円 馬単： 44，594，800円 ワイド： 37，330，000円
3連複： 102，477，500円 3連単： 150，895，400円 計： 518，169，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 130円 � 130円 枠 連（4－8） 620円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 370円 �� 330円 �� 210円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 7，590円

票 数

単勝票数 差引計 327889（返還計 2467） 的中 � 44855（3番人気）
複勝票数 差引計 621464（返還計 7176） 的中 � 102484（3番人気）� 129389（2番人気）� 137549（1番人気）
枠連票数 差引計 218483（返還計 212） 的中 （4－8） 26338（3番人気）
馬連票数 差引計 660886（返還計 12110） 的中 �� 48919（3番人気）
馬単票数 差引計 445948（返還計 7711） 的中 �� 14028（7番人気）
ワイド票数 差引計 373300（返還計 10102） 的中 �� 22779（3番人気）�� 26983（2番人気）�� 50668（1番人気）
3連複票数 差引計1024775（返還計 36159） 的中 ��� 85911（1番人気）
3連単票数 差引計1508954（返還計 47933） 的中 ��� 14683（10番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―14．6―14．6―12．5―12．6―12．9―12．2―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．0―39．6―54．2―1：06．7―1：19．3―1：32．2―1：44．4―1：55．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスミニッツ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．11．17 京都3着

2011．5．19生 牡2栗 母 アグネスマジカル 母母 ブレッシング 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走除外〕 ドリームジュエリー号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 ストームインパクト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ストームインパクト号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コスモアイオライト号・スマートブルーム号
※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。



3408912月22日 曇 稍重 （25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

24 サクラエール 牡2黒鹿55 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 462 ―1：24．2 52．5�
36 ヤ マ カ ゲ 牡2栗 55

54 ☆中井 裕二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 460 ―1：24．41� 62．0�
713 エイシンノーティス 牝2鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 472 ― 〃 クビ 25．4�
12 ローレルベローチェ 牡2栗 55 松山 弘平 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 476 ―1：24．5� 12．1�
11 プリミティブラブ 牝2鹿 54 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 462 ―1：24．81� 2．9	
817 メイショウダンロ 牡2黒鹿55 丸山 元気松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 440 ―1：25．12 145．2

59 ウォーターテランガ 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 448 ―1：25．2クビ 25．0�
816 ナムラハリー 牡2鹿 55 太宰 啓介奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 424 ― 〃 ハナ 167．7�
510 テイエムジャバラ 牝2栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 432 ―1：25．41� 115．8
714 ヴ ォ ラ ン テ 牝2黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼石川 幸司氏 牧田 和弥 浦河 馬道 繁樹 410 ―1：25．5クビ 35．9�
818 ゴールドスパイラル 牝2鹿 54 藤岡 康太杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 450 ―1：25．6� 6．2�
611 カ リ ス 牝2黒鹿 54

52 △藤懸 貴志杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 438 ―1：25．7� 61．2�
48 ヘッドクオーター 牡2鹿 55 北村 友一�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488 ―1：25．8� 16．9�
23 レッドフォース 牡2栗 55 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松田 博資 千歳 社台ファーム 462 ―1：25．9� 6．5�
715 フェスティヴァーロ 牡2栗 55 高倉 稜田上 雅春氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 440 ―1：26．0� 201．5�
35 ソーラーストーム 牡2栗 55 水口 優也山上 和良氏 庄野 靖志 新冠 樋渡 信義 448 ―1：27．06 16．6�
47 リリークライマー 牡2鹿 55 熊沢 重文土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 466 ― 〃 ハナ 74．3�
612	 エイシンパワーズ 牡2栗 55 M．バルザローナ�栄進堂 大久保龍志 加

James A. Everatt, Jane-
ane A. Everatt & J. Arika
Everatt － Meeuse

506 ―1：37．7大差 5．0�
（英）

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，915，000円 複勝： 42，148，800円 枠連： 20，350，900円
馬連： 59，062，600円 馬単： 41，203，400円 ワイド： 30，490，400円
3連複： 84，450，200円 3連単： 129，963，200円 計： 437，584，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，250円 複 勝 � 1，690円 � 1，430円 � 760円 枠 連（2－3） 4，390円

馬 連 �� 89，330円 馬 単 �� 209，720円

ワ イ ド �� 15，820円 �� 8，290円 �� 8，420円

3 連 複 ��� 649，220円 3 連 単 ��� 4，170，130円

票 数

単勝票数 計 299150 的中 � 4493（11番人気）
複勝票数 計 421488 的中 � 6418（13番人気）� 7689（12番人気）� 15134（9番人気）
枠連票数 計 203509 的中 （2－3） 3427（20番人気）
馬連票数 計 590626 的中 �� 488（114番人気）
馬単票数 計 412034 的中 �� 145（217番人気）
ワイド票数 計 304904 的中 �� 473（104番人気）�� 907（71番人気）�� 892（75番人気）
3連複票数 計 844502 的中 ��� 96（561番人気）
3連単票数 計1299632 的中 ��� 23（3301番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．9―12．3―12．0―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―35．9―48．2―1：00．2―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラエール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サクラホクトオー 初出走

2011．3．29生 牡2黒鹿 母 サクラロマンス 母母 サクラハツスル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンパワーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月22日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3409012月22日 曇 重 （25阪神5）第8日 第6競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

816 ラフジェントリー 牡3黒鹿56 中舘 英二今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ
ネツ牧場 B476－ 21：11．5 3．7�

510 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 520＋ 21：11．71� 10．5�
714 キタサンウンリュー 牡4黒鹿57 松山 弘平�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 534＋ 2 〃 クビ 5．8�
35 ニ ザ エ モ ン 牡5黒鹿 57

56 ☆中井 裕二小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 472＋ 21：11．91	 22．5�
36 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 486＋ 21：12．0クビ 4．3�
23 テイエムキュウベエ 牡4栗 57 高倉 稜竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 510－ 41：12．21� 120．8	
59 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 486＋ 21：12．3クビ 28．9

611
 グリーディーボス 牡4栗 57

55 △藤懸 貴志北側 雅司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 クビ 8．1�
713
 アルティメイト 牝4青鹿55 幸 英明アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 454＋10 〃 ハナ 29．6�
815 リッシンロケット 牡3芦 56 藤岡 佑介小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 464± 01：12．4クビ 47．7
11 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 486＋ 21：12．61� 42．4�
47 ビップセレブアイ 牡5青鹿57 北村 友一鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 478± 01：12．7クビ 14．8�
48 ストリートハンター 牡4鹿 57 M．バルザローナ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 534＋261：13．44 10．6�

（英）

24 
 カシノオーブ 牡3鹿 56
53 ▲岩崎 翼柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 458－101：13．82� 92．3�

12 
 ウォーターメジャー 牡5黒鹿 57
54 ▲原田 敬伍山岡 良一氏 �島 一歩 浦河 畔高牧場 B460－181：13．9� 192．1�

612 エリモタフネス 牡3青鹿56 太宰 啓介山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 478± 01：14．53� 50．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，616，500円 複勝： 53，160，500円 枠連： 22，438，700円
馬連： 72，020，100円 馬単： 44，738，400円 ワイド： 36，725，100円
3連複： 105，057，800円 3連単： 153，641，300円 計： 517，398，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 250円 � 190円 枠 連（5－8） 1，260円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 630円 �� 490円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 17，050円

票 数

単勝票数 計 296165 的中 � 64272（1番人気）
複勝票数 計 531605 的中 � 103700（1番人気）� 47934（5番人気）� 73407（3番人気）
枠連票数 計 224387 的中 （5－8） 13231（5番人気）
馬連票数 計 720201 的中 �� 32483（5番人気）
馬単票数 計 447384 的中 �� 12741（6番人気）
ワイド票数 計 367251 的中 �� 14313（5番人気）�� 19537（2番人気）�� 10454（9番人気）
3連複票数 計1050578 的中 ��� 22024（6番人気）
3連単票数 計1536413 的中 ��� 6653（27番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．4―11．6―12．4―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフジェントリー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．1．27 中京10着

2010．3．2生 牡3黒鹿 母 カネツプリンセス 母母 プロポーション 9戦2勝 賞金 21，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ヴァルナビット号・クインスウィーティ号・クーデター号・ナムラケンシロウ号・メイショウドルセー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3409112月22日 曇 重 （25阪神5）第8日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

24 ミッキースマホ 牡3栗 56 M．バルザローナ 野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 470－ 61：52．4 8．1�
（英）

816 タガノビリーヴィン 牡3黒鹿 56
53 ▲岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 498＋161：52．61� 12．0�

12 � サカジロスイセイ 牡4鹿 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 長谷部牧場 508＋ 81：52．81� 16．6�
48 ウォースピリッツ 牡3黒鹿56 北村 友一有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 21：53．22� 6．4�
59 ゴ ダ ー ル 牡3黒鹿56 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：53．41� 14．1�
714 ラガートモヒーロ 牡4黒鹿57 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 458－ 2 〃 アタマ 2．4	
815 デスティニーシチー 牡3栗 56 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 466－ 61：53．5� 15．5

47 � ネオアレクサンドラ 牝4鹿 55

53 △藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：53．71� 87．1�
713 メイショウビリーヴ 	4黒鹿57 松山 弘平松本 和子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 452－ 21：53．91 251．6�
510 トゥルーフレンド 牡4鹿 57 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 482± 01：54．11� 27．8
35 サンライズドバイ 牡5芦 57 松田 大作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B500＋101：54．2� 86．9�
11 タマノペルセウス 牡3鹿 56 浜中 俊玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 514－ 21：54．41� 8．4�
611 タイムアラウド 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 41：54．5クビ 73．3�

612 サクセスフルビッド 牡4黒鹿57 藤岡 佑介�G1レーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 514＋ 41：54．71� 28．1�
23 トウカイインパルス 牡3青鹿56 幸 英明内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 520－ 81：57．2大差 19．6�
36 � シゲルキンカン 牡4鹿 57 藤岡 康太森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 下屋敷牧場 438＋ 22：00．3大差 336．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，453，400円 複勝： 67，424，200円 枠連： 26，768，300円
馬連： 86，694，900円 馬単： 54，328，900円 ワイド： 45，331，700円
3連複： 126，320，000円 3連単： 193，481，600円 計： 636，803，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 360円 � 450円 � 450円 枠 連（2－8） 2，160円

馬 連 �� 5，530円 馬 単 �� 11，050円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 1，980円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 25，260円 3 連 単 ��� 110，950円

票 数

単勝票数 計 364534 的中 � 35584（3番人気）
複勝票数 計 674242 的中 � 51299（4番人気）� 38796（8番人気）� 39422（7番人気）
枠連票数 計 267683 的中 （2－8） 9177（11番人気）
馬連票数 計 866949 的中 �� 11586（20番人気）
馬単票数 計 543289 的中 �� 3631（37番人気）
ワイド票数 計 453317 的中 �� 5874（22番人気）�� 5658（24番人気）�� 3510（43番人気）
3連複票数 計1263200 的中 ��� 3692（83番人気）
3連単票数 計1934816 的中 ��� 1287（349番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．9―50．7―1：02．6―1：14．8―1：27．2―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキースマホ �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．2．10 京都12着

2010．2．8生 牡3栗 母 サトルスマイル 母母 サトルチェンジ 6戦2勝 賞金 18，320，000円
〔発走状況〕 メイショウビリーヴ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルキンカン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月22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 ジョナパランセ号・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。

3409212月22日 曇 稍重 （25阪神5）第8日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時45分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

48 キョウエイアシュラ 牡6鹿 57 藤岡 佑介田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 466－ 21：34．7 40．0�
510 ハーキュリーズ 牡5鹿 57 M．バルザローナ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 462＋ 61：34．91� 1．8�

（英）

36 ダンツクロノス 牡3鹿 56 藤田 伸二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 506± 01：35．0� 7．6�
611 ブルーハーツクライ 牡4栗 57 国分 優作 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 500＋ 61：35．1� 23．9�
59 サトノジョリー 牝4青鹿55 松山 弘平里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 452－ 8 〃 ハナ 30．9	
713 トキノゲンジ 牡5鹿 57 幸 英明中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 508＋ 61：35．31	 96．6

24 シルクキングリー 牡4鹿 57

56 ☆菱田 裕二有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 480＋ 41：35．62 8．4�
23 ラヴァズアゲイン 牝4栗 55 
島 良太岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 470－ 21：35．7クビ 79．5�
35 ラ パ ヌ イ 牝5鹿 55 小牧 太青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B486± 01：36．02 42．9
612� ホーマンベルウィン 牡5黒鹿57 北村 友一久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 472± 01：36．1� 155．7�
816 アサクサライジン 牡3栗 56

53 ▲森 一馬田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 480＋151：36．41� 171．7�
11 マイファーストラヴ 牝7青鹿55 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 456± 01：36．71� 51．0�
815� キクノグラード 牡4栗 57 秋山真一郎菊池 五郎氏 野村 彰彦 浦河 惣田 英幸 488＋ 4 〃 クビ 115．5�
12 タ マ ラ マ 4黒鹿57 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 41：36．8� 5．0�
47 シゲルオウシザ 牡3栗 56 高倉 稜森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 522－ 21：36．9クビ 77．3�
714� ティズトレメンダス 牝3鹿 54 藤岡 康太岡田 牧雄氏 佐山 優 米 Morgan’s

Ford Farm 496± 01：37．75 20．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，829，600円 複勝： 78，647，000円 枠連： 24，757，700円
馬連： 99，629，200円 馬単： 74，615，100円 ワイド： 45，302，700円
3連複： 145，182，400円 3連単： 284，784，500円 計： 797，748，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，000円 複 勝 � 490円 � 110円 � 220円 枠 連（4－5） 1，940円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 8，020円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，260円 �� 290円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 53，980円

票 数

単勝票数 計 448296 的中 � 8839（8番人気）
複勝票数 計 786470 的中 � 23351（7番人気）� 361995（1番人気）� 68390（4番人気）
枠連票数 計 247577 的中 （4－5） 9434（9番人気）
馬連票数 計 996292 的中 �� 29745（9番人気）
馬単票数 計 746151 的中 �� 6871（22番人気）
ワイド票数 計 453027 的中 �� 12931（9番人気）�� 4402（24番人気）�� 44843（2番人気）
3連複票数 計1451824 的中 ��� 23327（14番人気）
3連単票数 計2847845 的中 ��� 3894（135番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．7―47．8―59．6―1：11．3―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイアシュラ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2009．7．5 札幌1着

2007．1．24生 牡6鹿 母 サンシャワーキッス 母母 ミルレーサー 33戦3勝 賞金 92，007，000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。



3409312月22日 曇 重 （25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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

611 メイショウシンシア 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 436＋ 21：52．8 7．8�
12 セレッソレアル 牝2栗 54 松田 大作三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 460－ 21：53．01� 37．7�
713 エ キ マ エ 牡2鹿 55 川須 栄彦古川 智洋氏 中川 公成 新冠 アラキフアーム B494－ 21：53．31� 124．0�
816 スマートダイバー 牡2栗 55 幸 英明大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 476－ 61：54．04 6．0�
47 タイセイクルーズ 牡2栗 55 M．バルザローナ 田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 508－ 4 〃 クビ 5．3�

（英）

35 ワールドダンス 牡2栗 55 丸山 元気杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 472＋ 21：54．1� 10．2	
815 ファイヤーロック 牡2黒鹿55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス
 村山 明 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：54．31 16．4�
612 トゥインクリング 牡2栗 55 松岡 正海スリースターズレーシング 田村 康仁 浦河 ミルファーム 494－ 21：54．51	 123．0�
59 ペ ア ン 牡2黒鹿55 浜中 俊上野 直樹氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム B500± 0 〃 ハナ 2．6
36 ダイリュウキセキ 牝2黒鹿54 小林 徹弥大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 440－ 81：54．71� 43．6�
48 カシノカーム 牡2芦 55 菱田 裕二柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 462＋ 61：55．01� 128．1�
23 ヤマノボンバー 牡2芦 55 岩崎 翼澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 438＋ 21：55．1クビ 90．8�
11 サンライズブルー 牡2芦 55 北村 友一松岡 隆雄氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 488＋ 21：55．52� 9．6�
24 クリノジュロウジン 牡2栗 55 国分 恭介栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 458＋ 4 〃 ハナ 306．7�
510 ハギノセゾン 牝2青鹿54 酒井 学安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 450－ 6 〃 アタマ 43．5�
714 マッサローザ 牝2青鹿54 藤田 伸二赤沼 秀典氏 森 秀行 様似 富田 恭司 B424± 01：59．3大差 93．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，439，700円 複勝： 77，000，800円 枠連： 32，992，900円
馬連： 139，088，700円 馬単： 80，809，900円 ワイド： 54，553，400円
3連複： 168，297，400円 3連単： 294，152，700円 計： 901，335，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 240円 � 850円 � 2，810円 枠 連（1－6） 2，490円

馬 連 �� 10，820円 馬 単 �� 18，780円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 10，860円 �� 25，940円

3 連 複 ��� 332，100円 3 連 単 ��� 1，219，580円

票 数

単勝票数 計 544397 的中 � 55001（4番人気）
複勝票数 計 770008 的中 � 103587（3番人気）� 21887（9番人気）� 6211（15番人気）
枠連票数 計 329929 的中 （1－6） 9794（13番人気）
馬連票数 計1390887 的中 �� 9492（29番人気）
馬単票数 計 808099 的中 �� 3176（55番人気）
ワイド票数 計 545534 的中 �� 4559（29番人気）�� 1230（70番人気）�� 513（100番人気）
3連複票数 計1682974 的中 ��� 374（320番人気）
3連単票数 計2941527 的中 ��� 178（1469番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．8―12．6―12．5―12．5―12．3―13．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．4―49．0―1：01．5―1：14．0―1：26．3―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

メイショウシンシア �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2013．9．7 阪神8着

2011．3．25生 牡2鹿 母 メイショウアイリス 母母 ロ ス ケ イ 5戦2勝 賞金 20，144，000円
〔制裁〕 ファイヤーロック号の騎手松山弘平は，後検量に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マッサローザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月22日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3409412月22日 曇 稍重 （25阪神5）第8日 第10競走 ��
��2，400�

え さ か

江 坂 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
2：24．2
2：22．1

良
良

510 マイネルアイザック 牡4黒鹿57 幸 英明 �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 458＋ 22：29．1 10．0�

815� ロッカデバルディ 牡3黒鹿53 浜中 俊吉田 和美氏 吉村 圭司 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

514＋ 6 〃 クビ 3．6�
714 ジャイアントリープ 牡3芦 55 北村 友一 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 496－ 42：29．2	 7．8�
59 タイキプレミアム 牡4鹿 57 M．バルザローナ�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 474－ 4 〃 クビ 5．5�

（英）

11 アースステップ 牡6鹿 57 藤岡 佑介吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 534± 02：29．3	 18．8	
816 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 458＋ 22：29．4	 9．5

48 ラブラドライト 
4鹿 57 松山 弘平吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋ 62：29．72 6．3�
12 マイネルマエストロ 牡3青鹿55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 492＋122：29．8クビ 66．3�
47 アドマイヤネアルコ 牡5芦 57 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 498＋14 〃 クビ 40．6
713 コスモカンタービレ 牡6黒鹿57 中井 裕二 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 498＋ 22：29．9	 155．5�
36 � シンケンショウブ 牡5鹿 57 秋山真一郎栗本 博晴氏 田中 章博 新ひだか グランド牧場 502＋ 4 〃 ハナ 148．1�
612 マイネルサンオペラ 牡3栗 55 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 476＋ 42：30．0クビ 27．2�
35 ルシャンベルタン 牡5鹿 57 菱田 裕二嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B486－ 6 〃 クビ 75．7�
611 プランスペスカ 牡3鹿 55 藤岡 康太山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 456＋ 6 〃 ハナ 8．3�
24 � アンバサドゥール 牡4鹿 57 丸山 元気伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 454－ 22：30．21 48．9�
23 � セルリアンディンゴ 牡5黒鹿57 国分 恭介�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 488－ 62：31．15 63．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，549，600円 複勝： 82，249，300円 枠連： 45，527，500円
馬連： 177，011，200円 馬単： 97，215，400円 ワイド： 69，971，400円
3連複： 233，375，200円 3連単： 398，418，100円 計： 1，154，317，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 260円 � 170円 � 270円 枠 連（5－8） 540円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，010円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 27，170円

票 数

単勝票数 計 505496 的中 � 40057（7番人気）
複勝票数 計 822493 的中 � 78835（5番人気）� 153860（1番人気）� 75015（6番人気）
枠連票数 計 455275 的中 （5－8） 63236（1番人気）
馬連票数 計1770112 的中 �� 72760（5番人気）
馬単票数 計 972154 的中 �� 16026（14番人気）
ワイド票数 計 699714 的中 �� 28292（4番人気）�� 16551（14番人気）�� 27563（5番人気）
3連複票数 計2333752 的中 ��� 47699（7番人気）
3連単票数 計3984181 的中 ��� 10823（78番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．4―12．2―12．2―12．8―12．8―12．8―12．6―12．2―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．6―37．0―49．2―1：01．4―1：14．2―1：27．0―1：39．8―1：52．4―2：04．6―2：16．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．7
1
3
2－7（3，8）－（1，10）－15，6，9，11（5，14）（12，13）4－16
2＝7，3，8－10＝1，15（9，13）6（11，14）（5，12）－4－16

2
4

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

勝馬の
紹 介

マイネルアイザック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2011．10．23 京都7着

2009．4．19生 牡4黒鹿 母 アイアイサクラ 母母 ラウレルシーダー 23戦4勝 賞金 59，225，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※アースステップ号・コスモカンタービレ号・マイネルサンオペラ号・ルシャンベルタン号は，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。

２レース目 ４レース目



3409512月22日 曇 稍重 （25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，24．12．22以降25．12．15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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 プリンセスジャック 牝3栗 53 北村 友一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474＋ 22：03．0 14．0�
22 サフランディライト 牡5鹿 54 川須 栄彦海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 490＋102：03．21� 45．0�
56 ツルミプラチナム 牡6黒鹿54 酒井 学�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 476＋ 42：03．3クビ 15．6�
44 カネトシマーシャル 牡5鹿 57 藤岡 康太兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 508＋ 22：03．4� 4．4�
33 ミルドリーム 牡4青鹿57．5 M．バルザローナ 平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448＋12 〃 ハナ 7．0	

（英）

79 スマートリバティー 牡5鹿 55 幸 英明大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 454－ 22：03．5� 14．7

68 アクションスター 牡3栗 56 秋山真一郎福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 4 〃 クビ 3．6�
11 ロードエアフォース 牡5鹿 55 藤田 伸二 �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 506＋ 42：03．6クビ 4．7�
710 タガノイノセンス 牝6青 53 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 518± 0 〃 クビ 9．3
812 トウカイオーロラ 牡6黒鹿55 松山 弘平内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 484＋ 2 〃 アタマ 31．2�
811 フミノヤマビコ 牡6鹿 55 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B492－ 62：03．7� 44．8�
67 ヤマカツゴールド 牡7栗 52 国分 恭介山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 480＋ 22：04．12� 175．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 60，294，600円 複勝： 86，346，300円 枠連： 45，675，700円
馬連： 206，660，200円 馬単： 113，080，100円 ワイド： 71，349，300円
3連複： 254，362，900円 3連単： 508，195，400円 計： 1，345，964，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 480円 � 1，080円 � 430円 枠 連（2－5） 6，880円

馬 連 �� 19，270円 馬 単 �� 34，560円

ワ イ ド �� 4，570円 �� 2，200円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 70，360円 3 連 単 ��� 508，200円

票 数

単勝票数 計 602946 的中 � 34092（6番人気）
複勝票数 計 863463 的中 � 49222（8番人気）� 19551（10番人気）� 55730（7番人気）
枠連票数 計 456757 的中 （2－5） 4905（23番人気）
馬連票数 計2066602 的中 �� 7918（48番人気）
馬単票数 計1130801 的中 �� 2415（85番人気）
ワイド票数 計 713493 的中 �� 3818（48番人気）�� 8079（28番人気）�� 4120（44番人気）
3連複票数 計2543629 的中 ��� 2668（140番人気）
3連単票数 計5081954 的中 ��� 738（841番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．9―38．3―51．3―1：03．5―1：15．8―1：27．6―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4F47．2―3F35．4
1
3
1，2－5，9，6，4（10，11）3，8－（7，12）
1（2，9）（5，6，10）（4，11）（3，8）－12，7

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

勝馬の
紹 介

プリンセスジャック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Afleet デビュー 2012．8．18 札幌1着

2010．3．9生 牝3栗 母 ゴールデンジャック 母母 コ マ ー ズ 12戦3勝 賞金 71，876，000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。

3409612月22日 曇 重 （25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 385，000円 110，000円 55，000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 ウォータールルド 牡5黒鹿56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 486＋ 41：22．8 9．2�
816 マルカフリート 牡7鹿 58 四位 洋文河長産業� 中村 均 千歳 社台ファーム 478－ 21：22．9� 4．5�
11 	 ファリダット 牡8青鹿57 小牧 太前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management 480＋ 21：23．11� 11．7�
36 セイカプリコーン 牡5鹿 56 川須 栄彦金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 498± 01：23．2
 29．9�
48 	 アーリーデイズ �6鹿 56 藤岡 康太加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette 472－ 21：23．51
 35．8�
35 ホクセツダンス 牝5栗 54 松山 弘平平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 454＋ 2 〃 アタマ 6．8	
815 オールドパサデナ 牝4鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 500－ 8 〃 同着 3．7

510 シセイオウジ 牡6栗 56 丸山 元気猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 462－ 2 〃 ハナ 12．8�
59 ナガラオリオン 牡4鹿 56 浜中 俊長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 474＋16 〃 アタマ 7．0�
23 インペリアルマーチ 牡6黒鹿56 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 574－ 21：23．71� 12．2�
612 フィールドシャイン 牡6栗 56 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 482－ 41：23．8� 122．5�
611 マルカベンチャー 牡7栗 56 高倉 稜河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 クビ 79．1�
714� エベレストオー 牡6鹿 56 国分 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B520＋ 8 〃 ハナ 165．1�
12 エイシンオスマン 牡5鹿 55 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 486＋ 81：24．54 97．5�
47 ト ラ バ ン ト 牡5栗 56 秋山真一郎吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 524＋ 81：25．24 39．7�

（15頭）
24 フリートストリート 牡4芦 57 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 3 （競走除外）
（英）

売 得 金
単勝： 80，763，700円 複勝： 122，167，000円 枠連： 92，176，600円
馬連： 208，977，900円 馬単： 107，615，900円 ワイド： 93，041，900円
3連複： 258，639，900円 3連単： 446，314，500円 計： 1，409，697，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 310円 � 210円 � 360円 枠 連（7－8） 980円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，180円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 9，400円 3 連 単 ��� 52，090円

票 数

単勝票数 差引計 807637（返還計148562） 的中 � 69293（5番人気）
複勝票数 差引計1221670（返還計154941） 的中 � 99550（5番人気）� 179936（2番人気）� 81894（8番人気）
枠連票数 差引計 921766（返還計 16185） 的中 （7－8） 69623（4番人気）
馬連票数 差引計2089779（返還計1013664） 的中 �� 71398（6番人気）
馬単票数 差引計1076159（返還計595615） 的中 �� 16322（16番人気）
ワイド票数 差引計 930419（返還計292311） 的中 �� 28048（7番人気）�� 10205（28番人気）�� 19654（18番人気）
3連複票数 差引計2586399（返還計1769218） 的中 ��� 20322（33番人気）
3連単票数 差引計4463145（返還計3571427） 的中 ��� 6324（175番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．3―47．3―58．8―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォータールルド �
�
父 ウォーターリーグ �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2010．9．20 阪神6着

2008．3．9生 牡5黒鹿 母 ウォーターエナン 母母 Scrape 24戦6勝 賞金 126，800，000円
〔競走除外〕 フリートストリート号は，馬場入場時に放馬。疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 セイカプリコーン号の調教師服部利之は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の25頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）25頭 アドバンスウェイ号・アルフレード号・エスケープマジック号・エーシンウェズン号・ガンジス号・キズマ号・

キョウワダッフィー号・キョウワマグナム号・ゲシュタルト号・ケビンドゥ号・サウンドアクシス号・
サクラシャイニー号・スイートジュエリー号・スタッドジェルラン号・タイセイファントム号・ダッシャーワン号・
デュアルスウォード号・トウショウカズン号・トキノエクセレント号・トーホウチェイサー号・ミッドサマーフェア号・
メイショウツチヤマ号・メイショウマシュウ号・リュンヌ号・レディオブオペラ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（25阪神5）第8日 12月22日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 190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

214，560，000円
4，160，000円
9，460，000円
2，040，000円
19，450，000円
70，212，250円
4，940，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
505，852，800円
852，780，700円
384，186，400円
1，286，680，800円
788，644，400円
580，505，900円
1，747，742，700円
2，994，857，800円

�
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�
�
�
�
�
�

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 9，141，251，500円

総入場人員 34，326名 （有料入場人員 31，761名）
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