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3409712月24日 晴 重 （24阪神5）第9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）
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

34 ア ザ ゼ ル 牡2青鹿55 R．ムーア 前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 492－ 61：55．2 8．7�
（英）

814 ナムライットウセイ 牡2黒鹿55 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 460－ 2 〃 クビ 1．9�
22 エーティータラント 牡2芦 55 熊沢 重文荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 486＋ 4 〃 ハナ 7．0�
35 ウォンテッド 牡2黒鹿55 岩田 康誠谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 476＋ 21：55．3� 23．5�
11 コンゴウセイウン 牡2青鹿55 高倉 稜金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 藤川フアーム 510± 01：55．4� 62．1�
47 テイエムシシーポス 牡2鹿 55 鮫島 良太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 472＋ 21：55．82� 155．6�
46 ペプチドマンボウ 牡2鹿 55 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 B482± 01：55．9クビ 46．3	
611 ミラクレスト 牡2青鹿55 浜中 俊 
サンデーレーシング 岡田 稲男 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 500－ 41：56．22 13．4�
58 メイキングドラマ 牡2栗 55 大野 拓弥齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 472± 01：56．3クビ 155．2�
712 マイネルゲイナー 牡2栗 55

52 ▲中井 裕二 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 久井牧場 434－ 2 〃 アタマ 20．0�

59 テイエムデンゲキ 牡2黒鹿55 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新冠 新冠橋本牧場 482± 01：56．62 156．8�
815 オリエンタルサン 牡2鹿 55 太宰 啓介下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 466－ 2 〃 クビ 49．0�
713 パワーオブシャドー 牡2鹿 55 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大

作ステーブル 504± 01：56．7� 271．9�
610 ジャックトゥキング 牡2鹿 55

52 ▲藤懸 貴志津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 488－ 81：58．8大差 20．3�
23 トキノロブロイ 牡2黒鹿55 福永 祐一田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 466－ 81：59．01	 5．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，181，600円 複勝： 40，424，200円 枠連： 18，160，600円
馬連： 51，879，900円 馬単： 31，233，100円 ワイド： 25，416，200円
3連複： 71，971，800円 3連単： 110，513，500円 計： 368，780，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 110円 � 180円 枠 連（3－8） 700円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 420円 �� 790円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 9，930円

票 数

単勝票数 計 191816 的中 � 17468（4番人気）
複勝票数 計 404242 的中 � 21801（6番人気）� 180123（1番人気）� 45980（2番人気）
枠連票数 計 181606 的中 （3－8） 20501（2番人気）
馬連票数 計 518799 的中 �� 44724（3番人気）
馬単票数 計 312331 的中 �� 10914（7番人気）
ワイド票数 計 254162 的中 �� 15322（3番人気）�� 7454（9番人気）�� 29693（1番人気）
3連複票数 計 719718 的中 ��� 36606（2番人気）
3連単票数 計1105135 的中 ��� 8215（19番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．8―13．2―12．6―12．8―13．0―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―38．1―51．3―1：03．9―1：16．7―1：29．7―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ザ ゼ ル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．25 京都9着

2010．3．15生 牡2青鹿 母 スパンゴールド 母母 ファレノプシス 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 テイエムデンゲキ号の騎手松田大作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 スナークスクリプト号（疾病〔感冒〕のため）
※トキノロブロイ号は，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。

3409812月24日 晴 重 （24阪神5）第9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）

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

713 マーティンオート 牝2鹿 54 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 464± 01：24．7 3．3�
24 ドリーボヌール 牝2鹿 54 浜中 俊吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 444－121：25．12� 7．1�
59 メイショウアシタバ 牝2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 468± 01：25．2クビ 15．1�
47 スピリットレイク 牝2鹿 54 北村 友一 H.R.H．プリンセス・ハヤ 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋161：25．41� 32．6�
611 セトノミッシー 牝2鹿 54 松山 弘平難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 41：25．61� 22．1�
714 デンタルハイジーン 牝2青鹿54 C．ルメール 三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 高松牧場 402－ 21：26．23� 5．1�

（仏）

612 ニシノヒメゴト 牝2鹿 54 太宰 啓介西山 茂行氏 北出 成人 新冠 川上牧場 442－ 4 〃 クビ 31．7	
36 ニシノモンクス 牝2鹿 54

51 ▲中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 448± 01：26．3クビ 5．1

23 ヨゾラニネガイヲ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：26．51� 10．0�
48 イサミノキセキ 牝2鹿 54

51 ▲藤懸 貴志前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 420± 01：26．6� 157．8
12 セイントデジタル 牝2栗 54 丹内 祐次中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 450＋ 6 〃 クビ 39．5�
815 クリノマッキンリー 牝2鹿 54

51 ▲菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 えりも 能登 浩 462＋24 〃 ハナ 119．8�
816 ホッコーアムール 牝2青 54 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 川端 正博 444＋ 21：26．91� 18．0�
11 キュートヴァリュー 牝2鹿 54 大野 拓弥�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 490＋ 41：27．0クビ 260．5�
35 メイショウビオラ 牝2青鹿54 藤岡 佑介松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 428－101：27．1� 80．0�
510 ポーラーシェーン 牝2鹿 54 福永 祐一山下 恭茂氏 加用 正 浦河 山下 恭茂 442＋ 2 〃 アタマ 24．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，623，600円 複勝： 40，836，000円 枠連： 21，147，400円
馬連： 55，935，700円 馬単： 31，877，100円 ワイド： 29，320，600円
3連複： 78，741，200円 3連単： 112，980，800円 計： 395，462，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 270円 � 340円 枠 連（2－7） 440円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 630円 �� 920円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 6，510円 3 連 単 ��� 27，690円

票 数

単勝票数 計 246236 的中 � 59594（1番人気）
複勝票数 計 408360 的中 � 83730（1番人気）� 36602（4番人気）� 27065（6番人気）
枠連票数 計 211474 的中 （2－7） 37569（1番人気）
馬連票数 計 559357 的中 �� 33333（3番人気）
馬単票数 計 318771 的中 �� 9934（6番人気）
ワイド票数 計 293206 的中 �� 12657（3番人気）�� 8374（8番人気）�� 2974（26番人気）
3連複票数 計 787412 的中 ��� 8934（19番人気）
3連単票数 計1129808 的中 ��� 3012（73番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．3―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．3―47．6―59．9―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マーティンオート �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2012．10．27 京都2着

2010．5．6生 牝2鹿 母 オートクリス 母母 オートジャーニー 4戦1勝 賞金 9，600，000円
〔騎手変更〕 ドリーボヌール号の騎手M．デムーロは，病気のため浜中俊に変更。

メイショウアシタバ号の騎手四位洋文は，騎乗停止のため武豊に変更。
※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９日

対象レース

対象レース



3409912月24日 曇 良 （24阪神5）第9日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時10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

816 アドマイヤスピカ 牡2栗 55 R．ムーア 近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 494－ 62：04．4 11．4�
（英）

714 ウインアルザス 牡2鹿 55 C．ルメール�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 496－ 2 〃 ハナ 2．8�
（仏）

24 ト ル ス ト イ 牡2鹿 55 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 2．2�
59 イントレピッド 牡2鹿 55 太宰 啓介会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 438＋ 42：04．61� 31．2�
12 アメリカンドリーム 牡2鹿 55 池添 謙一杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 506＋ 22：04．7� 15．2�
11 オースミアイビス 牡2栗 55 丹内 祐次�オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 512＋ 82：04．91� 21．2	
48 オ ム ニ バ ス 牡2青鹿55 川田 将雅 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 470＋182：05．21� 34．4

612 スノーストーム 牡2栗 55 吉田 豊 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 アタマ 71．5�
713 コスミックワンダー 牡2鹿 55 横山 典弘吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484± 02：05．41� 16．8
815 デンコウウンリュウ 牡2鹿 55 武 豊田中 康弘氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 496－ 62：05．5� 50．3�
510 ダノンエトワール 牡2鹿 55 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－182：05．6� 21．6�
611 トミケンブリランテ 牡2黒鹿55 北村 友一冨樫 賢二氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 498－ 4 〃 ハナ 218．2�
36 ハギノブシドウ 牡2栗 55 浜中 俊日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 510－ 62：05．7� 143．3�
47 シゲルカメレオンザ 牡2鹿 55 松田 大作森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 B482＋ 2 〃 ハナ 416．6�
35 ワ イ ズ マ ン 牡2鹿 55

52 ▲菱田 裕二古賀 和夫氏 梅田 智之 日高 日高大洋牧場 470± 02：06．01� 62．3�
23 エーティーダンガン 牡2青鹿55 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 458＋ 22：06．31� 98．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，143，100円 複勝： 54，385，900円 枠連： 21，231，100円
馬連： 65，084，500円 馬単： 42，785，800円 ワイド： 35，880，700円
3連複： 88，458，500円 3連単： 152，601，600円 計： 492，571，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 210円 � 120円 � 110円 枠 連（7－8） 880円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 460円 �� 330円 �� 170円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 9，850円

票 数

単勝票数 計 321431 的中 � 22398（3番人気）
複勝票数 計 543859 的中 � 40685（3番人気）� 128592（2番人気）� 195676（1番人気）
枠連票数 計 212311 的中 （7－8） 18978（3番人気）
馬連票数 計 650845 的中 �� 30070（4番人気）
馬単票数 計 427858 的中 �� 7921（13番人気）
ワイド票数 計 358807 的中 �� 17052（4番人気）�� 25737（2番人気）�� 69498（1番人気）
3連複票数 計 884585 的中 ��� 71109（1番人気）
3連単票数 計1526016 的中 ��� 11441（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―36．9―49．8―1：02．8―1：15．7―1：28．4―1：40．6―1：52．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤスピカ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．2 阪神4着

2010．2．23生 牡2栗 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔騎手変更〕 アメリカンドリーム号の騎手M．デムーロは，病気のため池添謙一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルフィエスタ号
※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。

3410012月24日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）重 （24阪神5）第9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� シシャモフレンド 牝7鹿 58 白浜 雄造阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 484＋ 43：20．3 13．4�
69 ハイローラー 牡6鹿 60 小坂 忠士加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 492－ 43：20．51� 2．3�
11 タマモオンゾウシ 牡3栗 58 熊沢 重文タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 508＋ 23：20．6� 3．0�
813 ワンダームシャ 牡7鹿 60 北沢 伸也山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 484－ 43：21．45 6．6�
711 トウカイエナジー 牝3栗 56 植野 貴也内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 480＋ 43：24．3大差 13．2�
45 アイアムエレガント 牝4黒鹿58 浜野谷憲尚堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 502＋103：24．72� 83．6	
44 � セフティーフライト 牡3栗 58 横山 義行原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 444＋ 83：25．12� 32．4

68 ボンバルディエーレ 	6芦 60 蓑島 靖典吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 480－ 23：27．7大差 71．4�
812 ボストンストロング 牡3黒鹿58 林 満明ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 438－ 63：28．76 130．5�
56 ワンダフルフェロー 牡3黒鹿58 黒岩 悠岩﨑 僖澄氏 谷 潔 新冠 清水 克則 458－ 63：32．2大差 170．1
57 シゲルシャチョウ 牡4鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 様似 髙村 伸一 516＋ 83：34．3大差 19．3�
33 メイショウカルロ 牡4鹿 60 西谷 誠松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 470＋103：35．04 28．3�
22 マイネルトレース 牡5栗 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新ひだか 澤田 嘉隆 496＋123：38．9大差 45．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，030，500円 複勝： 28，038，700円 枠連： 15，678，000円
馬連： 43，051，400円 馬単： 32，239，400円 ワイド： 22，065，300円
3連複： 63，546，300円 3連単： 124，766，700円 計： 349，416，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 210円 � 110円 � 140円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 440円 �� 600円 �� 160円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 9，710円

票 数

単勝票数 計 200305 的中 � 11780（5番人気）
複勝票数 計 280387 的中 � 21572（4番人気）� 111930（1番人気）� 46562（2番人気）
枠連票数 計 156780 的中 （6－7） 19985（2番人気）
馬連票数 計 430514 的中 �� 28881（3番人気）
馬単票数 計 322394 的中 �� 7531（11番人気）
ワイド票数 計 220653 的中 �� 11550（3番人気）�� 7998（8番人気）�� 46259（1番人気）
3連複票数 計 635463 的中 ��� 51166（2番人気）
3連単票数 計1247667 的中 ��� 9492（26番人気）
上り 1マイル 1：50．3 4F 53．4－3F 40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1＝10，13＝5＝9＝11－12－4＝6＝8－7－3＝2
1＝10，13，9＝5＝11＝4－12＝8＝6＝7＝3＝2

�
�
1＝10，13＝5－9＝11－12，4＝6－8＝7＝3＝2
1，10，13，9＝5－11＝4＝12，8＝6＝7＝3＝2

勝馬の
紹 介

�シシャモフレンド �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2005．4．5生 牝7鹿 母 ウェディングバード 母母 リアルサファイヤ 障害：8戦1勝 賞金 14，930，000円
初出走 JRA

※出走取消馬 テイエムアモーレ号（疾病〔左肩跛行〕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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビュービーナス号
（非抽選馬） 6頭 アミフジガガ号・エーシンハクレイ号・カシノピストン号・シゲルマスカット号・ハートビートボーイ号・

リキアイクロフネ号

対象レース 対象レース



3410112月24日 曇 良 （24阪神5）第9日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・右・外）
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
1：46．8
1：46．0

良
良

48 リグヴェーダ 牡2鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 448 ―1：50．5 1．7�
47 ペプチドアマゾン 牡2鹿 55 R．ムーア 沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 466 ―1：50．71� 6．9�

（英）

815 ハダシノミライ 牡2黒鹿55 C．ルメール �ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 530 ― 〃 クビ 24．3�
（仏）

510� アウォーディー 牡2鹿 55 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Management 502 ― 〃 アタマ 12．8�

59 � エーシンザホット 牡2鹿 55 和田 竜二�栄進堂 北出 成人 仏 Haras du
Quesnay 488 ―1：50．8クビ 12．0	

611 ナリタパイレーツ 牡2鹿 55
52 ▲中井 裕二�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 436 ― 〃 アタマ 170．9


23 クラージュドール 牡2鹿 55 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 502 ― 〃 クビ 14．8�

36 ナリタカマー 牡2黒鹿55 福永 祐一�オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 478 ―1：51．01� 60．2�
12 ダイシンプロト 牡2鹿 55 池添 謙一大八木信行氏 庄野 靖志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506 ―1：51．1	 49．3
713 メイショウキョトウ 牡2栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 526 ― 〃 アタマ 38．7�
612 スズカファイター 牡2鹿 55 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 456 ―1：51．2
 16．9�
816 サクラシェンロン 牡2栗 55 松山 弘平�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 512 ―1：51．52 77．0�
24 ウォーターグローレ 牡2鹿 55 秋山真一郎山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 458 ―1：51．81
 61．8�
11 ダイシンソリッド 牡2栗 55

52 ▲藤懸 貴志大八木信行氏 平田 修 新ひだか グランド牧場 468 ― 〃 アタマ 200．1�
714 グランスエルテ 牡2栗 55 藤田 伸二 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ―1：52．54 13．0�
35 ドンクーガー 牡2青鹿55 藤岡 佑介山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 478 ―1：53．13	 47．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，265，800円 複勝： 46，970，800円 枠連： 21，239，700円
馬連： 58，827，900円 馬単： 43，646，500円 ワイド： 31，083，400円
3連複： 76，476，100円 3連単： 136，532，200円 計： 449，042，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 440円 枠 連（4－4） 740円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 250円 �� 930円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 8，640円

票 数

単勝票数 計 342658 的中 � 159321（1番人気）
複勝票数 計 469708 的中 � 186908（1番人気）� 65884（2番人気）� 15935（9番人気）
枠連票数 計 212397 的中 （4－4） 22651（2番人気）
馬連票数 計 588279 的中 �� 69804（1番人気）
馬単票数 計 436465 的中 �� 35629（1番人気）
ワイド票数 計 310834 的中 �� 40066（1番人気）�� 7996（7番人気）�� 4877（17番人気）
3連複票数 計 764761 的中 ��� 17094（7番人気）
3連単票数 計1365322 的中 ��� 11665（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．3―36．7―49．3―1：02．2―1：15．1―1：27．7―1：38．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リグヴェーダ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev 初出走

2010．1．26生 牡2鹿 母 ニ キ ー ヤ 母母 Reluctant Guest 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ナリタパイレーツ号の騎手中井裕二は，最後の直線コースで蛇行したことについて戒告。（7番・6番への進路影響）
※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。

3410212月24日 晴 稍重 （24阪神5）第9日 第6競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

811 キクノメテオ 牡2芦 55
52 ▲中井 裕二菊池 五郎氏 荒川 義之 浦河 丸村村下

ファーム 500 ―1：13．1 20．7�
812 エイシンパラダイス 牝2栗 54 C．ルメール 平井 豊光氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 462 ―1：13．31� 1．6�

（仏）

22 キセキノチャンス 牝2栗 54 岩田 康誠深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 492 ― 〃 クビ 16．3�
44 テイエムトリック 牝2黒鹿54 福永 祐一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 岡本牧場 442 ―1：13．4� 3．5�
68 ワイングラス 牝2栗 54 酒井 学猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 452 ―1：14．57 18．8�
710 ユ リ シ ー ズ 牡2鹿 55 秋山真一郎�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 488 ― 〃 ハナ 30．8	
55 コルブラント 牡2鹿 55 和田 竜二永田 和彦氏 鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 470 ―1：14．6� 101．5

67 ナ ン プ ー 牡2鹿 55 松山 弘平蛭川 年明氏 清水 出美 新ひだか 田中 春美 484 ― 〃 ハナ 22．4�
56 ケージーサクランボ 牝2黒鹿54 北村 友一川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 416 ―1：15．02� 49．6�
11 ブラックコール 牡2青 55 太宰 啓介中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 464 ―1：15．1� 133．7
33 ハンサムヒーロー 牡2鹿 55

52 ▲菱田 裕二田島 政光氏 鮫島 一歩 新冠 村上 欽哉 472 ― 〃 クビ 88．3�
79 クールシャーリー 牝2鹿 54 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 492 ―1：16．37 38．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，381，400円 複勝： 84，050，100円 枠連： 19，209，600円
馬連： 57，158，300円 馬単： 52，614，200円 ワイド： 28，503，400円
3連複： 71，584，600円 3連単： 175，782，100円 計： 517，283，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 360円 � 110円 � 280円 枠 連（8－8） 1，320円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，460円 �� 480円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 45，520円

票 数

単勝票数 計 283814 的中 � 10856（5番人気）
複勝票数 計 840501 的中 � 21594（5番人気）� 601481（1番人気）� 29359（3番人気）
枠連票数 計 192096 的中 （8－8） 11485（5番人気）
馬連票数 計 571583 的中 �� 32500（3番人気）
馬単票数 計 526142 的中 �� 8906（11番人気）
ワイド票数 計 285034 的中 �� 13083（4番人気）�� 2802（21番人気）�� 16236（2番人気）
3連複票数 計 715846 的中 ��� 11402（10番人気）
3連単票数 計1757821 的中 ��� 2850（104番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．3―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．6―47．9―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キクノメテオ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Cozzene 初出走

2010．2．7生 牡2芦 母 エイシンバーリン 母母 Blade of Luck 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 13時01分に変更。
〔制裁〕 キクノメテオ号の騎手中井裕二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（12番への進路影響）
※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。

対象レース 対象レース



3410312月24日 晴 稍重 （24阪神5）第9日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時30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

612 タイムズアロー 牡4栗 57 北村 友一 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496＋281：54．0 12．7�

815 スペシャルザダイヤ 牡3鹿 56 C．ルメール 青山 洋一氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 494± 01：54．31� 19．9�
（仏）

35 ヴォーグトルネード 牡3栗 56 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480＋14 〃 ハナ 5．9�

714 アイアイエンデバー 牡3黒鹿56 吉田 豊齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 B454＋ 41：54．51	 53．6�
36 エアラギオール 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム 502－ 4 〃 クビ 1．5	
23 
 ミラグロッサ 牝4栗 55 和田 竜二 �社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 41：54．6クビ 11．0

24 � サウンドビガレス 牡3栗 56 藤岡 佑介増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 482± 01：54．7� 30．0�
59 ハワイアンソルト 牡3芦 56 R．ムーア 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 488± 01：55．12� 19．1�
（英）

47 チキリリキオー 牡3黒鹿56 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム 496＋ 21：55．2クビ 213．1
48 リズミックビート 牡5栗 57 鮫島 良太名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 522＋ 41：55．41	 50．5�
713 ウ ア ジ ェ ト 牝4黒鹿55 池添 謙一岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 492＋ 4 〃 クビ 46．1�
11 ワンダーバライル 牡5芦 57

54 ▲水口 優也山本 信行氏 小原伊佐美 浦河 小柳牧場 494－ 21：55．5� 254．1�
611 フォルトファーレン 牡3黒鹿 56

53 ▲中井 裕二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：55．6クビ 102．5�
816
 ネオジェイズレーヌ 牝5栗 55

52 ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B504－ 21：55．7� 390．6�

510 ゴッドフローラ 牝4芦 55
52 ▲菱田 裕二中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 498＋ 6 〃 アタマ 60．5�

（15頭）
12 サンライズコア 牡6鹿 57 丹内 祐次松岡 隆雄氏 河内 洋 門別 下河辺牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，330，600円 複勝： 124，217，800円 枠連： 22，449，400円
馬連： 75，688，800円 馬単： 60，112，700円 ワイド： 36，533，100円
3連複： 98，740，200円 3連単： 219，450，300円 計： 673，522，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 720円 � 940円 � 460円 枠 連（6－8） 6，920円

馬 連 �� 8，310円 馬 単 �� 17，420円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 1，060円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 13，960円 3 連 単 ��� 91，920円

票 数

単勝票数 計 363306 的中 � 22720（4番人気）
複勝票数 計1242178 的中 � 45136（4番人気）� 33385（5番人気）� 75726（2番人気）
枠連票数 計 224494 的中 （6－8） 2554（15番人気）
馬連票数 計 756888 的中 �� 7171（19番人気）
馬単票数 計 601127 的中 �� 2547（40番人気）
ワイド票数 計 365331 的中 �� 4487（19番人気）�� 9216（10番人気）�� 7870（11番人気）
3連複票数 計 987402 的中 ��� 5223（38番人気）
3連単票数 計2194503 的中 ��� 1762（213番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―14．5―13．6―13．0―12．6―12．1―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―39．0―52．6―1：05．6―1：18．2―1：30．3―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

タイムズアロー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．3．20 阪神2着

2008．1．26生 牡4栗 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ 9戦3勝 賞金 28，538，000円
〔出走取消〕 サンライズコア号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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 コスモディクタット号
※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。

3410412月24日 晴 稍重 （24阪神5）第9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
1：09．7
1：08．7

重
重

35 � サウンドガガ 牝3黒鹿 54
51 ▲菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

472＋ 81：11．3 17．4�
510 カシノチョッパー 牡3黒鹿56 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 468－ 21：11．83 124．7�
714 エーシンクルゼ 牡3芦 56 吉田 豊�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 520＋281：11．9	 31．6�
815 シゲルシバグリ 牡3栗 56 岩田 康誠森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 494± 01：12．0
 7．3�
611 サイズミックレディ 牝4鹿 55 武 豊細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 488－ 21：12．1クビ 11．2�
59 � ヴィクタシア 牝3黒鹿54 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida 498± 0 〃 クビ 4．3	
48 エーシンブルバード 牝3栗 54 大野 拓弥�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 510± 01：12．31� 8．2

36 コ ロ カ ム イ �4栗 57

54 ▲藤懸 貴志蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育
成牧場 474＋ 8 〃 クビ 8．4�

12  エルウェーオージャ �4青 57 松山 弘平雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 474－ 21：12．4クビ 63．6�
11 メイショウヘイハチ 牡4黒鹿57 浜中 俊松本 好雄氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 556＋10 〃 ハナ 99．4
713 キクノフェーデ 牡5鹿 57 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 524－ 61：12．5	 18．9�
816� シゲルカリン 牡3栗 56 高倉 稜森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.

Herbener Jr. B490＋12 〃 ハナ 91．1�
23 � オペラモーヴ 牝4黒鹿55 荻野 要�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Pacelco S.A. 484＋101：12．6クビ 4．3�
24  サンライズサルーテ 牡4鹿 57 丹内 祐次松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 446＋ 41：12．7	 10．5�
47 � シゲルカイチョウ 牡4黒鹿57 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 米 Dr. John

Piconi 500－ 2 〃 クビ 24．9�
612 エヴァンブルー 牡4黒鹿57 太宰 啓介 �ブルーマネジメント大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 476＋ 61：13．76 145．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，833，100円 複勝： 49，077，100円 枠連： 27，134，000円
馬連： 87，136，200円 馬単： 46，791，000円 ワイド： 37，582，900円
3連複： 111，194，400円 3連単： 181，666，400円 計： 569，415，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 670円 � 2，550円 � 780円 枠 連（3－5） 1，380円

馬 連 �� 83，630円 馬 単 �� 131，300円

ワ イ ド �� 18，740円 �� 7，060円 �� 32，370円

3 連 複 ��� 621，680円 3 連 単 ��� 4，788，210円

票 数

単勝票数 計 288331 的中 � 13060（8番人気）
複勝票数 計 490771 的中 � 20144（9番人気）� 4795（14番人気）� 17026（10番人気）
枠連票数 計 271340 的中 （3－5） 15417（4番人気）
馬連票数 計 871362 的中 �� 821（94番人気）
馬単票数 計 467910 的中 �� 263（181番人気）
ワイド票数 計 375829 的中 �� 526（94番人気）�� 1405（57番人気）�� 304（108番人気）
3連複票数 計1111944 的中 ��� 132（450番人気）
3連単票数 計1816664 的中 ��� 28（2803番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．8―12．2―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．3―46．5―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 16－6，5－11（9，8）（3，12）（10，14）2（7，13）4（1，15） 4 16－6，5，11（9，8）12（2，10，3，14）（7，13）4（1，15）

勝馬の
紹 介

�サウンドガガ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Phone Trick デビュー 2011．12．24 阪神6着

2009．5．3生 牝3黒鹿 母 Whistle Call 母母 Find Happiness 8戦2勝 賞金 12，920，000円
〔騎手変更〕 メイショウヘイハチ号の騎手武幸四郎は，負傷のため浜中俊に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジョウショーキング号・タカノキング号

対象レース 対象レース



3410512月24日 晴 良 （24阪神5）第9日 第9競走 ��
��1，600�

まんりょう

万 両 賞
発走14時30分 （芝・右・外）
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 427，000円 122，000円 61，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：33．1

良
良

35 アドマイヤオウジャ 牡2鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 452－ 21：36．0 26．1�
611 プリムラブルガリス 牡2鹿 55 浜中 俊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 ハナ 32．5�
36 ノーブルコロネット 牝2鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 476－ 61：36．1� 4．6�

（仏）

48 オ ツ ウ 牝2鹿 54 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 1．9�
612 ディープウェーブ 牡2青鹿55 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 61：36．2� 23．3�
714 タガノトネール �2鹿 55 鮫島 良太八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484＋ 61：36．3クビ 100．5	
510 タガノエンブレム 牡2青鹿55 横山 典弘八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 61：36．51	 106．6

715 トーセンパワフル 牡2鹿 55 R．ムーア 島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 508＋10 〃 アタマ 5．6�

（英）

24 ノボリディアーナ 牝2栗 54 石橋 脩原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 456－ 41：36．6クビ 113．1
817 レッドジャイヴ 牡2青鹿55 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 クビ 12．4�
47 マイネルパントル 牡2鹿 55 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 456± 0 〃 ハナ 366．6�
59 ディパッション 牝2鹿 54 北村 友一大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－10 〃 アタマ 182．8�
713 モンサンスピカ 牝2鹿 54 太宰 啓介山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 466＋121：36．7クビ 274．4�
818 メイショウオオゼキ 牡2鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 4 〃 クビ 22．7�
12 ヒルノケアンズ 牝2黒鹿54 和田 竜二蛭川 正文氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 464－ 41：36．8クビ 117．4�
11 タガノラルフ 牡2青鹿55 高田 潤八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：37．22	 112．8�
23 
 ファイアキング 牡2鹿 55 国分 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 452－ 2 〃 ハナ 488．8�
816 サ ト ノ ネ ネ 牝2鹿 54 池添 謙一里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 436－ 81：38．47 48．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 67，543，500円 複勝： 86，515，100円 枠連： 43，162，300円
馬連： 144，215，000円 馬単： 94，303，600円 ワイド： 61，068，400円
3連複： 180，441，100円 3連単： 357，306，600円 計： 1，034，555，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 710円 � 690円 � 210円 枠 連（3－6） 2，000円

馬 連 �� 28，240円 馬 単 �� 66，410円

ワ イ ド �� 6，610円 �� 1，630円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 41，440円 3 連 単 ��� 399，540円

票 数

単勝票数 計 675435 的中 � 20468（7番人気）
複勝票数 計 865151 的中 � 28542（8番人気）� 29339（7番人気）� 136895（2番人気）
枠連票数 計 431623 的中 （3－6） 17018（8番人気）
馬連票数 計1442150 的中 �� 4024（47番人気）
馬単票数 計 943036 的中 �� 1048（95番人気）
ワイド票数 計 610684 的中 �� 2378（43番人気）�� 10031（15番人気）�� 7942（20番人気）
3連複票数 計1804411 的中 ��� 3214（90番人気）
3連単票数 計3573066 的中 ��� 660（627番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．6―48．1―1：00．7―1：12．9―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤオウジャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Eltish デビュー 2012．8．5 札幌1着

2010．3．9生 牡2鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 2戦2勝 賞金 16，927，000円
〔騎手変更〕 レッドジャイヴ号の騎手M．デムーロは，病気のため秋山真一郎に変更。
〔発走状況〕 プリムラブルガリス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アグネスキズナ号・アーマークラッド号・ラシーマ号・ルゴス号
※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。

3410612月24日 晴 良 （24阪神5）第9日 第10競走 ��1，800�リ ボ ン 賞
発走15時05分 （芝・右・外）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

22 クイーンリヴィエラ 牝3黒鹿54 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 418－ 21：47．8 22．0�
811 マイファーストラヴ 牝6青鹿55 池添 謙一廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 458－ 21：48．01� 34．7�
710 フェアリーレイ 牝5鹿 55 藤懸 貴志植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 ハナ 25．7�
67 ニシノテキーラ 牝4鹿 55 松山 弘平西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 470＋ 61：48．1� 43．5�
33 スターコレクション 牝4青 55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 450－ 41：48．2� 2．2�
68 クリスティロマンス 牝5黒鹿55 C．ルメール 	社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 462－ 21：48．41 7．5


（仏）

44 キンショーオトヒメ 牝7栗 55 酒井 学礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 456＋ 21：48．71� 141．1�
812 サンマルクイーン 牝3栗 54 秋山真一郎相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 B448－ 4 〃 ハナ 11．5�
55 マ イ ネ マ オ 牝4鹿 55 R．ムーア �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 506－ 2 〃 ハナ 5．5
（英）

56 アマファソン 牝5黒鹿55 川田 将雅吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 478－ 81：48．8� 35．0�
11 オーシャンビーナス 牝4栗 55 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 438－26 〃 ハナ 12．2�
79 ネヴァーフェイド 牝5栗 55 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 436＋ 41：49．01� 7．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 48，202，400円 複勝： 73，935，200円 枠連： 34，281，400円
馬連： 159，080，700円 馬単： 93，581，100円 ワイド： 58，706，800円
3連複： 183，855，100円 3連単： 400，886，300円 計： 1，052，529，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 760円 � 1，010円 � 860円 枠 連（2－8） 5，930円

馬 連 �� 23，960円 馬 単 �� 42，510円

ワ イ ド �� 5，720円 �� 6，080円 �� 6，250円

3 連 複 ��� 119，660円 3 連 単 ��� 835，750円

票 数

単勝票数 計 482024 的中 � 17309（7番人気）
複勝票数 計 739352 的中 � 26155（7番人気）� 19064（10番人気）� 22773（8番人気）
枠連票数 計 342814 的中 （2－8） 4552（18番人気）
馬連票数 計1590807 的中 �� 5232（45番人気）
馬単票数 計 935811 的中 �� 1625（88番人気）
ワイド票数 計 587068 的中 �� 2698（45番人気）�� 2535（46番人気）�� 2464（47番人気）
3連複票数 計1838551 的中 ��� 1134（158番人気）
3連単票数 計4008863 的中 ��� 354（934番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．9―12．1―12．1―12．1―11．7―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―35．5―47．6―59．7―1：11．8―1：23．5―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クイーンリヴィエラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 French Deputy デビュー 2012．3．3 阪神5着

2009．2．5生 牝3黒鹿 母 フレンチリヴィエラ 母母 Actinella 8戦3勝 賞金 28，608，000円
〔騎手変更〕 マイファーストラヴ号の騎手武幸四郎は，負傷のため池添謙一に変更。
※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。

１レース目対象レース
対象レース



3410712月24日 晴 良 （24阪神5）第9日 第11競走
近代競馬150周年記念

��
��1，400�第7回阪 神 カ ッ プ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 1，330，000円 380，000円 190，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

713 サ ン カ ル ロ 牡6黒鹿57 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506＋ 81：21．0 7．9�

510 ガ ル ボ 牡5青 57 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 476＋ 61：21．21� 28．2�
715 ファイナルフォーム 牡3鹿 56 R．ムーア �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 528－ 6 〃 クビ 6．9�

（英）

612	 オセアニアボス 牡7青鹿57 秋山真一郎�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry
Hill Stud B500－ 41：21．3クビ 148．2�

611 ク ラ レ ン ト 牡3栗 56 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 488＋ 6 〃 クビ 8．1	
817 ブライトライン 牡3青 56 浜中 俊�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 520＋ 81：21．4
 20．8

47 アドマイヤセプター 牝4栗 55 C．ルメール 近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 クビ 3．5�

（仏）

818 レオアクティブ 牡3栗 56 横山 典弘田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 464＋101：21．5クビ 14．2�
36 フィフスペトル 牡6鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 41：21．6
 42．7
816 インプレスウィナー 牡5青 57 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 456± 0 〃 クビ 52．2�
23 フラガラッハ 牡5鹿 57 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 2 〃 ハナ 27．7�
11 マルセリーナ 牝4鹿 55 北村 友一 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 452－ 81：21．7クビ 22．9�
12 � マジンプロスパー 牡5栗 57 福永 祐一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 516＋16 〃 アタマ 17．5�
48 シ ル ポ ー ト 牡7鹿 57 川田 将雅河﨑 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 504－ 41：21．8� 13．0�
24 オ リ ー ビ ン 牡3栗 56 武 豊吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 ハナ 14．6�
714 スプリングサンダー 牝5鹿 55 池添 謙一�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 450－ 21：22．22
 81．2�
59 コスモセンサー 牡5栗 57 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム 520＋ 41：22．3クビ 27．1�
35 テイエムオオタカ 牡4鹿 57 藤田 伸二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 504＋ 61：22．51� 22．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 217，760，600円 複勝： 317，356，400円 枠連： 231，704，300円
馬連： 906，010，600円 馬単： 408，086，500円 ワイド： 322，276，800円
3連複： 1，323，934，100円 3連単： 2，207，603，100円 計： 5，934，732，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 300円 � 770円 � 280円 枠 連（5－7） 3，000円

馬 連 �� 13，120円 馬 単 �� 25，580円

ワ イ ド �� 3，470円 �� 1，460円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 39，050円 3 連 単 ��� 284，680円

票 数

単勝票数 計2177606 的中 � 219402（3番人気）
複勝票数 計3173564 的中 � 299331（4番人気）� 95203（13番人気）� 325070（2番人気）
枠連票数 計2317043 的中 （5－7） 60876（14番人気）
馬連票数 計9060106 的中 �� 54407（51番人気）
馬単票数 計4080865 的中 �� 11776（100番人気）
ワイド票数 計3222768 的中 �� 24181（41番人気）�� 59607（9番人気）�� 19942（54番人気）
3連複票数 計13239341 的中 ��� 25021（135番人気）
3連単票数 計22076031 的中 ��� 5723（910番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．2―11．5―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．3―45．5―57．0―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．5
3 ・（5，8）10（2，6，9）（12，7）11，15（4，16）17（13，18）（3，14）1 4 8（5，10）2（6，7，9）（12，11）（15，16）4（13，17）18（1，3，14）

勝馬の
紹 介

サ ン カ ル ロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2008．10．19 東京1着

2006．2．5生 牡6黒鹿 母 デ ィ ー バ 母母 ミスセクレト 36戦6勝 賞金 464，537，000円
〔騎手変更〕 マルセリーナ号の騎手M．デムーロは，病気のため北村友一に変更。

スプリングサンダー号の騎手四位洋文は，騎乗停止のため池添謙一に変更。
〔制裁〕 ガルボ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 イケドラゴン号・エクセルシオール号・クィーンズバーン号・サウンドアクシス号・シゲルソウウン号・

シセイオウジ号・シルクアーネスト号・トーセンベニザクラ号・ニシノビークイック号・ブラボースキー号・
ミッキードリーム号・ムクドク号・ラインブラッド号

※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。

3410812月24日 晴 稍重 （24阪神5）第9日 第12競走 ��
��1，400�2012ファイナルステークス

発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

35 アルゴリズム 牡4芦 57 横山 典弘前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B478－ 21：22．7 7．5�
59 エーシンビートロン 牡6黒鹿57 C．ルメール�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 486＋ 4 〃 クビ 8．3�

（仏）

611 ホクセツダンス 牝4栗 55 浜中 俊平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 442－ 21：23．33� 5．5�
36 	 モエレジュンキン 牡5鹿 57 高倉 稜鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 462± 01：23．4クビ 72．5�
11 キ ズ マ 牡3鹿 56 和田 竜二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 4 〃 クビ 4．2�
24 シルバーキセキ 牝5黒鹿55 福永 祐一小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 460± 01：23．5クビ 6．9	
713 アイディンパワー 牡6鹿 57 武 豊米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 498＋121：23．71
 28．2

48 ロイヤルインパクト 牝4黒鹿55 秋山真一郎藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 474－ 2 〃 アタマ 7．0�
612	 キモンレッド 牝4栗 55 川田 将雅小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 466＋ 41：23．8� 17．5�
47 � サトノデートナ 牡4鹿 57 国分 優作里見 治氏 国枝 栄 米

Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

488－ 8 〃 ハナ 34．5
815 エーシンポルックス 牡5芦 57 中村 将之�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B514＋ 61：23．9� 127．6�
714 キクノストーム 牡3鹿 56 酒井 学菊池 五郎氏 牧田 和弥 浦河 高村牧場 480＋ 81：24．53� 28．2�
816 グローリールピナス 牝6栃栗55 小坂 忠士大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 478－ 2 〃 ハナ 253．4�
12 	 ポアゾンブラック 牡3青鹿56 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 520－ 61：24．6クビ 11．4�
23 ルグランヴォヤージ 牡5芦 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B510＋10 〃 クビ 36．1�

（15頭）
510 ニ チ リ ン 牡5栗 57 国分 恭介嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 112，001，100円 複勝： 144，159，800円 枠連： 93，980，600円 馬連： 349，157，200円 馬単： 167，103，600円
ワイド： 131，925，900円 3連複： 442，282，800円 3連単： 842，320，200円 5重勝： 920，797，500円 計： 3，203，728，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 280円 � 190円 枠 連（3－5） 2，920円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 750円 �� 860円

3 連 複 ��� 5，160円 3 連 単 ��� 30，460円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山11R／阪神11R／中山12R／阪神12R

キャリーオーバー なし����� 37，752，700円

票 数

単勝票数 差引計1120011（返還計 1098） 的中 � 117684（5番人気）
複勝票数 差引計1441598（返還計 1304） 的中 � 165280（4番人気）� 124572（6番人気）� 225078（1番人気）
枠連票数 差引計 939806（返還計 398） 的中 （3－5） 25361（16番人気）
馬連票数 差引計3491572（返還計 7964） 的中 �� 96238（12番人気）
馬単票数 差引計1671036（返還計 3645） 的中 �� 22511（26番人気）
ワイド票数 差引計1319259（返還計 3830） 的中 �� 33732（13番人気）�� 46762（6番人気）�� 40507（10番人気）
3連複票数 差引計4422828（返還計 19688） 的中 ��� 63373（13番人気）
3連単票数 差引計8423202（返還計 27888） 的中 ��� 20412（79番人気）
5重勝票数 差引計9207975（返還計 29673） 的中 ����� 18

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．9―12．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．3―46．2―58．3―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルゴリズム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Black Tie Affair デビュー 2010．7．11 阪神11着

2008．5．2生 牡4芦 母 タ イ ト ー ク 母母 Highland Talk 18戦5勝 賞金 84，860，000円
〔出走取消〕 ニチリン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アドマイヤテンバ号・イチエイクリッパー号・エーシンハダル号・オースミレジスタ号・サダムグランジュテ号・

スピルオーバー号・スマイルタイム号・トラバント号・ヒシコモンズ号
※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。

３レース目 ５レース目
対象レース 対象レース



（24阪神5）第9日 12月24日（月曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 182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

296，640，000円
8，220，000円
3，480，000円
26，980，000円
63，695，500円
5，664，600円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
669，297，300円
1，089，967，100円
569，378，400円
2，053，226，200円
1，104，374，600円
820，363，500円
2，791，226，200円
5，022，409，800円
920，797，500円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 15，041，040，600円

総入場人員 23，883名 （有料入場人員 ）



平成24年度 第5回阪神競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，501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

2，346，770，000円
10，400，000円
79，860，000円
22，810，000円
210，830，000円
525，024，000円
43，912，200円
14，409，600円

勝馬投票券売得金
4，670，654，500円
7，667，290，700円
3，324，623，900円
13，322，129，200円
8，283，877，100円
5，285，258，000円
17，942，011，700円
35，292，074，500円
4，164，267，600円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 99，952，187，200円

総入場延人員 189，052名 （有料入場延人員 151，870名）
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