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3400111月30日 晴 良 （25阪神5）第1日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時05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

813 テンマティーニ 牡2栗 55 戸崎 圭太芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 前谷 武志 486－ 41：27．0 2．3�
44 フジノゴールド 牡2栗 55 国分 恭介藤井 五三氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 488＋ 21：27．1� 11．9�
710 ショウナンサンタ 牡2鹿 55 福永 祐一�湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 466＋ 21：27．2クビ 23．2�
812 クリアザコースト 牡2鹿 55 岩田 康誠谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 522－101：27．62� 2．3�
56 コスモフラッグ 牡2鹿 55 M．バルザローナ �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 454＋ 41：27．7� 27．4�

（英）

57 ホワイトクリスマス 牡2芦 55 浜中 俊岡 浩二氏 清水 出美 新冠 赤石 久夫 496± 01：27．8クビ 25．4	
68 フミノホクトセイ 牡2鹿 55 太宰 啓介谷 二氏 西浦 勝一 浦河 丸幸小林牧場 454＋ 2 〃 ハナ 257．4

711 ショウナンガッチャ 牡2栗 55 川原 正一国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 470－ 6 〃 クビ 19．7�

（兵庫）

33 コウザンバニー 牝2栗 54 秋山真一郎山下 良子氏 田所 秀孝 浦河 大柳ファーム 462＋ 41：28．01� 10．4�
45 テイエムロカビリー 牡2芦 55 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 480＋121：28．1� 110．0
22 カゼヲアツメテ 牡2黒鹿55 内田 博幸薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 450＋ 61：29．37 123．6�
69 ク ロ ッ プ 牝2黒鹿54 松山 弘平 �ロードホースクラブ 村山 明 新ひだか ケイアイファーム 498－ 81：29．4� 202．6�
11 スプリグロウス 牝2青鹿 54

52 △藤懸 貴志鈴木 照雄氏 本間 忍 浦河 岡崎牧場 448＋ 41：29．5� 307．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，940，500円 複勝： 35，928，900円 枠連： 12，693，300円
馬連： 33，841，600円 馬単： 26，555，600円 ワイド： 20，137，700円
3連複： 51，600，300円 3連単： 100，337，300円 計： 300，035，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 270円 � 590円 枠 連（4－8） 630円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，100円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 6，380円 3 連 単 ��� 22，010円

票 数

単勝票数 計 189405 的中 � 65664（2番人気）
複勝票数 計 359289 的中 � 125150（1番人気）� 28136（4番人気）� 10554（8番人気）
枠連票数 計 126933 的中 （4－8） 15003（3番人気）
馬連票数 計 338416 的中 �� 18470（3番人気）
馬単票数 計 265556 的中 �� 9505（5番人気）
ワイド票数 計 201377 的中 �� 10751（4番人気）�� 4450（12番人気）�� 2170（21番人気）
3連複票数 計 516003 的中 ��� 5969（21番人気）
3連単票数 計1003373 的中 ��� 3365（57番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．3―12．8―12．5―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―36．2―49．0―1：01．5―1：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．0
3 ・（9，12）13（3，6）（5，8）10（7，2）4，1，11 4 ・（9，12，13）（3，6，10）（5，8）（4，2）7－（1，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テンマティーニ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．11．9 京都3着

2011．2．24生 牡2栗 母 エンジェルライト 母母 ボヘミアグラス 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3400211月30日 晴 良 （25阪神5）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時35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

44 テーオーイージス 牡2黒鹿55 C．ウィリアムズ 小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 482－ 21：55．8 2．1�
（豪）

22 エリーザベスト 牝2黒鹿54 秋山真一郎佐々木完二氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 506－ 2 〃 クビ 6．1�
67 セントコロナ 牡2栗 55 M．ギュイヨン �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：56．01� 5．6�

（仏）

79 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 484－ 6 〃 アタマ 6．6�
710 ボールドジャパン 牡2鹿 55 川田 将雅増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 506＋ 61：56．53 5．6�
11 アドミッション 牡2鹿 55 川原 正一有限会社シルク飯田 雄三 日高 滝本 健二 546＋ 21：57．13� 35．6	

（兵庫）

68 テイエムイチリュウ 牡2栗 55 和田 竜二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 山際牧場 482± 01：57．2クビ 149．0

55 マルカブラン 牡2芦 55 竹之下智昭河長産業� 中村 均 様似 猿倉牧場 488－ 41：57．41 135．5�
811 ブラックグランデ 牡2黒鹿 55

52 ▲森 一馬大河 裕之氏 的場 均 日高 中川 欽一 460－ 61：57．82� 28．1
56 シゲルエッチュウ 牡2鹿 55

53 △藤懸 貴志森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B448＋ 21：57．9� 198．4�
33 ヤマニンカリヨン 牡2鹿 55 岩田 康誠土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 474－ 21：58．64 43．5�
812 ウ イ ッ ト ウ 牝2芦 54 佐久間寛志重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 418－ 22：02．0大差 190．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，385，500円 複勝： 33，749，100円 枠連： 7，934，000円
馬連： 29，844，400円 馬単： 23，455，200円 ワイド： 16，226，900円
3連複： 49，584，600円 3連単： 86，052，600円 計： 263，232，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 180円 � 150円 枠 連（2－4） 690円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 310円 �� 200円 �� 420円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 4，370円

票 数

単勝票数 計 163855 的中 � 61832（1番人気）
複勝票数 計 337491 的中 � 123371（1番人気）� 34943（5番人気）� 53610（2番人気）
枠連票数 計 79340 的中 （2－4） 8546（3番人気）
馬連票数 計 298444 的中 �� 31005（3番人気）
馬単票数 計 234552 的中 �� 13417（5番人気）
ワイド票数 計 162269 的中 �� 12763（4番人気）�� 23498（1番人気）�� 8559（6番人気）
3連複票数 計 495846 的中 ��� 38820（3番人気）
3連単票数 計 860526 的中 ��� 14562（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．6―50．7―1：03．9―1：17．0―1：29．9―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーイージス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．10．13 京都3着

2011．3．2生 牡2黒鹿 母 ライヴリーデイズ 母母 トランクイルデイズ 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 ガンジー号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウイットウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月31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または施行団体名を表示している。

第５回 阪神競馬 第１日



3400311月30日 晴 良 （25阪神5）第1日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時05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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

58 ナムラマサシゲ 牡2栗 55 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 470－ 21：23．2 15．9�
22 リングランドムーン 牡2鹿 55 幸 英明蛭川 年明氏 清水 出美 浦河 ひるかわ育

成牧場 486－ 21：23．3� 13．2�
814 ジョーウォルター 牡2鹿 55 川田 将雅上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 466± 01：23．51� 7．9�
69 メイショウラバンド 牝2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 436－ 41：23．6	 5．6�
813 ヨッテウタッテ 牝2鹿 54 戸崎 圭太小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 456－ 61：23．92 14．1�
34 デンコウガイア 牝2鹿 54 岩田 康誠田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 446＋ 8 〃 ハナ 68．9�
711 マルクナッテ 牝2栗 54

51 ▲森 一馬小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 410＋ 8 〃 ハナ 51．1	
57 スリーキーパー 牝2栗 54 国分 恭介永井商事
 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 462＋ 81：24．0クビ 229．6�
46 グッドイヴニング 牝2鹿 54 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 21：24．21� 3．2�
（英）

33 ミキノブルーグラス 牡2鹿 55 和田 竜二谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 496－ 81：24．41� 28．2
610 ネオヴァリアント 牡2鹿 55 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 482＋ 2 〃 アタマ 2．9�
45 スマートブルーム 牝2芦 54

52 △藤懸 貴志大川 徹氏 安達 昭夫 新ひだか 岡田スタツド 444± 0 〃 クビ 360．3�
11 アルプサロン 牝2栗 54 太宰 啓介鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 メイプルファーム 474± 01：24．5クビ 133．7�
712 ラブシューペ 牝2青 54 川原 正一増田 陽一氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 410－121：24．71� 396．3�

（兵庫）

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，096，400円 複勝： 34，526，700円 枠連： 11，459，700円
馬連： 36，102，000円 馬単： 23，431，600円 ワイド： 18，727，800円
3連複： 48，845，200円 3連単： 80，113，100円 計： 270，302，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 410円 � 330円 � 270円 枠 連（2－5） 6，470円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 14，600円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，510円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 14，440円 3 連 単 ��� 105，390円

票 数

単勝票数 計 170964 的中 � 8518（7番人気）
複勝票数 計 345267 的中 � 21168（6番人気）� 27571（5番人気）� 36304（4番人気）
枠連票数 計 114597 的中 （2－5） 1308（16番人気）
馬連票数 計 361020 的中 �� 4340（20番人気）
馬単票数 計 234316 的中 �� 1185（43番人気）
ワイド票数 計 187278 的中 �� 3220（18番人気）�� 3036（19番人気）�� 3885（16番人気）
3連複票数 計 488452 的中 ��� 2498（41番人気）
3連単票数 計 801131 的中 ��� 561（278番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．6―48．2―1：00．0―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラマサシゲ �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．9．21 阪神14着

2011．4．28生 牡2栗 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 ジョーウォルター号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 ジョーウォルター号の騎手川田将雅は，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。（被害馬：9番）
〔調教再審査〕 ジョーウォルター号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3400411月30日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25阪神5）第1日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時35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

11 ウォンテッド 牡3黒鹿58 平沢 健治谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 486＋ 63：22．1 2．8�
33 バードバーニング 牡3鹿 58 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 460＋ 83：22．84 2．7�
22 ナシュワンヒーロー 牡6栗 60 林 満明間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 460－ 23：23．65 12．0�
77 アルゴリズム 牡5芦 60 小坂 忠士前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 472－ 43：25．4大差 7．9�
66 レッドアーヴィング �4栗 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 23：25．93 5．6�
44 ヒカリサスペンス 牡3鹿 58 白浜 雄造�ヒカリクラブ 牧田 和弥 新ひだか 前谷 武志 492－143：26．64 11．5	
55 ユニバーサルキング �3鹿 58

56 ▲森 一馬有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 488＋12 （競走中止） 16．9

（7頭）

売 得 金
単勝： 13，391，500円 複勝： 15，580，600円 枠連： 発売なし
馬連： 25，104，800円 馬単： 20，064，300円 ワイド： 9，549，200円
3連複： 30，972，800円 3連単： 87，623，800円 計： 202，287，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 180円 �� 370円 �� 390円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，960円

票 数

単勝票数 計 133915 的中 � 37723（2番人気）
複勝票数 計 155806 的中 � 36848（2番人気）� 54090（1番人気）
馬連票数 計 251048 的中 �� 60578（1番人気）
馬単票数 計 200643 的中 �� 21197（2番人気）
ワイド票数 計 95492 的中 �� 16283（1番人気）�� 5745（5番人気）�� 5353（6番人気）
3連複票数 計 309728 的中 ��� 27767（3番人気）
3連単票数 計 876238 的中 ��� 21869（6番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 51．9－3F 38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
2－1－3＝4＝7＝6
1（2，3）＝7－4＝6

�
�
2－1－3＝4－7＝6
1，3－2＝7＝4，6

勝馬の
紹 介

ウォンテッド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．18 京都6着

2010．5．1生 牡3黒鹿 母 タニノホロホロ 母母 タニノターゲット 障害：2戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走中止〕 ユニバーサルキング号は，2号障害〔水ごう〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



3400511月30日 晴 良 （25阪神5）第1日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時25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

58 ワールドインパクト 牡2鹿 55 岩田 康誠有限会社シルク友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508＋ 22：02．0 1．3�
22 ダンディーズムーン 牡2鹿 55 R．ムーア 田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 62：02．31� 14．1�
（英）

11 ピュアエクセル 牝2鹿 54 福永 祐一山住 勲氏 須貝 尚介 えりも エクセルマネジメント 462－ 62：02．51� 22．3�
47 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 476－ 2 〃 クビ 35．4�

（英）

23 ショウナンアトラス 牡2鹿 55 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494－ 62：02．6� 5．7�

59 パラプリュイ 牝2栗 54 内田 博幸永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 438－102：02．81� 37．7	
815 オ ミ キ 牡2鹿 55 幸 英明幅田 昌伸氏 宮 徹 平取 スガタ牧場 476＋ 6 〃 ハナ 371．4

35 サンライズレーヴ 牡2栗 55 松山 弘平松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460＋ 42：03．01� 12．8�
46 ス プ ル ス �2栗 55 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 460－10 〃 クビ 73．2�
814 クリノダイコクテン 牡2栃栗55 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 484＋ 42：03．42� 53．1
34 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 440＋ 22：03．5� 259．0�
712 メイショウブーケ 牝2栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 456－ 42：03．92� 257．4�
611 テイエムハヤカゼ 牡2栗 55 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 498－ 2 〃 クビ 159．2�
713 ダイシンウィン 牡2鹿 55 戸崎 圭太大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか グランド牧場 494＋ 2 〃 同着 158．8�
610 アズマムーン 牡2鹿 55 川田 将雅東 哲次氏 河内 洋 日高 日高大洋牧場 476＋ 82：04．43 66．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，876，900円 複勝： 89，555，900円 枠連： 13，160，800円
馬連： 41，680，300円 馬単： 38，272，100円 ワイド： 23，223，200円
3連複： 59，509，400円 3連単： 135，380，500円 計： 430，659，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 260円 � 340円 枠 連（2－5） 210円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 350円 �� 500円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 6，070円

票 数

単勝票数 計 298769 的中 � 182062（1番人気）
複勝票数 計 895559 的中 � 631631（1番人気）� 36640（4番人気）� 24613（5番人気）
枠連票数 計 131608 的中 （2－5） 47384（1番人気）
馬連票数 計 416803 的中 �� 40677（2番人気）
馬単票数 計 382721 的中 �� 32661（2番人気）
ワイド票数 計 232232 的中 �� 17830（2番人気）�� 11728（4番人気）�� 4046（15番人気）
3連複票数 計 595094 的中 ��� 16258（8番人気）
3連単票数 計1353805 的中 ��� 16479（13番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．6―12．9―12．7―12．6―12．2―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―36．1―49．0―1：01．7―1：14．3―1：26．5―1：38．3―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワールドインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pivotal デビュー 2013．11．17 京都2着

2011．4．5生 牡2鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

3400611月30日 晴 良 （25阪神5）第1日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時55分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．5
1：23．1

重
重

813 ハギノセゾン 牝2青鹿54 和田 竜二安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 456 ―1：27．3 57．7�
69 � エイシンジャドゥー 牡2鹿 55 福永 祐一�栄進堂 松元 茂樹 米 Phillips Racing

Partnership 482 ― 〃 クビ 3．5�
58 タガノビーンズ 牝2鹿 54

52 △藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 424 ―1：27．62 8．9�

46 アサカファルコン 牡2鹿 55 松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 492 ―1：27．81� 1．9�
45 アカイツバサ 牝2栗 54 幸 英明佐々木孝之氏 境 直行 日高 原田牧場 474 ―1：27．9	 156．3	
11 ワイエムポーター 牡2栗 55 岩田 康誠�サンライズ 高橋 義忠 日高 日西牧場 476 ―1：28．1
 11．9

57 メイショウハーバー 牡2栃栗55 内田 博幸松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 村中牧場 476 ―1：28．31� 173．9�
711 ニューララミー 牝2芦 54 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 鮫川フアーム 444 ―1：28．51� 94．7�
22 ピアノコンクール 牝2栗 54

51 ▲森 一馬�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 448 ―1：28．6	 66．0
33 イージスコンゴウ 牡2栗 55 戸崎 圭太眞﨑 修氏 作田 誠二 浦河 中神牧場 504 ―1：29．23	 13．4�
712 ケージーファスリ 牡2鹿 55 秋山真一郎川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 486 ―1：29．94 97．2�
34 シゲルシンシュウ 牡2青 55 国分 恭介森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 石川 栄一 454 ―1：30．22 238．4�
814 メイショウキセキ 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 462 ―1：32．9大差 25．6�
610 クレーンデュヴェル 牝2栗 54 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 むかわ 上水牧場 484 ―1：36．9大差 13．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，897，300円 複勝： 31，087，200円 枠連： 11，801，500円
馬連： 39，329，400円 馬単： 29，294，100円 ワイド： 20，444，200円
3連複： 51，629，100円 3連単： 90，983，000円 計： 297，465，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，770円 複 勝 � 990円 � 170円 � 250円 枠 連（6－8） 1，670円

馬 連 �� 9，060円 馬 単 �� 30，280円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 4，060円 �� 560円

3 連 複 ��� 20，850円 3 連 単 ��� 247，770円

票 数

単勝票数 計 228973 的中 � 3130（8番人気）
複勝票数 計 310872 的中 � 6246（9番人気）� 59612（2番人気）� 34132（3番人気）
枠連票数 計 118015 的中 （6－8） 5231（8番人気）
馬連票数 計 393294 的中 �� 3204（23番人気）
馬単票数 計 292941 的中 �� 714（62番人気）
ワイド票数 計 204442 的中 �� 2246（20番人気）�� 1181（33番人気）�� 9775（5番人気）
3連複票数 計 516291 的中 ��� 1828（51番人気）
3連単票数 計 909830 的中 ��� 271（441番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．7―12．6―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．4―48．1―1：00．7―1：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F39．2
3 ・（3，4）6（1，2）（5，9）8，13，14（11，10）－7－12 4 ・（3，4，6）（1，9）5（2，13）8－11，7，14，12，10

勝馬の
紹 介

ハギノセゾン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2011．4．3生 牝2青鹿 母 ハギノエアロ 母母 サベージレディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時00分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレーンデュヴェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月31日まで平

地競走に出走できない。



3400711月30日 晴 良 （25阪神5）第1日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走13時25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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

78 サングレアル 牝2青鹿54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 420 ―1：37．1 1．6�
810 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 ―1：37．31� 4．7�
22 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 442 ― 〃 クビ 132．0�
44 ウ ィ ル ソ ン 牡2黒鹿55 C．ウィリアムズ �天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 458 ―1：37．4� 20．1�

（豪）

79 ミッキーボクサー 牡2黒鹿55 秋山真一郎三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 422 ―1：37．5クビ 126．1�
811 マイネルクリュソス 牡2鹿 55 R．ムーア 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 434 ―1：37．71� 56．1

（英）

11 ランドオザリール 牡2鹿 55 M．バルザローナ �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 542 ― 〃 アタマ 10．0�

（英）

33 アルマミーア 牝2黒鹿54 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482 ― 〃 クビ 11．2�

67 メイショウネイロ 牝2鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 476 ―1：37．91� 106．4
55 ラテラルアーク 牡2栗 55 四位 洋文 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 488 ―1：38．22 7．4�
66 サウザンドエース 牡2芦 55 内田 博幸吉岡 泰治氏 中村 均 新ひだか 増本牧場 512 ―1：38．51� 117．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，846，500円 複勝： 63，824，000円 枠連： 8，936，600円
馬連： 39，877，700円 馬単： 37，579，800円 ワイド： 20，162，900円
3連複： 52，690，000円 3連単： 131，625，900円 計： 388，543，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 1，500円 枠 連（7－8） 300円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 190円 �� 2，310円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 8，530円 3 連 単 ��� 19，620円

票 数

単勝票数 計 338465 的中 � 167499（1番人気）
複勝票数 計 638240 的中 � 386712（1番人気）� 76565（2番人気）� 3724（11番人気）
枠連票数 計 89366 的中 （7－8） 22252（1番人気）
馬連票数 計 398777 的中 �� 79461（1番人気）
馬単票数 計 375798 的中 �� 55935（1番人気）
ワイド票数 計 201629 的中 �� 35410（1番人気）�� 1801（21番人気）�� 964（31番人気）
3連複票数 計 526900 的中 ��� 4561（26番人気）
3連単票数 計1316259 的中 ��� 4953（50番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―12．9―13．1―12．6―11．4―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．6―37．5―50．6―1：03．2―1：14．6―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F33．9
3 ・（4，9）11（3，10）7，1（8，5）2－6 4 ・（4，9）5（11，10）1（3，7）8（2，6）

勝馬の
紹 介

サングレアル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Caerleon 初出走

2011．5．8生 牝2青鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 サウザンドエース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ラテラルアーク号の騎手四位洋文は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）

サングレアル号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番・10
番）

※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。

3400811月30日 晴 良 （25阪神5）第1日 第8競走 ��
��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

66 セブンフォース 牡3栗 55 川田 将雅前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 546－ 22：06．6 1．9�
811 エ ル マ ン ボ 牡3青鹿55 R．ムーア �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 520－142：06．92 3．7�

（英）

22 ハワイアンソルト 牡4芦 57 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋102：07．21� 17．3�

810 ジェットブリット 牡4黒鹿57 戸崎 圭太�G1レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 562＋ 32：07．3クビ 133．5�
79 キングスバーン 牡4鹿 57 小牧 太林 正道氏 大久保龍志 浦河 酒井牧場 508± 02：07．4� 7．3	
33 スズカルパン 牡4鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 476＋ 22：07．5� 7．7

11 	 エ ク チ ュ ア 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock 458＋ 22：08．03 15．9�
（豪）

44 ターフジェニック 牝3鹿 53 幸 英明釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー
ブル 478＋102：08．53 40．3�

78 サ チ ゴ ロ ウ 牡3栗 55 川原 正一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 488＋ 82：08．6
 55．1
（兵庫）

67 ガッテンキャンパス 牡4鹿 57
55 △藤懸 貴志栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 444－ 82：08．81� 212．1�

55 ブルーボンボヤージ 牝3鹿 53 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 514＋282：09．22
 138．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 27，311，800円 複勝： 61，884，300円 枠連： 10，172，300円
馬連： 51，725，700円 馬単： 42，878，600円 ワイド： 24，827，600円
3連複： 65，388，500円 3連単： 153，214，800円 計： 437，403，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 330円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 170円 �� 470円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 3，940円

票 数

単勝票数 計 273118 的中 � 117465（1番人気）
複勝票数 計 618843 的中 � 336316（1番人気）� 84537（2番人気）� 21382（6番人気）
枠連票数 計 101723 的中 （6－8） 23110（1番人気）
馬連票数 計 517257 的中 �� 124736（1番人気）
馬単票数 計 428786 的中 �� 59786（1番人気）
ワイド票数 計 248276 的中 �� 49508（1番人気）�� 11438（6番人気）�� 5002（14番人気）
3連複票数 計 653885 的中 ��� 32341（5番人気）
3連単票数 計1532148 的中 ��� 28731（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―36．6―50．5―1：03．3―1：15．8―1：28．4―1：40．8―1：53．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セブンフォース �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．1．6 中山1着

2010．2．3生 牡3栗 母 ベルナデッタ 母母 テ イ ズ リ ー 7戦2勝 賞金 20，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 キングスバーン号の騎手小牧太は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・3番・2番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3400911月30日 晴 良 （25阪神5）第1日 第9競走 ��
��1，400�2013ゴールデン サドル トロフィー

発走14時35分 （国際騎手招待） （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下 中央競馬の競走馬登録（再登録を受けた馬にあっては当該
再登録）を受けた時以降，24．12．1以降25．11．24まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る。；負担重量
は，3歳57�4歳以上58�，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 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

34 メイショウヤタロウ 牡5鹿 58 戸崎 圭太松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 482＋ 21：20．3 3．8�
46 スリーアルテミス 牝5鹿 56 福永 祐一永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B470－ 21：20．93� 103．2�
11 マ カ ハ 牡4鹿 58 A．シュタルケ 広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B464－ 21：21．0クビ 4．0�

（独）

58 スリーカーニバル 牝3鹿 55 C．ウィリアムズ 永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 458＋ 21：21．1	 15．1�
（豪）

47 アドマイヤオウジャ 牡3鹿 57 M．ギュイヨン 近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460＋ 4 〃 クビ 4．1�
（仏）

23 ニシノモレッタ 牝6栗 56 岩田 康誠西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 508－ 21：21．2� 43．2	
611 オーキッドレイ 牝3鹿 55 G．スティーヴンス 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 468－ 41：21．3	 7．7


（米）

610
 ユールフェスト 牝4青鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 須貝 尚介 豪 Mr G Harvey B460－ 6 〃 ハナ 9．7�
22 トーセンマルス 牡5鹿 58 P．スマレン島川 哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 432－ 41：21．4クビ 112．5�

（愛）

35 インプレッシヴデイ 牡6芦 58 D．ホワイト 藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 526＋121：21．5� 26．0�
（香港）

815 パープルタイヨー 牡7鹿 58 内田 博幸中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 444－ 4 〃 ハナ 85．5�
814 ミヤビアミュレット 牡4青鹿58 浜中 俊村上 義勝氏 小島 茂之 日高 浜本牧場 478＋ 2 〃 アタマ 42．2�
713 ビットスターダム 牡5芦 58 R．ヒューズ 馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 464－ 21：21．7	 51．5�
（英）

712 インクレセント 牝4青鹿56 川原 正一 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 450－ 21：22．44 27．1�
（兵庫）

59 シンコープリンス 牡6青鹿58 R．ムーア 豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 462－ 41：24．4大差 31．7�
（英）

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，692，200円 複勝： 49，036，000円 枠連： 21，122，900円
馬連： 82，412，300円 馬単： 46，321，400円 ワイド： 33，741，400円
3連複： 108，045，500円 3連単： 178，418，200円 計： 548，789，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 1，400円 � 180円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 17，140円 馬 単 �� 25，120円

ワ イ ド �� 4，250円 �� 390円 �� 4，300円

3 連 複 ��� 18，190円 3 連 単 ��� 141，130円

票 数

単勝票数 計 296922 的中 � 62097（1番人気）
複勝票数 計 490360 的中 � 100230（1番人気）� 6167（14番人気）� 84801（2番人気）
枠連票数 計 211229 的中 （3－4） 19853（2番人気）
馬連票数 計 824123 的中 �� 3549（48番人気）
馬単票数 計 463214 的中 �� 1361（71番人気）
ワイド票数 計 337414 的中 �� 1824（47番人気）�� 24300（1番人気）�� 1802（48番人気）
3連複票数 計1080455 的中 ��� 4384（57番人気）
3連単票数 計1784182 的中 ��� 933（413番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―11．2―11．1―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．5―45．7―56．8―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．6
3 ・（3，14）10，11，6，4，1（5，9）（2，7，13）（15，8，12） 4 ・（3，10）14，11（6，4）5，1（2，7）（13，9）（15，8，12）

勝馬の
紹 介

メイショウヤタロウ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．1．9 京都2着

2008．5．30生 牡5鹿 母 ナイスレイズ 母母 Nice Tradition 26戦3勝 賞金 70，985，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3401011月30日 晴 良 （25阪神5）第1日 第10競走 ��
��1，600�

せんりょう

千 両 賞
発走15時10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 266，000円 76，000円 38，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

33 ウインフルブルーム 牡2栗 55 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 21：33．9 4．9�
811 アズマシャトル 牡2鹿 55 松山 弘平東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 486－ 41：34．43 5．9�
710� エイシンブルズアイ 牡2栗 55 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 450－ 41：34．5� 1．9�
68 フェルメッツァ 牡2鹿 55 浜中 俊 �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 434± 01：34．6� 6．1�
67 � コスモグラウベ 牡2黒鹿55 M．バルザローナ �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron

McCauley 444＋ 4 〃 クビ 18．6	
（英）

56 サ ン シ カ ゴ 牡2栗 55 秋山真一郎加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 478± 01：34．7	 17．7

79 ファイトバック 牡2黒鹿55 C．ウィリアムズ 宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 478± 01：34．8	 264．4�

（豪）

22 アマノウインジー 牡2黒鹿55 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 日高 山際 辰夫 468－ 2 〃 アタマ 55．4�
44 キタサンラブコール 牡2鹿 55 武 幸四郎�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 464＋ 41：35．01
 45．0
55 ナムラアッパー 牡2鹿 55 太宰 啓介奈村 信重氏 野村 彰彦 浦河 谷川牧場 412＋ 21：35．31	 49．6�
812 マイネルフォルス 牡2鹿 55 R．ムーア �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 81：35．93� 168．5�
（英）

11 � コパノサムタイム 牡2鹿 55 国分 恭介小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 436－ 21：36．0	 398．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 52，537，400円 複勝： 74，797，500円 枠連： 19，998，700円
馬連： 95，077，100円 馬単： 66，363，600円 ワイド： 40，111，000円
3連複： 114，003，500円 3連単： 263，691，800円 計： 726，580，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 170円 � 110円 枠 連（3－8） 1，190円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 370円 �� 200円 �� 250円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 6，790円

票 数

単勝票数 計 525374 的中 � 85771（2番人気）
複勝票数 計 747975 的中 � 133458（2番人気）� 88616（4番人気）� 256179（1番人気）
枠連票数 計 199987 的中 （3－8） 12499（5番人気）
馬連票数 計 950771 的中 �� 57741（5番人気）
馬単票数 計 663636 的中 �� 20801（10番人気）
ワイド票数 計 401110 的中 �� 23721（5番人気）�� 55544（1番人気）�� 41058（2番人気）
3連複票数 計1140035 的中 ��� 108533（1番人気）
3連単票数 計2636918 的中 ��� 28681（17番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．7―12．0―11．9―11．1―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．8―47．8―59．7―1：10．8―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインフルブルーム �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2013．8．18 小倉1着

2011．3．25生 牡2栗 母 ハナノメガミ 母母 ダイナソシエ 3戦2勝 賞金 22，822，000円
〔発走状況〕 コパノサムタイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 コパノサムタイム号は，発走調教再審査。
※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。



3401111月30日 晴 良 （25阪神5）第1日 第11競走 ��
��1，800�2013ゴールデン ブライドル トロフィー

発走15時45分 （国際騎手招待） （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下 中央競馬の競走馬登録（再登録を受けた馬にあっては当該
再登録）を受けた時以降，24．12．1以降25．11．24まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る。；負担重量
は，3歳57�4歳以上58�，牝馬2�減

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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 クリノスターオー 牡3青 57 R．ムーア 栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 540＋ 61：51．7 6．8�
（英）

23 � アメリカンウィナー 牡4青鹿58 R．ヒューズ 吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote
Stud, Ltd. 490± 01：51．91	 2．2�

（英）

47 トミケンアルドール 牡4栗 58 D．ホワイト 冨樫 賢二氏 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 484－ 6 〃 クビ 11．5�
（香港）

815 ハ リ ケ ー ン 牡5鹿 58 川原 正一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514± 01：52．53
 9．5�
（兵庫）

814 ハ ル カ フ ジ 牡5鹿 58 P．スマレン河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 480± 0 〃 ハナ 56．9�
（愛）

712 リアライズキボンヌ 牝4鹿 56 浜中 俊工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 460－ 21：52．6クビ 27．7�
713 マ ス ト ハ ブ 牡6鹿 58 C．ウィリアムズ 青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 530＋ 2 〃 ハナ 19．5	

（豪）

35 � グレイレジェンド 牡5芦 58 内田 博幸小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 472± 01：52．81 53．1

34 コウユーヒーロー 牡6青 58 福永 祐一加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 522＋101：52．9
 66．9�
22 アグネスミヌエット 牝8鹿 56 戸崎 圭太渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 440＋ 21：53．0� 209．2�
59 メタギャラクシー 牡6鹿 58 岩田 康誠 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B496＋ 4 〃 クビ 23．6�
58 スズカルーセント 牡5鹿 58 G．スティーヴンス 永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 506－ 81：53．1クビ 4．0�

（米）

610 シルクシンフォニー 牝4栗 56 A．シュタルケ 有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 464＋ 21：53．73
 125．5�
（独）

11 イチエイクリッパー 牡6鹿 58 川田 将雅栃本 實氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 506－ 41：54．76 202．4�
46 ブルーソックス 牡6鹿 58 M．ギュイヨン 田島榮二郎氏 和田 雄二 新冠 北星村田牧場 492± 01：56．7大差 213．2�

（仏）

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，758，100円 複勝： 90，643，100円 枠連： 43，735，900円
馬連： 179，577，700円 馬単： 113，908，100円 ワイド： 66，466，700円
3連複： 234，265，900円 3連単： 471，646，600円 計： 1，255，002，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 130円 � 320円 枠 連（2－6） 980円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，530円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 23，570円

票 数

単勝票数 計 547581 的中 � 63552（3番人気）
複勝票数 計 906431 的中 � 90788（3番人気）� 259224（1番人気）� 58245（5番人気）
枠連票数 計 437359 的中 （2－6） 33084（4番人気）
馬連票数 計1795777 的中 �� 137606（2番人気）
馬単票数 計1139081 的中 �� 30296（7番人気）
ワイド票数 計 664667 的中 �� 37522（3番人気）�� 9996（17番人気）�� 28575（5番人気）
3連複票数 計2342659 的中 ��� 47344（9番人気）
3連単票数 計4716466 的中 ��� 14771（60番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．4―12．2―12．4―12．6―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．4―49．6―1：02．0―1：14．6―1：26．8―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノスターオー �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．10．21 京都3着

2010．5．11生 牡3青 母 マヤノスターライト 母母 ゴールドアンサー 7戦4勝 賞金 41，699，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3401211月30日 晴 良 （25阪神5）第1日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

714 アクションバイオ 牡3黒鹿56 国分 恭介バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 498＋131：11．5 6．4�
612� セ イ ラ 牝4栗 55 M．ギュイヨン 萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 452＋ 21：11．71 23．5�

（仏）

611� ク ロ タ カ 牝4黒鹿55 R．ムーア �槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 482－101：11．8	 6．9�
（英）

510 アメージングタクト 牡3鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 41：11．9
 17．1�

36 ラインオブナイト 牡7鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 532－ 21：12．0
 12．6	
12 ヤマニンブルジョン 牡3栗 56 浜中 俊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 480＋ 61：12．1クビ 49．2

23 トキノゲンジ 牡5鹿 57 小牧 太中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 502＋ 2 〃 クビ 63．2�
35 � アートオブビーン 牝6鹿 55 川原 正一岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 468± 0 〃 同着 97．0�

（兵庫）

59 � ネオシーサー 牡6青 57 川田 将雅佐々木完二氏 高橋 亮 日高 田端牧場 448＋ 41：12．31	 13．3
11 ヤマニンメンヒル 牡4鹿 57 和田 竜二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 470＋ 21：12．4クビ 26．8�
48 シゲルオウシザ 牡3栗 56 福永 祐一森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 524＋101：12．5	 33．9�
713 ミラクルルーマー 牡3芦 56 A．シュタルケ 阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 540＋ 81：12．71� 8．2�

（独）

816 モ ン テ ネ オ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 41：12．8クビ 85．8�
24 サ ン レ ー ン 牝3鹿 54 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462± 01：13．22	 2．4�
（英）

47 ドリームハヤテ 牡3鹿 56 松山 弘平セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 506＋ 81：13．3	 68．6�
815 ドレッドノート �5栗 57 幸 英明�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 460＋ 61：13．83 52．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，509，100円 複勝： 80，921，000円 枠連： 37，818，600円
馬連： 136，281，500円 馬単： 77，417，300円 ワイド： 64，611，100円
3連複： 202，726，600円 3連単： 344，416，100円 計： 996，701，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 330円 � 600円 � 300円 枠 連（6－7） 1，240円

馬 連 �� 7，200円 馬 単 �� 10，790円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 990円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 15，170円 3 連 単 ��� 78，380円

票 数

単勝票数 計 525091 的中 � 65566（2番人気）
複勝票数 計 809210 的中 � 66643（5番人気）� 32396（9番人気）� 77941（3番人気）
枠連票数 計 378186 的中 （6－7） 22570（5番人気）
馬連票数 計1362815 的中 �� 13974（27番人気）
馬単票数 計 774173 的中 �� 5296（38番人気）
ワイド票数 計 646111 的中 �� 6179（33番人気）�� 16651（8番人気）�� 7238（27番人気）
3連複票数 計2027266 的中 ��� 9863（48番人気）
3連単票数 計3444161 的中 ��� 3243（237番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．0―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．7―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アクションバイオ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．10．8 京都1着

2010．4．18生 牡3黒鹿 母 アトラクトバイオ 母母 ブリスクバイオ 6戦2勝 賞金 20，737，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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） 3頭 ガールズストーリー号・シゲルアケビ号・メイショウユメゴゼ号
（非抽選馬） 2頭 ウエストハーバー号・ストームジャガー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（25阪神5）第1日 11月30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 155頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

189，640，000円
14，420，000円
1，670，000円
18，530，000円
20，520，000円
58，881，000円
18，587，400円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
369，243，200円
661，534，300円
198，834，300円
790，854，500円
545，541，700円
358，229，700円
1，069，261，400円
2，123，503，700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 6，117，002，800円

総入場人員 14，169名 （有料入場人員 13，059名）
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