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3407312月21日 曇 重 （25阪神5）第7日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

12 ハナズリベンジ 牝2黒鹿54 浜中 俊M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 482－ 41：54．1 3．3�
612 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± 01：54．52� 2．2�
59 タガノラプランセス 牝2鹿 54 藤岡 佑介八木 良司氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 21：54．71� 21．3�
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 460－ 4 〃 クビ 22．7�
815 ツキミチャン 牝2青鹿54 川島 信二瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 446± 01：55．23 10．5	
47 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 462－121：55．3� 25．4

36 カネトシタシナミ 牝2鹿 54 川須 栄彦兼松 利男氏 高野 友和 新冠 パカパカ

ファーム 440± 01：55．4� 103．0�
611 モネノカガヤキ 牝2芦 54

51 ▲岩崎 翼�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 B436± 0 〃 アタマ 327．5
816 タガノティターニア 牝2栗 54 武 豊八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474± 0 〃 クビ 12．9�
35 ナガラフライト 牝2黒鹿54 北村 友一長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 456＋ 41：55．72 141．8�
23 サウンドモニカ 牝2栗 54

53 ☆中井 裕二増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 昭和牧場 444＋ 21：55．8クビ 155．0�
714 メイショウサルーテ 牝2鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 480－ 41：55．9� 26．3�
11 タガノイルヴェント 牝2鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494± 01：56．0� 69．2�
713 ミューラルクラウン 牝2黒鹿54 C．ルメール �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452± 01：56．53 11．4�

（仏）

510 メイショウクローバ 牝2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 510＋141：56．71� 47．8�
48 トーホウエトワール 牝2栗 54 高倉 稜東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 436－ 41：58．6大差 460．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，902，400円 複勝： 47，214，500円 枠連： 14，515，800円
馬連： 47，455，900円 馬単： 34，403，900円 ワイド： 27，944，800円
3連複： 74，342，600円 3連単： 117，623，200円 計： 385，403，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 110円 � 110円 � 290円 枠 連（1－6） 330円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 160円 �� 690円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 5，750円

票 数

単勝票数 計 219024 的中 � 53071（2番人気）
複勝票数 計 472145 的中 � 130524（2番人気）� 168443（1番人気）� 21417（6番人気）
枠連票数 計 145158 的中 （1－6） 32579（1番人気）
馬連票数 計 474559 的中 �� 106821（1番人気）
馬単票数 計 344039 的中 �� 35188（2番人気）
ワイド票数 計 279448 的中 �� 59076（1番人気）�� 8261（8番人気）�� 8027（9番人気）
3連複票数 計 743426 的中 ��� 35281（4番人気）
3連単票数 計1176232 的中 ��� 15111（10番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．8―12．7―13．0―13．1―12．6―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―36．3―49．0―1：02．0―1：15．1―1：27．7―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハナズリベンジ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．9．22 阪神8着

2011．3．30生 牝2黒鹿 母 トロピカルフラワー 母母 クリスタルトロフィ 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オンマイラブ号・ストロベリーローズ号・テイエムゴージャス号
（非抽選馬） 1頭 ザマンダ号
※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。

3407412月21日 曇 重 （25阪神5）第7日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時30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

59 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 504± 01：25．9 9．6�
713 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 452－ 21：26．11� 30．0�

（英）

11 ファイネスト 牡2栗 55 浜中 俊 �キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－101：26．31 11．1�

12 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± 01：26．4� 9．6�
47 ニシノマテンロウ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 502＋ 4 〃 クビ 22．3�
48 エミネントレコード 牡2鹿 55 幸 英明	G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 496＋221：26．5クビ 9．4

510 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± 0 〃 クビ 3．5�
612 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 490＋ 21：26．92� 4．4�
714 エイコーンウィル 牝2黒鹿54 福永 祐一 	ローレルレーシング 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 438± 0 〃 クビ 7．8
815 パープルパルピナ 牡2鹿 55

52 ▲岩崎 翼中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 482± 01：27．11� 282．3�
24 シ ゲ ル イ ヨ 牡2黒鹿55 国分 優作森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 鹿嶋牧場 B526－ 41：27．31� 39．3�
35 シゲルクシロ 牝2鹿 54 武 幸四郎森中 蕃氏 飯田 明弘 平取 赤石牧場 472－ 21：27．72� 59．0�
36 マコトヴィガラス 牡2鹿 55 川須 栄彦	ディアマント 高野 友和 様似 出口 繁夫 508－ 61：27．91� 287．4�
816 サ ル タ ー レ 牝2栗 54 藤岡 佑介山口 敦広氏 田中 章博 日高 門別牧場 428± 01：28．1� 62．6�
611 ジューンブライトン 牡2鹿 55 武 豊吉川 潤氏 今野 貞一 日高 正和山本牧場 464＋121：29．05 15．5�
23 ワキノマーチ 牡2栗 55 太宰 啓介脇山 良之氏 川村 禎彦 新ひだか 広田牧場 452－ 61：29．42� 376．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，998，100円 複勝： 49，814，700円 枠連： 17，208，800円
馬連： 53，624，000円 馬単： 36，927，800円 ワイド： 31，143，400円
3連複： 86，328，500円 3連単： 120，031，400円 計： 419，076，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 300円 � 730円 � 410円 枠 連（5－7） 700円

馬 連 �� 11，600円 馬 単 �� 20，900円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 1，490円 �� 5，060円

3 連 複 ��� 43，820円 3 連 単 ��� 232，510円

票 数

単勝票数 計 239981 的中 � 19787（6番人気）
複勝票数 計 498147 的中 � 49348（3番人気）� 16394（10番人気）� 31926（7番人気）
枠連票数 計 172088 的中 （5－7） 18222（3番人気）
馬連票数 計 536240 的中 �� 3412（40番人気）
馬単票数 計 369278 的中 �� 1304（76番人気）
ワイド票数 計 311434 的中 �� 2928（32番人気）�� 5262（19番人気）�� 1491（52番人気）
3連複票数 計 863285 的中 ��� 1454（122番人気）
3連単票数 計1200314 的中 ��� 381（663番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．2―12．8―12．4―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．5―48．3―1：00．7―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F37．6
3 ・（9，10）14（4，7，13）8（1，16）（2，11）（3，6）15，12，5 4 ・（9，10）14（4，7，13）8（1，16）2，6（3，15，11）12，5

勝馬の
紹 介

ボールドジャパン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ミラクルアドマイヤ デビュー 2013．8．18 函館7着

2011．4．14生 牡2鹿 母 ラ ブ ミ ラ ー 母母 シャトーモア 9戦1勝 賞金 9，500，000円
〔制裁〕 コスモフラッグ号の騎手M．バルザローナは，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タカノワールド号
（非抽選馬） 1頭 エスケイキング号
※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。

第５回 阪神競馬 第７日



3407512月21日 曇 稍重 （25阪神5）第7日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時00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

510 マイネリベルタス 牝2鹿 54 M．バルザローナ �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 418－ 21：48．3 38．9�
（英）

59 � デ ィ ル ガ 牝2栗 54 C．ウィリアムズ 前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms
I, LLC 450－101：48．4� 4．9�

（豪）

816 ヒデノヒロイン 牝2芦 54 太宰 啓介大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 420－ 21：48．5クビ 208．0�

818 ティーエスハーツ 牡2黒鹿55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 516－ 6 〃 アタマ 20．0�
713 リリコイパイ 牝2鹿 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 446＋ 2 〃 ハナ 12．5�
611 シーサイドバウンド 牡2芦 55 浜中 俊 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：48．71 1．9

36 リバーソウル 牡2黒鹿55 戸崎 圭太林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 クビ 6．6�
612 ヒラボクヒーロー 牡2鹿 55 北村 友一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 468－ 81：48．91	 50．1�
715� 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 484＋ 21：49．0� 22．9
817 クレアドール 牝2青鹿54 武 豊 	サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：49．1� 19．3�
35 ハーレムシェイク 
2鹿 55 後藤 浩輝 	二風谷ファーム 小崎 憲 熊本 有限会社

宮村牧場 412－ 21：49．42 152．2�
24 デルマシシマル 牡2青鹿55 C．ルメール 浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 468＋ 6 〃 ハナ 36．5�

（仏）

714 ヤマニンカリヨン 牡2鹿 55
54 ☆菱田 裕二土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 468－ 61：49．61	 681．9�

48 ジェニファー 牝2鹿 54 国分 恭介橋場 勇二氏 清水 出美 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422± 01：49．8� 537．1�

11 ダノンロンシャン 牡2芦 55 川田 将雅�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 ハナ 29．5�
23 ウイングリッター 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二�ウイン 中村 均 むかわ 市川牧場 480－ 4 〃 クビ 310．8�
12 マイネルクリュソス 牡2鹿 55 三浦 皇成 �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 432－ 21：50．33 101．6�
（17頭）

47 マイネルティエラ 牡2鹿 55 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高野 友和 新冠 ビッグレッドファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，852，600円 複勝： 55，871，300円 枠連： 15，192，500円
馬連： 54，059，700円 馬単： 37，465，900円 ワイド： 31，191，000円
3連複： 80，202，200円 3連単： 126，852，600円 計： 430，687，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，890円 複 勝 � 790円 � 210円 � 4，180円 枠 連（5－5） 5，050円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 13，600円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 25，580円 �� 11，550円

3 連 複 ��� 206，240円 3 連 単 ��� 828，480円

票 数

単勝票数 計 298526 的中 � 6052（10番人気）
複勝票数 計 558713 的中 � 16834（10番人気）� 92935（2番人気）� 2904（14番人気）
枠連票数 計 151925 的中 （5－5） 2222（18番人気）
馬連票数 計 540597 的中 �� 7418（19番人気）
馬単票数 計 374659 的中 �� 2034（42番人気）
ワイド票数 計 311910 的中 �� 5119（17番人気）�� 295（85番人気）�� 656（62番人気）
3連複票数 計 802022 的中 ��� 287（225番人気）
3連単票数 計1268526 的中 ��� 113（1071番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．8―12．1―12．4―12．5―11．8―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．6―47．7―1：00．1―1：12．6―1：24．4―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．7
3 1（4，6）2，11，9（13，17）（3，12）18－（5，15）16，8，10－14 4 1（4，6）2（11，9）（13，17）12（3，18）（5，15）（8，16）（14，10）

勝馬の
紹 介

マイネリベルタス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．11．17 京都10着

2011．6．9生 牝2鹿 母 エアリバティー 母母 ジョイアスピルエット 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔出走取消〕 マイネルティエラ号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 マイネリベルタス号の騎手M．バルザローナは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
※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 ツルミユニコーン号・ラテラルアーク号
※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。

3407612月21日 小雨 稍重 （25阪神5）第7日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時30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

24 オベーション 牝2鹿 54 福永 祐一岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 坂本牧場 436＋ 21：22．6 6．2�
817 ニホンピロディール 牝2栗 54 M．バルザローナ 小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 450－ 4 〃 アタマ 9．9�

（英）

36 フェイトカラー 牝2黒鹿54 池添 謙一吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 4．4�
11 ハ ピ ネ ス 牝2黒鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480± 01：22．7クビ 37．3�
12 ヤマニンエルフィン 牝2鹿 54 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 454± 01：22．91� 15．3�
818 ヨッテウタッテ 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 454± 01：23．0� 15．1�
713 ニシノチャステティ 牝2栗 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 452＋ 21：23．1	 66．0	
816 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 420－ 21：23．2クビ 63．8

47 マイネバラシア 牝2鹿 54 C．ウィリアムズ �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 434＋ 21：23．3� 21．1�
（豪）

611 エイシンヨーク 牝2鹿 54 武 豊�栄進堂 木原 一良 浦河 多田 善弘 442－ 81：23．4	 17．2
35 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 396＋ 21：23．5� 3．4�
23 ブロンクスステップ 牝2鹿 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466± 01：23．71 18．5�
510 キエレメムーチョ 牡2青鹿55 北村 友一吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472± 01：23．91� 23．4�
715 アスカノロマン 牡2栗 55 後藤 浩輝豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494＋ 4 〃 アタマ 80．1�
612 エイユービリオネア 牡2栗 55 
島 良太笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 444± 0 〃 クビ 139．6�
59 トウカイメール 牝2青鹿 54

52 △藤懸 貴志内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 408± 01：24．11� 201．1�
48 レーヌネサンス 牝2栗 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 416－ 4 〃 クビ 308．6�
714 オーディンバローズ 牡2青鹿55 C．ルメール 猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 496＋ 4 〃 アタマ 16．6�

（仏）

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，081，500円 複勝： 52，568，900円 枠連： 21，748，400円
馬連： 53，814，200円 馬単： 32，606，400円 ワイド： 31，901，800円
3連複： 81，913，800円 3連単： 111，734，100円 計： 412，369，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 330円 � 180円 枠 連（2－8） 1，140円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 580円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 32，810円

票 数

単勝票数 計 260815 的中 � 33475（3番人気）
複勝票数 計 525689 的中 � 70750（3番人気）� 36020（4番人気）� 86235（2番人気）
枠連票数 計 217484 的中 （2－8） 14148（4番人気）
馬連票数 計 538142 的中 �� 14754（7番人気）
馬単票数 計 326064 的中 �� 4465（15番人気）
ワイド票数 計 319018 的中 �� 7589（7番人気）�� 14192（3番人気）�� 7377（8番人気）
3連複票数 計 819138 的中 ��� 12116（9番人気）
3連単票数 計1117341 的中 ��� 2514（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．7―46．6―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 ・（11，18）－6（2，17）（7，15）（16，14）4（8，12）（1，5）（9，10）（13，3） 4 ・（11，18）6（2，17）7（4，15）（16，14）（1，8，12）（5，9，10）13，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オベーション �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．10．5 新潟2着

2011．5．16生 牝2鹿 母 ピサノケリー 母母 オオシマルチア 5戦1勝 賞金 11，100，000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。
（非当選馬） 2頭 マルクナッテ号・ムーンシャイン号
（非抽選馬） 3頭 シゲルワカサ号・トップボンバー号・ファーマフレア号
※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。



3407712月21日 小雨 稍重 （25阪神5）第7日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・右・外）

牝，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

714 ワイレアワヒネ 牝2栗 54 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 494 ―1：37．4 13．7�
59 ビジョナリー 牝2鹿 54 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 414 ―1：38．14 9．5�
48 ゴールデンロッド 牝2栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422 ―1：38．2� 16．4�
510 プリンセスアスク 牝2青鹿54 武 豊廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 454 ―1：38．3クビ 16．4�
611 シーノットラブユー 牝2黒鹿54 C．ルメール 吉田 千津氏 友道 康夫 むかわ 上水牧場 438 ―1：38．4� 10．1�

（仏）

23 フラッシュバイオ 牝2鹿 54 浜中 俊バイオ	 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 424 ― 〃 クビ 1．5

715 ハートビジュー 牝2鹿 54 藤岡 康太村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 438 ―1：38．5� 89．0�
818 エアジャモーサ 牝2栗 54 松田 大作 	ラッキーフィールド千田 輝彦 むかわ 上水牧場 454 ―1：38．6� 182．5�
24 タガノホーネット 牝2鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 416 ―1：38．81� 21．4
713 ラフェドフルール 牝2黒鹿54 川須 栄彦 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 470 ―1：39．01� 97．1�
35 メイショウパラオ 牝2栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 明弘 様似 中脇 一幸 446 ―1：39．21� 70．8�
12 フ ミ キ ュ ン 牝2鹿 54 後藤 浩輝大澤 利久氏 加用 正 浦河 松田 憲一 494 ―1：39．62� 37．5�
36 エスジーカピターナ 牝2鹿 54 太宰 啓介窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 410 ―1：39．7� 244．5�
816 メイショウホタル 牝2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 462 ―1：40．55 137．6�
612 ルナレインボー 牝2鹿 54 高倉 稜�日進牧場 柴田 政見 浦河 日進牧場 448 ―1：40．71 204．3�
817 シゲルリクゼン 牝2鹿 54

52 △藤懸 貴志森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 上村 清志 452 ―1：40．91� 128．5�
47 サンマルアイ 牝2栗 54 藤田 伸二相馬 勇氏 山内 研二 むかわ 真壁 信一 428 ―1：41．11� 207．2�
11 プレシャスベガ 牝2黒鹿54 M．バルザローナ 杉山 忠国氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―1：42．05 46．3�
（英）

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，575，600円 複勝： 72，782，100円 枠連： 17，652，400円
馬連： 46，124，300円 馬単： 41，753，000円 ワイド： 26，385，700円
3連複： 68，436，500円 3連単： 129，523，300円 計： 434，232，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 450円 � 460円 � 600円 枠 連（5－7） 1，730円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 9，470円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 2，300円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 18，940円 3 連 単 ��� 124，960円

票 数

単勝票数 計 315756 的中 � 18260（4番人気）
複勝票数 計 727821 的中 � 43625（3番人気）� 42496（4番人気）� 31196（5番人気）
枠連票数 計 176524 的中 （5－7） 7566（7番人気）
馬連票数 計 461243 的中 �� 7426（15番人気）
馬単票数 計 417530 的中 �� 3254（23番人気）
ワイド票数 計 263857 的中 �� 6417（8番人気）�� 2769（24番人気）�� 4692（15番人気）
3連複票数 計 684365 的中 ��� 2667（52番人気）
3連単票数 計1295233 的中 ��� 765（302番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．3―13．0―12．7―11．8―11．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―36．5―49．5―1：02．2―1：14．0―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイレアワヒネ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 マーベラスサンデー 初出走

2011．3．13生 牝2栗 母 プリティタヤス 母母 ライトシップ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
・・・〔制裁〕 ラフェドフルール号の騎手川須栄彦は，発馬機内で左あぶみ革の尾錠が外れたことについて過怠金10，000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 グラジオラス号・フェミニンドレス号・ブルーダイアモンド号・マナオラナ号・マンダリンカラー号
※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。

3407812月21日 小雨 重 （25阪神5）第7日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時50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

710 メイショウワコン 牡2栗 55 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 496 ―1：11．8 4．9�
56 ダ ラ ニ 牝2栗 54 C．ルメール 山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 478 ―1：12．33 4．0�
（仏）

22 タガノタヴェルナー 牡2栗 55 後藤 浩輝八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480 ―1：12．72� 9．2�

44 カネトシビバーチェ 牝2鹿 54 幸 英明兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 438 ―1：12．8� 19．2�
812 テーオーソルジャー 牡2栗 55 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 462 ―1：12．9� 2．4�
11 ナチュラライズ 牝2鹿 54 川島 信二�髙昭牧場 高橋 亮 浦河 高昭牧場 400 ―1：13．53� 80．1	
33 フ ク イ ル 牡2鹿 55 北村 友一副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 428 ―1：15．09 33．7

811 ローレルグランツ 牡2栗 55

52 ▲森 一馬 �ローレルレーシング 松永 昌博 新ひだか 畠山牧場 450 ―1：15．42� 85．1�
67 オーミキシオウ 牡2栗 55 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 浦河 市川牧場 468 ―1：15．72 216．7
79 ヒシイパネマ 牝2黒鹿54 武 幸四郎阿部 雅英氏 角田 晃一 浦河 中村 雅明 470 ―1：16．12� 7．7�
55 サンレイルーニク 牝2鹿 54 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 412 ―1：17．59 37．4�
68 シ ゲ ル イ セ 牝2黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 新ひだか 筒井 征文 458 ―1：18．03 145．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，179，000円 複勝： 40，404，900円 枠連： 13，237，500円
馬連： 43，682，100円 馬単： 35，743，700円 ワイド： 22，950，700円
3連複： 61，553，300円 3連単： 120，976，100円 計： 364，727，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 160円 � 250円 枠 連（5－7） 570円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 430円 �� 740円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 13，570円

票 数

単勝票数 計 261790 的中 � 42489（3番人気）
複勝票数 計 404049 的中 � 61413（3番人気）� 81144（2番人気）� 36049（5番人気）
枠連票数 計 132375 的中 （5－7） 17329（3番人気）
馬連票数 計 436821 的中 �� 32873（4番人気）
馬単票数 計 357437 的中 �� 13035（8番人気）
ワイド票数 計 229507 的中 �� 13959（5番人気）�� 7396（11番人気）�� 9487（8番人気）
3連複票数 計 615533 的中 ��� 16035（10番人気）
3連単票数 計1209761 的中 ��� 6583（45番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―11．6―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．9―46．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウワコン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2011．5．21生 牡2栗 母 モリトオウカ 母母 ビビットダンサー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンレイルーニク号・シゲルイセ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月

21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。



3407912月21日 小雨 重 （25阪神5）第7日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時20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

816� ベルサリエーレ 牡3鹿 56 浜中 俊藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita 484－ 21：51．6 2．1�

815� サウンドビガレス 牡4栗 57
56 ☆菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 484± 01：51．81	 8．0�
48 ルスナイスナイパー 牡4栗 57 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 452－ 41：52．12 6．4�
12 キングスクルーザー 牡3鹿 56

54 △藤懸 貴志有限会社シルク平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 458＋ 41：52．2	 16．6�
23 ゴーイングベル 牡3芦 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 498－ 41：52．3	 54．4�
510� エーシンザヘッド 牡3栗 56 小牧 太	栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place

& Partners B484＋221：52．72	 8．7

611 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 478＋ 2 〃 クビ 24．1�
713 ツヨシノブルーム 
4芦 57 川島 信二横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 484－ 21：53．12	 128．5�
36 スズカファイター 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 464＋ 21：53．2クビ 22．2
24 � サダルメリク 牡6鹿 57 古川 吉洋前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess 482± 01：53．41 35．8�
612 ライフトップガン 牡3鹿 56 武 豊谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 490＋141：53．5	 46．4�
714 ティマイドリーム 牡3鹿 56 幸 英明田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 516＋ 61：53．6� 97．2�
47 コウユーアンドレ 牡3鹿 56 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 462＋ 41：53．81� 26．5�
35 ハワイアンソルト 牡4芦 57 C．ルメール 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± 01：54．43	 12．5�
（仏）

59 アロウィーバイオ 牡3鹿 56 国分 優作バイオ	 西浦 勝一 平取 清水牧場 490＋181：54．72 28．6�
11 � ジャルダンスクレ 牝3鹿 54 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 米 Dell Ridge

Farm, LLC 488－ 41：54．91 143．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，839，200円 複勝： 62，509，300円 枠連： 24，278，700円
馬連： 72，864，200円 馬単： 44，558，400円 ワイド： 40，081，700円
3連複： 110，684，800円 3連単： 162，722，800円 計： 549，539，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 180円 � 180円 枠 連（8－8） 960円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 460円 �� 380円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 7，850円

票 数

単勝票数 計 318392 的中 � 119779（1番人気）
複勝票数 計 625093 的中 � 188081（1番人気）� 75747（3番人気）� 77811（2番人気）
枠連票数 計 242787 的中 （8－8） 18745（4番人気）
馬連票数 計 728642 的中 �� 55233（2番人気）
馬単票数 計 445584 的中 �� 21494（2番人気）
ワイド票数 計 400817 的中 �� 21597（2番人気）�� 27289（1番人気）�� 18079（3番人気）
3連複票数 計1106848 的中 ��� 41179（1番人気）
3連単票数 計1627228 的中 ��� 15306（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―13．2―12．6―13．0―12．6―11．8―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．9―49．5―1：02．5―1：15．1―1：26．9―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ベルサリエーレ �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Native Prospector デビュー 2013．5．12 新潟10着

2010．4．12生 牡3鹿 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier 6戦2勝 賞金 16，000，000円
〔発走状況〕 アロウィーバイオ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 ウエスタンディオ号・グランプリブラッド号・フリークエンシー号・メテオライト号
※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。

3408012月21日 小雨 重 （25阪神5）第7日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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 シゲルシュサ 牝5鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442－ 41：11．0 9．2�

59 グランプリブルー 牡4栗 57 浜中 俊�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B482＋ 4 〃 クビ 4．1�
611 エーシンクルゼ 牡4芦 57 後藤 浩輝�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 538＋201：11．32 27．2�
36 マッシヴヒーロー 牡4鹿 57 池添 謙一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 458－ 61：11．4� 2．3�
713 アスコットシチー 牡4栗 57

56 ☆中井 裕二 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 478＋ 61：11．61 9．8�
24 トウケイムーン 牡3栗 56 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 下河辺牧場 486＋ 81：11．81 11．3	
714� スリーネイチャー 牝4黒鹿55 水口 優也永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 452± 01：12．01 91．8

11 ゼンノコンゴウ 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 490＋ 2 〃 アタマ 8．1�
47 クラウンカイザー 牡4黒鹿57 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 508＋28 〃 クビ 58．2�
12 トウショウタイド 牡3鹿 56 国分 恭介トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 570－ 61：12．1� 16．3
510� サウンドブレーヴ 牡4栗 57 秋山真一郎増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 490－ 41：12．63 224．9�
815� スリーアメニティー 牝4鹿 55

52 ▲森 一馬永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B464＋ 41：12．81 239．7�
23 ジョーハット 牡3青鹿56 北村 友一上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 524＋ 61：13．11� 102．7�
35 メイショウコウボウ 牡4黒鹿57 松山 弘平松本 和子氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 454＋121：13．41� 131．5�
612 キタサンテンニョ 牝4黒鹿55 国分 優作�大野商事 鹿戸 明 新冠 樋渡 信義 470＋ 61：14．46 400．7�
48 � アイファーアクセス 牡5黒鹿 57

55 △藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 浦河 野表 春雄 530＋ 21：15．35 295．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，137，100円 複勝： 49，193，300円 枠連： 17，861，400円
馬連： 67，479，500円 馬単： 43，462，400円 ワイド： 32，319，600円
3連複： 89，989，600円 3連単： 153，492，600円 計： 482，935，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 280円 � 180円 � 620円 枠 連（5－8） 1，530円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，980円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 14，730円 3 連 単 ��� 78，240円

票 数

単勝票数 計 291371 的中 � 25153（4番人気）
複勝票数 計 491933 的中 � 44835（4番人気）� 89848（2番人気）� 17116（8番人気）
枠連票数 計 178614 的中 （5－8） 8663（7番人気）
馬連票数 計 674795 的中 �� 28259（7番人気）
馬単票数 計 434624 的中 �� 8298（16番人気）
ワイド票数 計 323196 的中 �� 12151（8番人気）�� 2580（28番人気）�� 4517（23番人気）
3連複票数 計 899896 的中 ��� 4509（43番人気）
3連単票数 計1534926 的中 ��� 1448（231番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―11．8―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．6―46．4―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．4
3 6，7（4，11）（9，16）（1，13）2－3，5，14，15（8，10）12 4 ・（6，7）11（4，16）（9，13）（1，2）－（5，3，14）－15，10，8，12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルシュサ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2010．9．25 阪神11着

2008．4．5生 牝5鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia 31戦3勝 賞金 30，460，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーアクセス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月21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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 キクノメテオ号・シゲルユズ号・ステーキ号・ニシノモンクス号・ヒラボクダッシュ号・ヒロノエンペラー号
（非抽選馬） 2頭 デンコウリョウ号・ヒカリユニキャスト号



3408112月21日 曇 重 （25阪神5）第7日 第9競走 ��
��2，000�

あ こ う

赤 穂 特 別
発走14時30分 （ダート・右）
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

611 トウショウヘイロー 牡4鹿 57 川田 将雅トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 536＋102：03．8 2．8�
713 アテンファースト 牡3栗 56 城戸 義政玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 480＋ 62：03．9� 472．9�
815 ヒラボクプリンス 牡3鹿 56 浜中 俊�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 488＋ 42：04．11	 10．1�
35 セブンフォース 牡3栗 56 C．ウィリアムズ 前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 546± 02：04．31	 5．9�

（豪）

11 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 474＋ 2 〃 ハナ 17．3�
612 ウインアルザス 牡3鹿 56 C．ルメール�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 506＋ 4 〃 ハナ 4．8	

（仏）

47 セ ン キ 牡4鹿 57 川須 栄彦河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 464－ 6 〃 アタマ 11．6

23 ラローザブル 牡3栗 56 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B510＋ 2 〃 アタマ 11．1�
816 アドマイヤケルソ 牡5栗 57 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 488－ 42：04．61� 8．3�
714 トニーポケット 牡4鹿 57 M．バルザローナ 藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 478－ 42：04．81 40．4
（英）

12 シゲルモトナリ 牡6黒鹿57 国分 優作森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 518＋ 62：05．01
 77．9�
24 � キャッツインブーツ 牡8栗 57 岩田 康誠山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd 524＋ 22：05．21 126．5�
510 オリオンザムーン 牡3栗 56 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 510－ 42：05．41	 117．3�
48 エクセルフラッグ 牡6鹿 57 国分 恭介橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 508± 02：05．61	 530．0�
59 セルリアンサーロス 牡3栗 56 北村 友一�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 508＋102：06．13 86．6�
36 サトノイクシード 牡3鹿 56 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 506－102：06．42 198．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，601，000円 複勝： 90，761，900円 枠連： 34，424，700円
馬連： 124，376，200円 馬単： 69，808，400円 ワイド： 57，172，500円
3連複： 171，206，000円 3連単： 274，539，300円 計： 867，890，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 �10，450円 � 270円 枠 連（6－7） 3，090円

馬 連 �� 58，280円 馬 単 �� 70，770円

ワ イ ド �� 18，730円 �� 510円 �� 42，500円

3 連 複 ��� 136，900円 3 連 単 ��� 670，900円

票 数

単勝票数 計 456010 的中 � 128782（1番人気）
複勝票数 計 907619 的中 � 228428（1番人気）� 1555（16番人気）� 83690（5番人気）
枠連票数 計 344247 的中 （6－7） 8235（13番人気）
馬連票数 計1243762 的中 �� 1575（65番人気）
馬単票数 計 698084 的中 �� 728（102番人気）
ワイド票数 計 571725 的中 �� 712（80番人気）�� 30916（3番人気）�� 313（100番人気）
3連複票数 計1712060 的中 ��� 923（184番人気）
3連単票数 計2745393 的中 ��� 302（914番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．5―13．5―12．7―13．0―12．7―12．0―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―35．5―49．0―1：01．7―1：14．7―1：27．4―1：39．4―1：51．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2011．11．6 京都13着

2009．4．2生 牡4鹿 母 アンジュトウショウ 母母 ヌエボトウショウ 12戦4勝 賞金 52，241，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クラージュドール号・ゴールデンヒーロー号
（非抽選馬） 1頭 ナムラバクサイ号
※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。

3408212月21日 曇 稍重 （25阪神5）第7日 第10競走 ��
��1，200�

ろっこう

六甲アイランドステークス
発走15時05分 （芝・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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

36 ウエストエンド 牡5鹿 57 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482＋ 61：09．4 22．6�

713 マコトナワラタナ 牝4鹿 55 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 450－ 21：09．5	 2．6�
47 
 ミッドナイトクロス 牡6青鹿57 丸山 元気 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 512－ 21：09．6� 9．4�
59 アンバルブライベン 牝4鹿 55 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 454－ 4 〃 ハナ 24．3�
510� シゲルアセロラ 牡4黒鹿57 M．バルザローナ 森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

476± 01：09．7クビ 5．7	
（英）

611 マイネボヌール 牝4青鹿55 C．ウィリアムズ �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 456± 01：09．8� 6．0

（豪）

12 アグネスウイッシュ 牡5黒鹿57 武 豊渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 500＋ 8 〃 クビ 23．1�
815 ダノンウィスラー 牡5鹿 57 福永 祐一�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 462＋ 21：09．9	 41．0�
23 ショウナンマハ 牝5黒鹿55 秋山真一郎�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 460＋ 21：10．0	 8．5
714 マッキーコバルト 牡7鹿 57 太宰 啓介薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 B468＋ 4 〃 クビ 16．7�
24 エ ス カ ー ダ 牡6青鹿57 小林 徹弥山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 474－ 21：10．21 185．3�
816 アンゲネーム 5鹿 57 藤岡 佑介�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 480＋ 21：10．3クビ 125．9�
35 ターニングポイント 8青鹿57 水口 優也山上 和良氏 日吉 正和 新冠 泉渕瀬牧場 470± 0 〃 クビ 296．7�
48 ブルームーンピサ 牝6芦 55 四位 洋文市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B480－ 41：10．61� 84．0�
11 ダノンフェアリー 牡5鹿 57 和田 竜二�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 514± 01：10．92 20．9�
612 メイショウハガクレ 牡4鹿 57 菱田 裕二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 478＋201：11．11 63．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，644，500円 複勝： 82，778，400円 枠連： 35，909，100円
馬連： 149，907，100円 馬単： 79，929，000円 ワイド： 61，236，600円
3連複： 191，962，300円 3連単： 328，127，600円 計： 976，494，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 470円 � 140円 � 270円 枠 連（3－7） 2，850円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 9，420円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 2，230円 �� 590円

3 連 複 ��� 9，130円 3 連 単 ��� 72，140円

票 数

単勝票数 計 466445 的中 � 16318（8番人気）
複勝票数 計 827784 的中 � 34557（8番人気）� 221458（1番人気）� 71928（5番人気）
枠連票数 計 359091 的中 （3－7） 9314（17番人気）
馬連票数 計1499071 的中 �� 32546（15番人気）
馬単票数 計 799290 的中 �� 6265（34番人気）
ワイド票数 計 612366 的中 �� 12915（12番人気）�� 6481（30番人気）�� 27264（4番人気）
3連複票数 計1919623 的中 ��� 15519（32番人気）
3連単票数 計3281276 的中 ��� 3357（226番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．1―11．1―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．2―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエストエンド �
�
父 Pivotal �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2010．9．12 阪神9着

2008．4．20生 牡5鹿 母 ステージスクール 母母 Danseur Fabuleux 33戦5勝 賞金 98，348，000円
※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 エイシンラトゥナ号・オールブランニュー号・シーブリーズライフ号・ハングリージャック号・ピースピース号・

フレデフォート号・ポアゾンブラック号・ヤマニンプチガトー号・レオンビスティー号
※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。



3408312月21日 曇 稍重 （25阪神5）第7日 第11競走 ��
��2，000�第30回ラジオNIKKEI杯2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

ラジオNIKKEI杯（1着）
賞 品

本 賞 32，000，000円 13，000，000円 8，000，000円 4，800，000円 3，200，000円
付 加 賞 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．9

良
良

11 ワンアンドオンリー 牡2黒鹿55 C．ルメール�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474＋ 82：04．3 13．7�

（仏）

612 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 484－ 22：04．51� 22．7�
23 サトノアラジン 牡2鹿 55 戸崎 圭太里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 518＋ 62：04．6� 3．2�
36 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 498－ 2 〃 クビ 56．8�
47 タガノグランパ 牡2鹿 55 北村 友一八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－ 6 〃 ハナ 42．3�
611 モンドシャルナ 牡2鹿 55 福永 祐一山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 440－ 62：04．7	 3．4	
815 マイネルフロスト 牡2芦 55 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 482＋ 8 〃 ハナ 36．5

816 ストロベリーキング 牡2黒鹿55 高倉 稜田頭 勇貴氏 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 470－102：04．91� 253．1�
714 ビップレボルシオン 牡2鹿 55 後藤 浩輝鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞
湖 レイクヴィラファーム 502－ 42：05．0クビ 11．0�
510 デリッツァリモーネ 牡2鹿 55 C．ウィリアムズ キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 0 〃 ハナ 11．1�
（豪）

24 ダノンマッキンレー 牡2栗 55 浜中 俊�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 466－122：05．21 97．2�
35 ロングリバイバル 牡2鹿 55 幸 英明中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 488－ 22：05．3� 296．9�
713� セ セ リ 牡2栗 55 川田 将雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 496＋ 62：05．4� 8．1�
12 � シ ン ガ ン 牡2青鹿55 岩田 康誠林 正道氏 松田 国英 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 454－ 2 〃 ハナ 7．5�
48 ファイトバック 牡2黒鹿55 川須 栄彦宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 474－ 42：05．61� 557．3�
59 テイエムナデューラ 牝2栗 54 武 豊竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 428－ 22：06．34 222．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 175，652，400円 複勝： 246，600，700円 枠連： 90，565，700円
馬連： 483，475，700円 馬単： 247，693，400円 ワイド： 182，689，500円
3連複： 638，769，700円 3連単： 1，151，488，500円 計： 3，216，935，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 340円 � 470円 � 160円 枠 連（1－6） 850円

馬 連 �� 10，460円 馬 単 �� 25，580円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 700円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 10，830円 3 連 単 ��� 97，270円

票 数

単勝票数 計1756524 的中 � 101062（7番人気）
複勝票数 計2466007 的中 � 170560（7番人気）� 114891（8番人気）� 535609（1番人気）
枠連票数 計 905657 的中 （1－6） 78676（4番人気）
馬連票数 計4834757 的中 �� 34116（35番人気）
馬単票数 計2476934 的中 �� 7147（72番人気）
ワイド票数 計1826895 的中 �� 18072（31番人気）�� 67821（6番人気）�� 30105（18番人気）
3連複票数 計6387697 的中 ��� 43543（37番人気）
3連単票数 計11514885 的中 ��� 8737（313番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．0―13．0―12．9―12．9―12．5―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―37．7―50．7―1：03．6―1：16．5―1：29．0―1：40．6―1：52．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンアンドオンリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．8．4 小倉12着

2011．2．23生 牡2黒鹿 母 ヴ ァ ー チ ュ 母母 サンタムール 6戦2勝 賞金 45，671，000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 コウエイワンマン号
※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。

3408412月21日 曇 重 （25阪神5）第7日 第12競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611 ソ ラ ニ ー 牡3黒鹿56 武 豊井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 484－ 41：23．4 7．8�
510 クロムレック 牡3栗 56 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 520－ 61：23．93 13．6�
24 メイショウゲンブ 牡4鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 友田牧場 476＋ 21：24．0クビ 13．6�
47 スランジバール 牡4鹿 57 C．ルメール�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 476± 01：24．1	 4．0�

（仏）

59 
 セ イ ラ 牝4栗 55 藤田 伸二萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 454＋ 2 〃 アタマ 5．4�
12 シゲルケンシン 牡6鹿 57 戸崎 圭太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 476＋ 21：24．2クビ 16．8	
23 � ベストサーパス 牡4栗 57 藤岡 康太小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County

Farms Inc 508＋161：24．3	 6．2

35 ポップアイコン 牝4栗 55 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 シンコーファーム 478＋ 2 〃 アタマ 7．3�

（英）

11 ロードクラヴィウス 牡3鹿 56
55 ☆中井 裕二 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか 酒井 秀紀 464－121：24．4クビ 65．3

816 グランデアモーレ 牝3芦 54 北村 友一 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 2 〃 クビ 18．2�

612� アグネスティンクル 牡6栗 57 小林 徹弥渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-
ham Stud 486＋ 41：24．5クビ 268．8�

714 ハッピーストーリー 牡4黒鹿 57
54 ▲城戸 義政小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 524± 0 〃 クビ 160．2�

815 ハナズインパルス 牝3黒鹿54 小牧 太M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 470－ 61：24．6クビ 13．2�
36 トウショウロジック 牡6鹿 57 川須 栄彦トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 514＋ 21：24．81� 92．3�
713 ホワイトショウフク 牡8芦 57

54 ▲岩崎 翼山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 466＋ 21：25．43 445．2�
48 シャッセロール 牝3鹿 54

52 △藤懸 貴志名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 454－ 41：25．72 42．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 69，141，100円 複勝： 110，526，200円 枠連： 49，236，500円
馬連： 182，225，600円 馬単： 94，940，800円 ワイド： 81，289，200円
3連複： 245，955，800円 3連単： 434，525，400円 計： 1，267，840，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 330円 � 400円 � 390円 枠 連（5－6） 1，730円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 8，640円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 1，720円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 17，100円 3 連 単 ��� 98，650円

票 数

単勝票数 計 691411 的中 � 69968（5番人気）
複勝票数 計1105262 的中 � 92026（5番人気）� 71356（7番人気）� 74686（6番人気）
枠連票数 計 492365 的中 （5－6） 21118（8番人気）
馬連票数 計1822256 的中 �� 28834（25番人気）
馬単票数 計 949408 的中 �� 8116（44番人気）
ワイド票数 計 812892 的中 �� 12006（25番人気）�� 11690（27番人気）�� 8041（36番人気）
3連複票数 計2459558 的中 ��� 10619（72番人気）
3連単票数 計4345254 的中 ��� 3251（405番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．1―12．0―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―46．8―58．8―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソ ラ ニ ー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2012．11．10 東京3着

2010．2．21生 牡3黒鹿 母 アイノサウスポー 母母 プリテイージヤナー 7戦3勝 賞金 26，800，000円
※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） 5頭 アテーナーズブレス号・コピーライター号・トリニティチャーチ号・ヒルノクオリア号・マークスマン号
（非抽選馬） 2頭 ドンマネー号・モズベラベラ号
※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7日 12月21日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 193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

232，910，000円
13，600，000円
1，920，000円
20，940，000円
70，887，250円
5，290，000円
1，852，800円

勝馬投票券売得金
557，604，500円
961，026，200円
351，831，500円
1，379，088，500円
799，293，100円
626，306，500円
1，901，345，100円
3，231，636，900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 9，808，132，300円

総入場人員 17，530名 （有料入場人員 ）
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