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3403712月8日 晴 良 （25阪神5）第4日 第1競走 ��
��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

22 レッドロンメル 牡2栗 55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488± 01：55．8 1．6�
33 アカリロンドン 牡2鹿 55 戸崎 圭太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 456＋ 41：56．11� 5．1�
811 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＋ 4 〃 アタマ 4．6�
810 クラウンデピュティ 牡2芦 55 後藤 浩輝矢野 恭裕氏 日吉 正和 新ひだか 高橋 修 484± 01：56．2� 27．1�
78 ヒャクマンバリキ 牡2鹿 55 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 496－ 61：56．3クビ 43．4	
67 エノラブエナ 牡2鹿 55 M．デムーロ名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 568－ 41：57．15 25．0


（仏）

66 ゼンノスサノヲ 牡2栗 55
52 ▲森 一馬大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 466± 01：57．42 328．0�

44 ジョウショーノブシ 牡2鹿 55 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 466＋ 41：57．5クビ 383．1�
11 コマノオトコ 牡2黒鹿55 田辺 裕信長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 498＋ 41：57．81� 20．0
55 ハイベストバイオ 牡2黒鹿55 小牧 太バイオ� 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538＋ 61：58．01 21．9�
79 メフィストワルツ 牡2栗 55 幸 英明 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 468＋102：00．2大差 95．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，056，800円 複勝： 90，653，500円 枠連： 8，462，500円
馬連： 42，363，300円 馬単： 32，861，900円 ワイド： 22，636，000円
3連複： 57，324，700円 3連単： 133，251，700円 計： 413，610，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 100円 � 110円 � 140円 枠 連（2－3） 270円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 130円 �� 180円 �� 310円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 1，150円

票 数

単勝票数 計 260568 的中 � 131053（1番人気）
複勝票数 計 906535 的中 � 635649（1番人気）� 110859（2番人気）� 61614（3番人気）
枠連票数 計 84625 的中 （2－3） 23536（1番人気）
馬連票数 計 423633 的中 �� 127721（1番人気）
馬単票数 計 328619 的中 �� 64915（1番人気）
ワイド票数 計 226360 的中 �� 56827（1番人気）�� 31284（2番人気）�� 13446（3番人気）
3連複票数 計 573247 的中 ��� 105701（1番人気）
3連単票数 計1332517 的中 ��� 85874（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．5―13．4―13．6―13．1―12．5―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．8―51．2―1：04．8―1：17．9―1：30．4―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．9
1
3
8（2，10）11，1，9（4，5）6（3，7）
8（2，10）5（1，11）7（4，9，6）3

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

勝馬の
紹 介

レッドロンメル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．11．17 京都2着

2011．3．3生 牡2栗 母 シェアザストーリー 母母 ディアブロズストーリー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※コマノオトコ号は，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。

3403812月8日 晴 良 （25阪神5）第4日 第2競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

714 コパノハリー 牡2栗 55 後藤 浩輝小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 460＋ 21：13．6 3．6�
36 サンレイクウッド 牡2鹿 55 浜中 俊加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 514± 01：13．81� 2．9�
48 ハピネスイズヒア 牡2栗 55 福永 祐一阿部榮乃進氏 飯田 雄三 厚真 阿部 栄乃進 444－ 4 〃 アタマ 6．7�
612 ト ッ ト コ 牡2黒鹿55 武 幸四郎中辻 明氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 414± 01：14．43� 173．9�
713 カシノボルト 牡2鹿 55 幸 英明柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社

松田牧場 510± 01：14．61� 6．6�
35 アイズユーニン 牝2栗 54 酒井 学江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 482± 01：14．7� 257．1�
815 メイショウシシマル 牡2鹿 55

52 ▲森 一馬松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 482＋ 6 〃 クビ 285．9	
611 エスケイキング 牡2青鹿55 池添 謙一廣嶋 誠二氏 清水 出美 浦河 中神牧場 478－ 21：14．8クビ 229．2

12 スターリーオレンジ 牝2栗 54 小林 徹弥山上 和良氏 野村 彰彦 新ひだか 久井牧場 476± 0 〃 ハナ 79．1�
510 タガノエークラス 牡2栗 55 M．デムーロ八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484± 0 〃 ハナ 5．6�
（仏）

24 テイエムスイテン 牡2芦 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 千代田牧場 516＋ 21：15．22� 174．1
816 アワーズヒロイン 牝2鹿 54 戸崎 圭太ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 438± 01：15．3クビ 21．6�
11 サカジロヴィグラス 牝2黒鹿54 高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 486＋ 8 〃 ハナ 52．8�
59 ローゼルキュート 牝2鹿 54 水口 優也村上 稔氏 小原伊佐美 日高 松平牧場 464－ 41：15．5� 35．0�
23 ゴ ラ イ コ ウ 牝2鹿 54 小坂 忠士新保 松二氏 境 直行 浦河 谷口牧場 452－ 41：15．81� 236．7�
47 タマモグラッセ 牝2栗 54 和田 竜二タマモ� 木原 一良 新ひだか 前田牧場 430－ 81：16．01� 55．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，388，200円 複勝： 40，780，900円 枠連： 12，930，900円
馬連： 42，861，000円 馬単： 29，271，200円 ワイド： 22，081，700円
3連複： 66，244，400円 3連単： 99，595，400円 計： 334，153，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 120円 � 160円 枠 連（3－7） 450円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 320円 �� 400円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 7，670円

票 数

単勝票数 計 203882 的中 � 45580（2番人気）
複勝票数 計 407809 的中 � 91342（2番人気）� 106895（1番人気）� 56061（3番人気）
枠連票数 計 129309 的中 （3－7） 21518（1番人気）
馬連票数 計 428610 的中 �� 36571（4番人気）
馬単票数 計 292712 的中 �� 12689（7番人気）
ワイド票数 計 220817 的中 �� 17905（2番人気）�� 13345（6番人気）�� 17588（3番人気）
3連複票数 計 662444 的中 ��� 39317（2番人気）
3連単票数 計 995954 的中 ��� 9588（22番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．9―12．1―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．6―35．5―47．6―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．1
3 ・（1，2，6）（7，16）5（8，14）（3，9，10，13）（4，11）－（12，15） 4 ・（1，2）6（5，16）8（9，14）（3，7）13，10－4（12，11）15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コパノハリー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．7．6 函館2着

2011．3．15生 牡2栗 母 バクシンヒロイン 母母 カズサヒロイン 8戦1勝 賞金 13，900，000円
※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 カシノキララ号
※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。

第５回 阪神競馬 第４日



3403912月8日 晴 良 （25阪神5）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時05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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

59 ミヤビジャスパー 牡2鹿 55 池添 謙一村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 500± 01：49．1 3．4�
23 ショウサンミーベル 牝2鹿 54 幸 英明鈴木 昭和氏 牧田 和弥 新ひだか 水上 習孝 490＋ 21：49．31� 13．5�
611 マイネリベルタス 牝2鹿 54 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 21：49．51� 165．2�
12 ティーエスギムレ 牡2栗 55 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 430± 0 〃 クビ 94．6�
47 マーシャルシップ 牡2青鹿55 蛯名 正義前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 462－ 41：49．6� 3．7�
35 デンコウセキトバ 牡2黒鹿55 武 幸四郎田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 520－ 61：49．7� 4．5	
612 メイショウファルコ 牡2黒鹿55 後藤 浩輝松本 好
氏 安達 昭夫 浦河 近藤牧場 472± 0 〃 ハナ 175．2�
510 クリノフクロクジュ 牡2黒鹿55 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 様似 様似渡辺牧場 446－ 4 〃 ハナ 311．6�
11 ハイプレッシャー 牡2黒鹿55 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504－ 6 〃 アタマ 13．4
714 ピ ノ 牝2鹿 54 福永 祐一廣崎 玲子氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 472＋ 21：49．8クビ 24．4�
24 スズカグランデ 牡2栗 55 戸崎 圭太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 452－ 41：50．01� 7．8�
48 クロニクルスカイ 牡2鹿 55 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 522－ 4 〃 ハナ 15．9�

（仏）

815 フランキーバローズ 牡2鹿 55 M．バルザローナ 猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 534－ 41：50．1クビ 21．4�
（英）

36 トップボンバー 牡2鹿 55 浜中 俊�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 444＋ 61：50．41� 63．5�
816 オーミバンビーナ 牝2黒鹿54 藤田 伸二岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 松木 加代 446＋ 8 〃 クビ 324．0�
713 ウォーターヴォイス 牝2鹿 54 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 440± 01：50．71� 184．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，654，000円 複勝： 44，288，300円 枠連： 12，952，700円
馬連： 46，313，700円 馬単： 28，680，400円 ワイド： 25，201，100円
3連複： 66，336，900円 3連単： 98，867，400円 計： 345，294，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 330円 � 3，410円 枠 連（2－5） 1，000円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 840円 �� 7，280円 �� 17，710円

3 連 複 ��� 116，290円 3 連 単 ��� 426，700円

票 数

単勝票数 計 226540 的中 � 52562（1番人気）
複勝票数 計 442883 的中 � 93823（1番人気）� 33439（6番人気）� 2537（14番人気）
枠連票数 計 129527 的中 （2－5） 9595（5番人気）
馬連票数 計 463137 的中 �� 16331（7番人気）
馬単票数 計 286804 的中 �� 7028（8番人気）
ワイド票数 計 252011 的中 �� 7840（7番人気）�� 830（44番人気）�� 339（72番人気）
3連複票数 計 663369 的中 ��� 421（164番人気）
3連単票数 計 988674 的中 ��� 171（738番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．8―48．6―1：01．6―1：14．2―1：25．9―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．9
3 ・（3，13）（2，14）（6，12）（7，9）15（4，5）8，10，11，16，1 4 3，13（2，14）（6，12）（7，9）15（4，5，10）8，11（16，1）

勝馬の
紹 介

ミヤビジャスパー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．10．26 京都3着

2011．2．23生 牡2鹿 母 ミヤビキララ 母母 システィーナ 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を表示している。

3404012月8日 晴 良 （25阪神5）第4日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時35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

815 ホッコーサラスター 牝2鹿 54 池添 謙一矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 454－ 81：22．2 2．1�
612 アイノデンドウシ 牡2鹿 55 戸崎 圭太國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 394－ 41：22．41� 5．6�
817 キュークッキング 牝2黒鹿54 蛯名 正義栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 462＋ 41：22．5� 141．4�
36 マイネバラシア 牝2鹿 54 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432± 0 〃 クビ 36．0�

12 ニホンピロディール 牝2栗 54 太宰 啓介小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 454＋ 8 〃 ハナ 10．4�
48 アルカンジュ 牝2芦 54 和田 竜二小林竜太郎氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 420± 01：22．6� 5．3	
816 ムーンフライト 牝2鹿 54 M．デムーロ 
社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 480＋ 21：22．81� 26．3�

（仏）

23 メイショウパワーズ 牡2栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 476＋ 21：23．01� 42．5�
35 ファーマフレア 牝2芦 54

51 ▲森 一馬中西 功氏 日吉 正和 新ひだか タガミファーム 388± 01：23．21� 179．6
59 ルールウイニング 牡2鹿 55 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 474＋ 21：23．3� 48．7�
11 ピッカピカヒメ 牝2青鹿54 高倉 稜西村新一郎氏 日吉 正和 新ひだか 田原橋本牧場 416＋ 2 〃 クビ 208．7�
24 クイーンズシアター 牝2鹿 54 後藤 浩輝 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 ハナ 11．5�
510 ディオレサンス 牝2栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 21：23．72� 31．7�
611 フィールハッピー 牝2黒鹿54 酒井 学�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 386＋ 21：23．91� 201．4�
47 シゲルワカサ 牡2黒鹿55 国分 恭介森中 蕃氏 目野 哲也 新ひだか 石川 栄一 466＋ 8 〃 ハナ 172．6�
713 チャオプラヤ 牝2鹿 54 藤田 伸二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 434＋ 61：24．11� 52．9�
714 ケープオブホープ 牝2黒鹿54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 榊原 敏明 424＋ 61：24．41� 30．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，059，700円 複勝： 52，645，100円 枠連： 14，127，600円
馬連： 51，850，900円 馬単： 36，547，100円 ワイド： 28，845，400円
3連複： 75，567，000円 3連単： 126，958，800円 計： 412，601，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 160円 � 1，770円 枠 連（6－8） 540円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 270円 �� 3，270円 �� 6，110円

3 連 複 ��� 17，030円 3 連 単 ��� 46，210円

票 数

単勝票数 計 260597 的中 � 101234（1番人気）
複勝票数 計 526451 的中 � 175958（1番人気）� 91248（2番人気）� 4227（13番人気）
枠連票数 計 141276 的中 （6－8） 19520（2番人気）
馬連票数 計 518509 的中 �� 61383（2番人気）
馬単票数 計 365471 的中 �� 30826（2番人気）
ワイド票数 計 288454 的中 �� 32416（1番人気）�� 1951（37番人気）�� 1033（51番人気）
3連複票数 計 755670 的中 ��� 3275（49番人気）
3連単票数 計1269588 的中 ��� 2028（131番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．2―11．7―11．8―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．1―45．8―57．6―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーサラスター �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．10．26 京都2着

2011．4．17生 牝2鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔その他〕 チャオプラヤ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 チャオプラヤ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年1月8日まで出走できない。
※出走取消馬 レーヌネサンス号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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。



3404112月8日 晴 良 （25阪神5）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

44 ブルーフラッシュ 牡2芦 55 戸崎 圭太桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 452 ―1：49．1 4．7�
77 ショウナンパンドラ 牝2鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―1：49．2� 3．3�
22 � エイシンスパルタン 牡2芦 55 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米

Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

498 ― 〃 クビ 3．0�
33 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 472 ―1：50．26 94．2�
66 アドマイヤアロマ 牝2栗 54 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 444 ―1：50．3� 14．8�
88 ヴァイセフラウ 牝2芦 54 M．デムーロ�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450 ― 〃 クビ 4．5	
（仏）

55 ゴーザトップ 牡2栗 55 幸 英明江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 486 ―1：50．51	 14．3

89 アンダルシアシチー 牡2黒鹿55 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：51．45 85．7�
11 ナムラハッピー 牝2鹿 54 福永 祐一奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 486 ―1：52．25 32．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，580，800円 複勝： 35，273，000円 枠連： 7，895，500円
馬連： 38，537，300円 馬単： 30，634，100円 ワイド： 18，285，800円
3連複： 51，200，800円 3連単： 116，330，300円 計： 323，737，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 130円 � 120円 枠 連（4－7） 820円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 290円 �� 260円 �� 230円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 4，890円

票 数

単勝票数 計 255808 的中 � 43301（4番人気）
複勝票数 計 352730 的中 � 58979（4番人気）� 76759（2番人気）� 94129（1番人気）
枠連票数 計 78955 的中 （4－7） 7146（5番人気）
馬連票数 計 385373 的中 �� 34967（5番人気）
馬単票数 計 306341 的中 �� 13655（9番人気）
ワイド票数 計 182858 的中 �� 15160（5番人気）�� 17916（3番人気）�� 20663（2番人気）
3連複票数 計 512008 的中 ��� 50785（2番人気）
3連単票数 計1163303 的中 ��� 17579（15番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．5―13．1―12．4―12．1―11．4―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―37．8―50．9―1：03．3―1：15．4―1：26．8―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．7
3 2（4，9）（1，3）7（5，6，8） 4 2（4，9）（1，3，7）（5，6，8）

勝馬の
紹 介

ブルーフラッシュ 
�
父 スウェプトオーヴァーボード 

�
母父 Rainbow Quest 初出走

2011．3．24生 牡2芦 母 ピサノレインボー 母母 Keyboogie 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 メイショウオオダチ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。

3404212月8日 曇 良 （25阪神5）第4日 第6競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

44 バカニシナイデヨ 牝2栗 54 高倉 稜小林 祐介氏 崎山 博樹 日高 若林 武雄 426 ―1：13．6 33．3�
22 キネオマドンナ 牝2芦 54 浜中 俊吉田 千津氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 484 ―1：14．13 2．2�
11 トーホウメビウス 牝2鹿 54 田辺 裕信東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 462 ― 〃 ハナ 4．2�
33 ヒ ナ ア ラ レ 牝2栗 54 戸崎 圭太�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 470 ― 〃 クビ 37．5�
66 デランテーロ 牡2鹿 55 後藤 浩輝ちくしCLUB 北出 成人 日高 佐々木 康治 432 ―1：14．2クビ 15．0	
77 カシノシュウセイ 牡2鹿 55 幸 英明柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか 三石川上牧場 508 ―1：14．62� 3．8

810 キングウイン 牡2鹿 55 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 448 ―1：14．81� 45．5�
89 デンコウエポック 牡2鹿 55 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 470 ―1：15．43� 40．8�
55 サンセバスチャン 牝2青鹿54 酒井 学�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 464 ―1：16．03� 9．0
78 シゲルセッツ 牡2栗 55 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 浦河 市正牧場 436 ―1：17．49 59．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，219，400円 複勝： 26，723，500円 枠連： 8，484，000円
馬連： 36，102，900円 馬単： 29，612，400円 ワイド： 17，917，700円
3連複： 47，942，100円 3連単： 107，220，400円 計： 296，222，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，330円 複 勝 � 450円 � 130円 � 160円 枠 連（2－4） 3，050円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 8，860円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，150円 �� 230円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 38，680円

票 数

単勝票数 計 222194 的中 � 5268（6番人気）
複勝票数 計 267235 的中 � 10171（6番人気）� 79125（1番人気）� 44176（3番人気）
枠連票数 計 84840 的中 （2－4） 2058（11番人気）
馬連票数 計 361029 的中 �� 10453（8番人気）
馬単票数 計 296124 的中 �� 2468（27番人気）
ワイド票数 計 179177 的中 �� 4353（9番人気）�� 3403（14番人気）�� 23508（2番人気）
3連複票数 計 479421 的中 ��� 11242（9番人気）
3連単票数 計1072204 的中 ��� 2046（106番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．0―11．9―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．5―36．5―48．4―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バカニシナイデヨ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 メイショウドトウ 初出走

2011．3．29生 牝2栗 母 チキリランバダ 母母 ユウキサンパワー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 バカニシナイデヨ号の調教師崎山博樹は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。



3404312月8日 曇 良 （25阪神5）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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

45 エアラーテル 牡4栗 57 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 472＋121：53．0 27．2�
711 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± 01：53．42� 87．4�
710 コウユーアンドレ 牡3鹿 56 幸 英明加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 458－ 41：53．61� 36．8�
812 カレングラスジョー 牡3栗 56 M．デムーロ鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 512± 01：53．7� 3．7�

（仏）

69 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 516＋ 61：53．8� 15．2�
22 サ チ ゴ ロ ウ 牡3栗 56 酒井 学小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 490＋ 21：54．01� 163．8	
11 ティマイドリーム 牡3鹿 56 蛯名 正義田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 510－ 21：54．31� 67．6

44 メテオライト 牡4栗 57 川田 将雅 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 512± 0 〃 クビ 1．7�
68 ダ イ コ ウ キ 牡3青鹿56 和田 竜二橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 520＋ 61：55．36 102．0
57 タマモプラネット 牡3芦 56 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 478－ 21：55．4クビ 7．1�
33 	 レッドグラサージュ 牡4栗 57 後藤 浩輝 �東京ホースレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 490－231：57．9大差 18．0�
56 ゼンノビッグワン 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 B558－ 41：59．39 163．2�
813 グッバイタキオン 牝3黒鹿54 藤岡 佑介杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B462＋ 42：05．0大差 221．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，273，400円 複勝： 88，910，700円 枠連： 15，312，200円
馬連： 62，477，600円 馬単： 51，095，900円 ワイド： 30，268，000円
3連複： 88，717，100円 3連単： 197，494，600円 計： 567，549，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 1，030円 � 1，770円 � 1，320円 枠 連（4－7） 1，490円

馬 連 �� 45，430円 馬 単 �� 92，880円

ワ イ ド �� 5，880円 �� 3，650円 �� 6，280円

3 連 複 ��� 166，180円 3 連 単 ��� 1，156，760円

票 数

単勝票数 計 332734 的中 � 9652（6番人気）
複勝票数 計 889107 的中 � 23225（6番人気）� 13052（8番人気）� 17746（7番人気）
枠連票数 計 153122 的中 （4－7） 7587（7番人気）
馬連票数 計 624776 的中 �� 1015（43番人気）
馬単票数 計 510959 的中 �� 406（80番人気）
ワイド票数 計 302680 的中 �� 1264（36番人気）�� 2056（28番人気）�� 1183（38番人気）
3連複票数 計 887171 的中 ��� 394（129番人気）
3連単票数 計1974946 的中 ��� 126（762番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．6―12．2―13．4―13．0―12．7―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．9―48．1―1：01．5―1：14．5―1：27．2―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアラーテル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．3．10 阪神2着

2009．4．28生 牡4栗 母 エアミジェーン 母母 ア リ レ イ ナ 17戦3勝 賞金 32，840，000円
〔その他〕 レッドグラサージュ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼンノビッグワン号・グッバイタキオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

1月8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。

3404412月8日 曇 良 （25阪神5）第4日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時55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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

612 コスタアレグレ 牡3栗 56 後藤 浩輝安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 472＋ 41：23．7 10．4�
35 サウンドトゥルー 牡3栗 56 蛯名 正義山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 2 〃 クビ 2．2�
713 ナリタハリケーン 牡4鹿 57 池添 謙一�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：23．8クビ 9．2�
48 ヴィンテージイヤー 牡4鹿 57 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B516＋ 81：24．01� 5．0�
47 ヤマチョウフェア 牡5黒鹿57 戸崎 圭太長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 476± 0 〃 ハナ 19．8�
12 ニットウビクトリー 牡4鹿 57 田辺 裕信	日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 470± 01：24．21	 25．3

11 ゴールデンクラウン 
4青鹿57 M．デムーロ吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 512± 01：24．3	 17．6�

（仏）

611 スズカジョンブル 牡4鹿 57
54 ▲森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 458＋ 61：24．51� 23．3�

23 タイキソレイユ 牝4黒鹿55 福永 祐一	大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 448－10 〃 クビ 18．6

815 ピエナトップガン 牡3栗 56 藤岡 佑介本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 464－ 21：24．6クビ 34．0�
24 コスモパルダ 牡4青鹿57 M．バルザローナ 	ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 484± 0 〃 クビ 41．0�

（英）

36 タガノプリンス 牡5鹿 57 国分 恭介八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B470＋101：24．7� 106．4�

816 カリスマサンスカイ 牡5鹿 57 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B516－ 21：24．8クビ 21．3�
510 ダノンジュピター 牡8栗 57 和田 竜二�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 480－ 21：24．9� 39．8�
714 グランマルシェ 牡5鹿 57 江田 照男 	キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B520＋ 21：25．11 127．5�
59 リズミックビート 牡6栗 57 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 520＋ 41：25．2クビ 143．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，981，700円 複勝： 55，722，000円 枠連： 23，797，600円
馬連： 74，024，900円 馬単： 43，480，200円 ワイド： 37，100，700円
3連複： 104，194，700円 3連単： 155，400，800円 計： 525，702，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 310円 � 130円 � 260円 枠 連（3－6） 860円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，700円 �� 470円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 29，210円

票 数

単勝票数 計 319817 的中 � 24443（4番人気）
複勝票数 計 557220 的中 � 36399（4番人気）� 163053（1番人気）� 46708（3番人気）
枠連票数 計 237976 的中 （3－6） 20602（2番人気）
馬連票数 計 740249 的中 �� 46824（3番人気）
馬単票数 計 434802 的中 �� 9516（8番人気）
ワイド票数 計 371007 的中 �� 13970（4番人気）�� 5009（19番人気）�� 20960（2番人気）
3連複票数 計1041947 的中 ��� 17715（9番人気）
3連単票数 計1554008 的中 ��� 3927（63番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．1―12．0―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．8―46．9―58．9―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスタアレグレ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Miswaki デビュー 2013．3．16 中山1着

2010．3．18生 牡3栗 母 コーディーライン 母母 Private Encore 6戦3勝 賞金 24，540，000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） 1頭 アルセーヌシチー号
（非抽選馬） 4頭 アルボナンザ号・ヒルノクオリア号・マークスマン号・リアリーサムシング号
※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。



3404512月8日 曇 良 （25阪神5）第4日 第9競走 ��
��1，600�

せ っ つ

摂 津 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

11 ダイナミックガイ 牡3栗 56 福永 祐一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 480－ 21：34．6 11．1�
55 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 456± 01：34．7� 3．5�

（英）

56 タガノエンブレム 牡3青鹿56 川田 将雅八木 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 466－ 2 〃 クビ 9．3�

811 メイショウスザンナ 牝4鹿 55 戸崎 圭太松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 458± 01：34．8� 51．2�
22 	 ヒ ュ ウ マ 牡3鹿 56 M．デムーロ林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 498＋ 4 〃 アタマ 4．0	

（仏）

710 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 468＋ 41：35．01
 64．1

33 サイモンラムセス 牡3鹿 56 浜中 俊澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 444＋ 81：35．1� 3．6�
44 マルタカシクレノン 牡5青鹿57 藤田 伸二國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 502＋ 2 〃 アタマ 39．2�
812� サクラキングオー 牡7栗 57 幸 英明さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 498－ 41：35．2クビ 20．9�
68 パープルタイヨー 牡7鹿 57 蛯名 正義中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 440－ 41：35．4� 114．9�
79 ダンツミュータント 牡4青鹿57 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 438－ 4 〃 ハナ 12．0�
67 タガノザイオン 牡6鹿 57 和田 竜二八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494＋ 21：35．5� 25．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，393，900円 複勝： 64，839，400円 枠連： 20，570，800円
馬連： 96，322，700円 馬単： 58，321，800円 ワイド： 43，187，300円
3連複： 129，377，900円 3連単： 251，319，300円 計： 700，333，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 280円 � 150円 � 230円 枠 連（1－5） 1，450円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，490円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 33，410円

票 数

単勝票数 計 363939 的中 � 26001（5番人気）
複勝票数 計 648394 的中 � 50950（5番人気）� 154474（1番人気）� 67819（4番人気）
枠連票数 計 205708 的中 （1－5） 10530（5番人気）
馬連票数 計 963227 的中 �� 37775（8番人気）
馬単票数 計 583218 的中 �� 9345（19番人気）
ワイド票数 計 431873 的中 �� 15700（6番人気）�� 6726（18番人気）�� 22482（4番人気）
3連複票数 計1293779 的中 ��� 21162（13番人気）
3連単票数 計2513193 的中 ��� 5553（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．5―48．7―1：00．4―1：11．5―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイナミックガイ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．6．30 中京1着

2010．4．6生 牡3栗 母 スリースキム 母母 ブレイベストスキム 17戦3勝 賞金 46，522，000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。

3404612月8日 曇 良 （25阪神5）第4日 第10競走 ��
��2，400�オリオンステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，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

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

55 アドマイヤフライト 牡4鹿 58 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 540＋182：27．2 3．4�
33 プロモントーリオ 牡3鹿 53 戸崎 圭太水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 486－ 62：27．52 5．6�
44 マイネルメダリスト 牡5鹿 57 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 488± 02：27．6� 7．6�
22 タニノエポレット 牡6鹿 56 幸 英明谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 512＋ 22：27．81� 19．7�
78 マイネルマーク 牡5青鹿57 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B464－ 4 〃 クビ 10．4�

（仏）

66 ピクシープリンセス 牝5鹿 55．5 M．バルザローナ 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 452－ 42：28．01� 3．7	

（英）

89 トウカイオーロラ 牡6黒鹿55 浜中 俊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 482＋102：28．31� 10．6

77 メイショウジンム 牡7鹿 54 後藤 浩輝松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 452＋ 42：28．4	 64．0�
810 ヤマイチパートナー 牡3栗 54 武 幸四郎坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 484＋ 42：28．93 8．4�
11 ヤマカツゴールド 牡7栗 53 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 478－ 22：29．64 120．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，466，000円 複勝： 60，028，400円 枠連： 23，355，100円
馬連： 113，354，400円 馬単： 68，592，200円 ワイド： 44，178，400円
3連複： 144，066，500円 3連単： 297，604，800円 計： 791，645，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 200円 � 200円 枠 連（3－5） 1，210円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 530円 �� 540円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 11，560円

票 数

単勝票数 計 404660 的中 � 94815（1番人気）
複勝票数 計 600284 的中 � 99899（2番人気）� 79297（3番人気）� 77496（4番人気）
枠連票数 計 233551 的中 （3－5） 14254（4番人気）
馬連票数 計1133544 的中 �� 62115（4番人気）
馬単票数 計 685922 的中 �� 19735（8番人気）
ワイド票数 計 441784 的中 �� 21030（5番人気）�� 20265（7番人気）�� 18540（8番人気）
3連複票数 計1440665 的中 ��� 54137（4番人気）
3連単票数 計2976048 的中 ��� 19002（26番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―13．2―13．1―12．4―12．0―11．9―12．5―11．8―11．1―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．4―38．6―51．7―1：04．1―1：16．1―1：28．0―1：40．5―1：52．3―2：03．4―2：14．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤフライト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．1．15 京都3着

2009．5．4生 牡4鹿 母 アドマイヤキセキ 母母 オトメゴコロ 13戦5勝 賞金 73，924，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

２レース目



3404712月8日 曇 良 （25阪神5）第4日 第11競走
第65回農林水産省賞典

��
��1，600�阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
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
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード
レースレコード

1：33．1
1：32．3
1：33．1

良
良
良

48 レッドリヴェール 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 418－ 81：33．9 14．6�
510 ハープスター 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 ハナ 1．7�
36 フォーエバーモア 牝2栗 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 460＋ 2 〃 クビ 31．3�
612 ク リ ス マ ス 牝2黒鹿54 M．デムーロ M・

Kenichiホールディング� 斎藤 誠 新冠 アラキフアーム 422－181：34．11� 26．6�
（仏）

713 マーブルカテドラル 牝2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 440＋ 21：34．31� 12．4	
47 マジックタイム 牝2黒鹿54 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 446－12 〃 アタマ 20．3

818 ホウライアキコ 牝2鹿 54 和田 竜二橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 440－ 4 〃 アタマ 4．7�
816 モズハツコイ 牝2芦 54 M．バルザローナ 北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 454± 01：34．93� 67．7�

（英）

11 レーヴデトワール 牝2黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 460＋ 4 〃 アタマ 8．7
715 グランシェリー 牝2芦 54 浜中 俊間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486－ 61：35．11� 54．8�
59 エクスペリエンス 牝2栗 54 四位 洋文市川 義美氏 鹿戸 雄一 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 382－ 41：35．2クビ 359．1�
817 ダイヤモンドハイ 牝2鹿 54 武 幸四郎布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 428－ 81：35．51	 152．9�
714 スイートガーデン 牝2鹿 54 太宰 啓介田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 482－121：35．6クビ 354．8�
611 ヤマニンアリエッタ 牝2黒鹿54 高倉 稜土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 490－ 41：35．7� 321．0�
12 トーセンシルエット 牝2芦 54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 444± 01：35．91� 162．8�
23 マイネグラティア 牝2黒鹿54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ
ファーム 418－ 21：36．32� 295．9�

35 ニホンピロアンバー 牝2青鹿54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 440＋ 21：37．15 215．0�
24 メイショウアサツユ 牝2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 478－ 61：40．2大差 212．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 504，721，500円 複勝： 462，374，300円 枠連： 310，967，700円 馬連： 1，456，605，300円 馬単： 974，530，700円
ワイド： 484，191，300円 3連複： 2，142，298，600円 3連単： 5，142，937，400円 5重勝： 695，285，000円 計： 12，173，911，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 340円 � 120円 � 460円 枠 連（4－5） 670円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 570円 �� 2，660円 �� 860円

3 連 複 ��� 6，220円 3 連 単 ��� 42，130円

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

キャリーオーバー なし����� 546，460円

票 数

単勝票数 計5047215 的中 � 273150（5番人気）
複勝票数 計4623743 的中 � 268604（5番人気）� 1649435（1番人気）� 180889（7番人気）
枠連票数 計3109677 的中 （4－5） 346855（2番人気）
馬連票数 計14566053 的中 �� 868037（4番人気）
馬単票数 計9745307 的中 �� 169326（14番人気）
ワイド票数 計4841913 的中 �� 223471（4番人気）�� 42237（28番人気）�� 139273（8番人気）
3連複票数 計21422986 的中 ��� 254444（19番人気）
3連単票数 計51429374 的中 ��� 90094（124番人気）
5重勝票数 計6952850 的中 ����� 939

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．1―12．1―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．8―34．2―46．3―58．4―1：10．1―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドリヴェール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2013．6．1 阪神1着

2011．2．19生 牝2黒鹿 母 ディソサード 母母 I’m Out 3戦3勝 賞金 103，862，000円
〔制裁〕 フォーエバーモア号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

3404812月8日 曇 良 （25阪神5）第4日 第12競走 ��
��1，400�

み か げ

御影ステークス
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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

11 キョウワダッフィー 牡5鹿 57 福永 祐一�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 470＋121：23．6 4．1�
47 デザートオアシス 牡5鹿 57 M．バルザローナ 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 B524± 01：23．7� 18．8�
（英）

48 	 サクラレグナム 牡4栗 57 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 504± 0 〃 ハナ 6．8�
816 ワイドバッハ 牡4鹿 57 小牧 太幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 484± 01：23．91
 22．0�
35 ウィキマジック 牡5黒鹿57 川田 将雅宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 石郷岡 雅樹 518＋ 2 〃 アタマ 3．4	
12 コウセイコタロウ 牡4黒鹿57 藤田 伸二杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 496－ 6 〃 ハナ 32．9

23 ミヤジマッキー 牡3鹿 56 浜中 俊曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 502± 0 〃 ハナ 5．5�
510 スマイリングムーン 牝5黒鹿55 幸 英明吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム 502＋ 41：24．21� 298．7�
815 スズカロジック 牡5栗 57 後藤 浩輝永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 502＋ 8 〃 クビ 22．0
714	 ズ ン ダ モ チ 牡7芦 57 藤岡 佑介吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 544＋ 21：24．41
 129．0�
36 エーシンハダル 牡6鹿 57 田辺 裕信�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B506－10 〃 アタマ 190．4�
611 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 502＋ 41：24．5� 6．6�
59 ヤマノサファイア 牡5栗 57 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 448＋ 41：24．71
 39．2�
713 ワンダースピンドル 牡5黒鹿57 武 幸四郎山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 482－ 41：24．91
 164．4�
24 ベビーネイル �6栗 57 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 浦河 信岡牧場 496＋ 2 〃 ハナ 48．8�

（15頭）
612 ケージーハヤブサ 牡4鹿 57 蛯名 正義川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 84，630，700円 複勝： 126，910，200円 枠連： 53，711，800円
馬連： 220，025，200円 馬単： 118，292，800円 ワイド： 92，428，400円
3連複： 298，487，500円 3連単： 589，408，100円 計： 1，583，894，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 470円 � 280円 枠 連（1－4） 1，150円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 630円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 9，730円 3 連 単 ��� 46，080円

票 数

単勝票数 差引計 846307（返還計 730） 的中 � 163294（2番人気）
複勝票数 差引計1269102（返還計 844） 的中 � 262597（1番人気）� 57703（7番人気）� 111214（5番人気）
枠連票数 差引計 537118（返還計 8 ） 的中 （1－4） 34769（5番人気）
馬連票数 差引計2200252（返還計 3014） 的中 �� 50331（12番人気）
馬単票数 差引計1182928（返還計 1500） 的中 �� 16655（19番人気）
ワイド票数 差引計 924284（返還計 1157） 的中 �� 20493（11番人気）�� 38236（6番人気）�� 8764（32番人気）
3連複票数 差引計2984875（返還計 7351） 的中 ��� 22658（35番人気）
3連単票数 差引計5894081（返還計 13977） 的中 ��� 9440（143番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．0―12．1―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―46．7―58．8―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワダッフィー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2010．11．28 京都2着

2008．4．10生 牡5鹿 母 アサカプティット 母母 プティットイル 15戦5勝 賞金 77，582，000円
〔出走取消〕 ケージーハヤブサ号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キクノフレヴァン号・テルミーホワイ号・フミノファルコン号・モエレジュンキン号
※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。

５レース目



（25阪神5）第4日 12月8日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

314，630，000円
2，080，000円
14，940，000円
3，080，000円
28，720，000円
61，728，500円
4，904，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
874，426，100円
1，149，149，300円
512，568，400円
2，280，839，200円
1，501，920，700円
866，321，800円
3，271，758，200円
7，316，389，000円
695，285，000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 18，468，657，700円

総入場人員 27，461名 （有料入場人員 25，200名）
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