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3409712月23日 晴 重 （25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

713 アカリロンドン 牡2鹿 55 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 458＋ 21：55．1 5．8�
816 シャッツクヴェレ 牡2青鹿55 松山 弘平青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム 484－ 41：55．73� 83．9�
815 ヴォルスング 牡2鹿 55 後藤 浩輝有限会社シルク牧浦 充徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 21：55．91� 19．7�
714 ジョウイチロウ 牡2鹿 55 幸 英明泉 一郎氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 514－ 6 〃 クビ 97．4�
59 シゲルエチゴ 牡2芦 55 太宰 啓介 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 新井 昭二 446＋ 41：56．11� 156．4�
24 クァンタムギア 牡2黒鹿55 川田 将雅廣崎 利洋氏 藤原 英昭 平取 清水牧場 476＋ 41：56．2クビ 2．6	
35 ワイエムポーター 牡2栗 55 藤岡 佑介
サンライズ 高橋 義忠 日高 日西牧場 472－ 41：56．52 37．9�
612 アドマイヤコウベ 牡2鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 522－ 41：56．6クビ 3．9�
510 ラッキーハンター 牡2栗 55 北村 友一西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 472－ 41：57．02� 26．7
23 ワクワクカンヲ 牡2鹿 55 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B474＋ 21：57．53 6．8�
48 テイエムファラオ 牡2栗 55 国分 優作竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 464－ 21：58．13� 361．6�
12 セントコロナ 牡2栗 55 小牧 太 
キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498± 01：58．52� 11．2�
611 サザンキング 牡2芦 55 酒井 学南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 468－ 61：58．6� 434．5�
47 ホワイトクリスマス 牡2芦 55 池添 謙一岡 浩二氏 清水 出美 新冠 赤石 久夫 494－ 21：59．45 35．7�
36 ウォーヘッド 牡2黒鹿55 R．ムーア �G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434± 02：00．57 33．4�
（英）

11 オーミハンコック 牝2黒鹿 54
52 △藤懸 貴志岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 420± 02：00．6クビ 300．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，899，000円 複勝： 52，921，100円 枠連： 14，951，400円
馬連： 48，765，400円 馬単： 32，527，400円 ワイド： 29，012，000円
3連複： 79，029，700円 3連単： 122，832，300円 計： 407，938，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 1，720円 � 590円 枠 連（7－8） 3，060円

馬 連 �� 31，830円 馬 単 �� 49，200円

ワ イ ド �� 6，390円 �� 1，360円 �� 14，440円

3 連 複 ��� 106，050円 3 連 単 ��� 686，750円

票 数

単勝票数 計 278990 的中 � 37932（3番人気）
複勝票数 計 529211 的中 � 73976（4番人気）� 6926（11番人気）� 22220（6番人気）
枠連票数 計 149514 的中 （7－8） 3608（13番人気）
馬連票数 計 487654 的中 �� 1131（50番人気）
馬単票数 計 325274 的中 �� 488（86番人気）
ワイド票数 計 290120 的中 �� 1104（50番人気）�� 5431（12番人気）�� 485（65番人気）
3連複票数 計 790297 的中 ��� 550（159番人気）
3連単票数 計1228323 的中 ��� 132（868番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―37．1―49．6―1：02．5―1：16．1―1：29．2―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．0
1
3
2，7（3，16）（4，13）12，1，6（8，10，11）－15，5，14－9
2（7，13）（3，4，12）（16，11）10（5，15）（1，6）8，14，9

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

勝馬の
紹 介

アカリロンドン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．8．10 小倉8着

2011．2．22生 牡2鹿 母 イノチノアカリ 母母 マダムミッテラン 8戦1勝 賞金 11，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウォーヘッド号・オーミハンコック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月

23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） 8頭 エングロウス号・スリーマキシマム号・ゼンノスサノヲ号・デンコウエポック号・デンコウセキトバ号・

ピエナダイヤ号・マイネルプレセンテ号・モズワトウナイ号
※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。

3409812月23日 晴 重 （25阪神5）第9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

48 ロードメビウス 牡2鹿 55 浜中 俊 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 478± 01：13．3 5．7�
36 プレフェリート 牡2鹿 55 R．ムーア 金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 516± 01：13．4� 2．2�
（英）

11 テイエムロカビリー 牡2芦 55
52 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 478－ 21：13．5� 83．5�

713 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± 01：13．6� 11．5�
714 シゲルハリマ 牡2栗 55 福永 祐一森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 498＋ 41：13．7クビ 36．3�
815 ステキナシンノスケ 牡2青鹿55 大下 智池田 實氏 野中 賢二 新冠 小泉牧場 498－ 41：13．91	 54．9	
47 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± 0 〃 クビ 24．7

59 レモンティー 牝2黒鹿54 北村 友一中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 448－ 41：14．21� 14．5�
24 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 488－ 41：14．51� 3．2
612 メイショウナギサ 牝2栗 54 竹之下智昭松本 好雄氏 中村 均 様似 中脇 一幸 452＋ 2 〃 アタマ 280．6�
35 マサノロマンス 牝2鹿 54 秋山真一郎猪野毛雅人氏 田所 秀孝 新ひだか 猪野毛牧場 446＋101：15．24 277．5�
816 ハードモンラッシェ 牡2青 55

52 ▲原田 敬伍津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 462－121：15．3� 153．1�
23 カゼヲアツメテ 牡2黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 448－ 21：15．4� 314．3�
611 シップウハヤト 牡2鹿 55 和田 竜二平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 456＋ 41：15．71� 257．1�
510 ストレイトウェザー 牡2黒鹿55 四位 洋文吉岡 泰治氏 中村 均 新ひだか 原 フアーム 490＋ 81：15．8� 32．7�
12 クリノミクス 牡2鹿 55 国分 優作栗本 博晴氏 加藤 敬二 日高 日西牧場 470± 01：17．29 405．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，192，400円 複勝： 43，104，500円 枠連： 15，099，100円
馬連： 47，944，500円 馬単： 33，953，200円 ワイド： 27，269，600円
3連複： 71，265，200円 3連単： 122，070，800円 計： 389，899，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 130円 � 1，100円 枠 連（3－4） 480円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 260円 �� 3，770円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 10，660円 3 連 単 ��� 38，620円

票 数

単勝票数 計 291924 的中 � 41006（3番人気）
複勝票数 計 431045 的中 � 79681（3番人気）� 119289（1番人気）� 6149（10番人気）
枠連票数 計 150991 的中 （3－4） 23553（2番人気）
馬連票数 計 479445 的中 �� 60123（2番人気）
馬単票数 計 339532 的中 �� 16308（4番人気）
ワイド票数 計 272696 的中 �� 32715（2番人気）�� 1574（32番人気）�� 2002（28番人気）
3連複票数 計 712652 的中 ��� 4935（31番人気）
3連単票数 計1220708 的中 ��� 2333（110番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．0―12．0―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．4―47．4―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードメビウス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2013．8．18 小倉10着

2011．3．16生 牡2鹿 母 エイトディズアパート 母母 Raska 6戦1勝 賞金 8，150，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 キーコード号・シゲルセッツ号・スターリーオレンジ号・スマッシュヒット号・テイエムスイテン号・

パープルフレックス号・ピッカピカヒメ号・メイショウパワーズ号・ラガーベルリン号・ワンダーエターナル号
※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９日



3409912月23日 晴 重 （25阪神5）第9日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時05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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

47 エスシープリンセス 牝2栗 54
51 ▲岩崎 翼工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 464 ―1：55．7 108．0�

59 アグネスオラシオン 牡2芦 55 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 560 ―1：55．8� 31．4�
610 キネオグランデ 牡2栗 55 福永 祐一吉田 千津氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 506 ― 〃 クビ 4．4�
23 サクラヴァローレ 牡2鹿 55 藤岡 康太�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 伊藤 敏明 522 ―1：56．86 4．4�
35 メイショウキトラ 牡2栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 492 ―1：57．01 11．1�
11 テイエムステルス 牡2鹿 55 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 512 ―1：57．1� 29．0	
58 メイショウアラワシ 牡2栗 55

53 △藤懸 貴志松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 470 ―1：57．63 136．8

46 カシマフェニックス 	2鹿 55 和田 竜二鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 488 ―1：57．92 6．4�
34 アスカノゲルニカ 牡2黒鹿 55

54 ☆中井 裕二豊田 智郎氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 446 ― 〃 アタマ 51．9�

815 クリューサオール 牡2鹿 55 後藤 浩輝 サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 532 ―1：58．64 3．9�

712 ホクセツヒーロー 牡2栗 55 浜中 俊平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 前田 宗将 468 ―1：58．81� 17．6�
713 リーガルウイナー 牡2鹿 55 北村 友一岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 坂元牧場 474 ―1：59．33 59．1�
611 スウィフトシャドウ 牡2栗 55 R．ムーア 池田 豊治氏 
島 一歩 浦河 成隆牧場 486 ―1：59．51� 13．2�

（英）

22 タガノトッピー 牡2黒鹿 55
54 ☆菱田 裕二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494 ―2：01．110 22．6�
814 マウンテンラピード 牡2栗 55 畑端 省吾山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 筒井 征文 496 ―2：10．2大差 191．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，708，500円 複勝： 33，744，300円 枠連： 15，937，600円
馬連： 44，880，600円 馬単： 29，238，000円 ワイド： 23，210，500円
3連複： 63，420，500円 3連単： 88，748，900円 計： 324，888，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，800円 複 勝 � 2，120円 � 720円 � 250円 枠 連（4－5） 5，950円

馬 連 �� 95，730円 馬 単 �� 220，190円

ワ イ ド �� 18，670円 �� 8，040円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 133，730円 3 連 単 ��� 1，523，180円

票 数

単勝票数 計 257085 的中 � 1877（13番人気）
複勝票数 計 337443 的中 � 3637（13番人気）� 11659（9番人気）� 42852（4番人気）
枠連票数 計 159376 的中 （4－5） 1979（24番人気）
馬連票数 計 448806 的中 �� 346（96番人気）
馬単票数 計 292380 的中 �� 98（187番人気）
ワイド票数 計 232105 的中 �� 303（91番人気）�� 708（68番人気）�� 2095（35番人気）
3連複票数 計 634205 的中 ��� 350（247番人気）
3連単票数 計 887489 的中 ��� 43（1874番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―13．9―12．9―12．9―13．2―12．9―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―37．7―50．6―1：03．5―1：16．7―1：29．6―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．0
1
3
・（3，11）－8，4－7（2，9，10）6（12，13）1，15，5，14
3（11，8）（4，7，9）（6，10）－5，1，12，15－（2，13）＝14

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

勝馬の
紹 介

エスシープリンセス �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2011．5．3生 牝2栗 母 ク リ ヴ ィ ア 母母 シーズグレイス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マウンテンラピード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月23日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 サンレイレッカー号（疾病〔左肩跛行〕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。

3410012月23日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （25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

22 ビコーピリラニ 牡3栗 58 田村 太雅�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 484± 03：20．9 9．8�
33 テイエムドンマイ 牡5黒鹿60 北沢 伸也竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 510± 0 〃 クビ 4．7�
69 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 462＋ 23：21．96 10．5�
58 ニホンピロプアラニ 牡4黒鹿60 黒岩 悠小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 片岡牧場 488＋ 83：22．0� 30．2�
34 ソ ン ブ レ ロ 牡3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 468＋103：22．32 15．2�
610 アドマイヤバートン 牡5栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 490＋ 23：22．51� 17．1	
711 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± 03：24．4大差 2．1

45 アマノレインジャー 牡5栗 60 高田 潤中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 506＋ 83：25．25 8．3�
57 リアルブラック �4青鹿60 白浜 雄造大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 508＋ 63：26．05 20．1�
814 サ ル ゴ ン 牡4鹿 60 五十嵐雄祐ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 490± 03：26．74 103．8�
712 ナムラマンジロウ 牡3栗 58 難波 剛健奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 500＋123：27．97 100．1�
813 ビッグフォンテン 牡5黒鹿60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 542＋223：28．0� 214．1�
46 アラビアンドラゴン �3芦 58

56 ▲森 一馬吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 424－ 23：29．9大差 148．4�
11 テワヒポウナム 牝3鹿 56 上野 翔�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 438－ 23：34．7大差 165．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，699，200円 複勝： 36，635，200円 枠連： 15，293，600円
馬連： 40，679，500円 馬単： 29，767，300円 ワイド： 22，415，700円
3連複： 66，966，000円 3連単： 111，948，600円 計： 349，405，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 270円 � 170円 � 300円 枠 連（2－3） 1，470円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 630円 �� 900円 �� 630円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 24，100円

票 数

単勝票数 計 256992 的中 � 20752（4番人気）
複勝票数 計 366352 的中 � 34296（3番人気）� 67776（2番人気）� 28680（5番人気）
枠連票数 計 152936 的中 （2－3） 7720（7番人気）
馬連票数 計 406795 的中 �� 15914（8番人気）
馬単票数 計 297673 的中 �� 5903（14番人気）
ワイド票数 計 224157 的中 �� 8900（8番人気）�� 5989（12番人気）�� 8950（7番人気）
3連複票数 計 669660 的中 ��� 11774（16番人気）
3連単票数 計1119486 的中 ��� 3429（74番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 51．7－3F 38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 
→�→�→�」
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

ビコーピリラニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2012．12．1 阪神4着

2010．2．21生 牡3栗 母 ビコーソフィア 母母 ベリーローズ 障害：4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔騎手変更〕 アラビアンドラゴン号の騎手横山義行は，第5回中山競馬第7日第10競走での落馬負傷のため森一馬に変更。
※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。
（非抽選馬） 2頭 ミッキーワールド号・ユニバーサルキング号



3410112月23日 晴 良 （25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

612 アドミラルシップ 牡2栗 55 浜中 俊吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 506 ―1：49．9 5．3�
47 キングスバローズ 牡2鹿 55 岩田 康誠猪熊 広次氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460 ―1：50．22 5．8�
35 ホッコータフネス 牡2鹿 55 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 470 ―1：50．3クビ 34．8�
817 シーリーヴェール 牡2青鹿55 M．バルザローナ �社台レースホース藤原 英昭 安平 追分ファーム 474 ― 〃 アタマ 12．6�

（英）

611 ラガーギアチェンジ 牡2青鹿55 川田 将雅奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 468 ― 〃 クビ 3．5�
510 サトノキングベル 牡2鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 516 ―1：50．83 25．4	

（仏）

23 フェミニンドレス 牝2栗 54 国分 恭介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 450 ―1：51．01� 68．2

12 アグネスヴェルテュ 牡2鹿 55 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 488 ―1：51．1� 10．7�
24 スカイライン 牡2青鹿55 福永 祐一窪田 康志氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：51．31� 19．0�
48 ケンブリッジクイン 牝2鹿 54 小林 徹弥中西 宏彰氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420 ―1：51．51� 101．2
816 グローバルシップ 牝2栗 54 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 友道 康夫 浦河 辻 牧場 446 ― 〃 クビ 47．7�
11 マ ナ オ ラ ナ 牝2青鹿 54

53 ☆菱田 裕二吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420 ―1：51．7	 32．2�
36 タマモビッグプレイ 牡2栗 55 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 484 ―1：51．8� 12．6�
713 メイショウキホーテ 牡2鹿 55

52 ▲森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 磯野牧場 450 ―1：52．43� 205．9�
59 ブルーダイアモンド 牝2黒鹿54 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 430 ―1：52．93 15．8�
714 ケルンウィナー 牡2栗 55 R．ムーア 谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 510 ―1：53．0� 12．9�
（英）

715 ゴットジャジャ 牝2黒鹿54 松田 大作後藤 進氏 木原 一良 浦河 金成吉田牧場 460 ―1：53．1� 172．8�
818 クールゴッホ 牡2栗 55 高倉 稜西森 道男氏 佐山 優 新ひだか 今 牧場 512 ―1：56．4大差 161．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，341，900円 複勝： 45，392，400円 枠連： 21，325，300円
馬連： 56，753，700円 馬単： 33，371，100円 ワイド： 30，364，500円
3連複： 83，047，900円 3連単： 113，907，800円 計： 416，504，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 240円 � 810円 枠 連（4－6） 780円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 930円 �� 4，050円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 32，250円 3 連 単 ��� 143，950円

票 数

単勝票数 計 323419 的中 � 48831（2番人気）
複勝票数 計 453924 的中 � 63426（2番人気）� 53568（3番人気）� 11993（12番人気）
枠連票数 計 213253 的中 （4－6） 20329（1番人気）
馬連票数 計 567537 的中 �� 19414（3番人気）
馬単票数 計 333711 的中 �� 5594（7番人気）
ワイド票数 計 303645 的中 �� 8441（4番人気）�� 1806（52番人気）�� 1901（47番人気）
3連複票数 計 830479 的中 ��� 1901（116番人気）
3連単票数 計1139078 的中 ��� 584（466番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．8―49．8―1：02．8―1：15．5―1：27．1―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．4
3 ・（7，8）13（1，3）（11，17）5（6，14）（2，12）（10，15）16（4，9）－18 4 ・（7，8）（13，17）（1，3）（11，12）（5，14，16）（6，10）2（4，15）9－18

勝馬の
紹 介

アドミラルシップ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Kris S. 初出走

2011．2．17生 牡2栗 母 アドマイヤライト 母母 ホワットケイティーディド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クールゴッホ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年1月23日まで平地競走

に出走できない。
※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。

3410212月23日 晴 稍重 （25阪神5）第9日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611� アドマイヤシャドウ 牡4鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 476± 01：24．2 9．2�
24 エイシンライアン 牡3黒鹿56 岩田 康誠平井 克彦氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 クビ 1．4�
36 サダムコーテイ 牡3鹿 56 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋101：24．62� 15．9�
12 � サトノユニコーン 牡3鹿 56 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B466－ 21：25．23� 19．8�
23 スイートドーナッツ 牡3黒鹿56 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 466＋12 〃 クビ 70．3�
815 サイズミックレディ 牝5鹿 55 武 豊細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 B504± 01：25．41� 21．6�
612 ジョーラプター 牡4鹿 57 後藤 浩輝上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 482＋121：25．5クビ 8．9	
713 キャニオンバレー 牝3青鹿 54

51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 500＋ 81：25．71 40．0

714 サンセットスカイ 牡3栗 56 藤岡 康太前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 61：25．8� 13．1�
35 ホッコーゼニト 牡4鹿 57 国分 優作矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 460± 01：25．9� 127．7�
48 タマモデザイア 牡4鹿 57

54 ▲森 一馬タマモ 中竹 和也 新冠 守矢牧場 508＋211：26．0クビ 246．0�
47 ハギノグラミー 牡3栗 56 幸 英明日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430－ 81：26．53 150．9�
59 � シゲルカニザ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 500－151：26．82 251．2�
510 アトランティード 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 496＋ 21：27．0� 109．9�
11 スズカアドニス 牡3栗 56 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 480＋101：27．1� 186．0�
816 ガムザッティ 牝3黒鹿 54

52 △藤懸 貴志吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム 490＋14 〃 クビ 94．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，657，600円 複勝： 121，848，700円 枠連： 22，663，600円
馬連： 60，072，500円 馬単： 56，309，100円 ワイド： 33，799，700円
3連複： 88，427，800円 3連単： 201，732，300円 計： 631，511，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 200円 � 110円 � 270円 枠 連（2－6） 260円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，390円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 21，600円

票 数

単勝票数 計 466576 的中 � 40087（3番人気）
複勝票数 計1218487 的中 � 68671（2番人気）� 863036（1番人気）� 42603（5番人気）
枠連票数 計 226636 的中 （2－6） 66653（1番人気）
馬連票数 計 600725 的中 �� 79730（1番人気）
馬単票数 計 563091 的中 �� 20063（7番人気）
ワイド票数 計 337997 的中 �� 39733（1番人気）�� 5116（16番人気）�� 19615（4番人気）
3連複票数 計 884278 的中 ��� 28583（6番人気）
3連単票数 計2017323 的中 ��� 6893（57番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．2―12．0―12．4―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．7―33．9―45．9―58．3―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アドマイヤシャドウ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ヘクタープロテクター

2009．3．23生 牡4鹿 母 アドマイヤイチ 母母 タガノアイリス 14戦1勝 賞金 20，500，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 オレアリア号・テイエムオオラジャ号・ニジノハヤテ号・ハギノブシドウ号・ハヤブサ号・マイネルドメニカ号



3410312月23日 晴 良 （25阪神5）第9日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （芝・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
2：10．1
2：10．0

良
良

715 サンライズタイセイ 牡3鹿 55 武 豊松岡 隆雄氏 中村 均 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 22：17．5 3．8�
611 カラフルブラッサム 牝3鹿 53 松山 弘平吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 4．8�
612 ダノンシンフォニー 牡3鹿 55 M．バルザローナ�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 450－ 42：17．6� 18．3�

（英）

36 エーシンデューク 牡4青鹿57 北村 友一�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 486－ 22：17．81 15．8�
35 ジューヴルエール 牡3黒鹿55 後藤 浩輝有限会社シルク池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B472＋ 4 〃 クビ 18．5�
47 マトリックスコード 牡3栗 55 川田 将雅 	社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 534＋102：17．9	 3．1

510 テーオーレジェンド 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 506－ 62：18．0� 23．4�
713 センティナリー 牝3鹿 53 福永 祐一 	キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446＋122：18．1	 13．3�
818 マイネアルナイル 牝4青鹿 55

54 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 42：18．2� 15．7

59 ワイドワンダー 牡3鹿 55 
島 良太幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 492＋ 22：18．73 132．6�
714 ナリタポセイドン 牡4鹿 57 高倉 稜�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 492＋14 〃 ハナ 69．8�
24 � ヤマカツティラノ 牡4鹿 57

54 ▲森 一馬山田 和夫氏 武 宏平 新ひだか 岡田牧場 482＋ 42：19．12	 375．2�
12 コスモサリー 牝3黒鹿 53

52 ☆菱田 裕二 	ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 82：19．41� 80．5�
816 サンマルホーム 牡3栗 55 和田 竜二相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 448＋22 〃 ハナ 56．0�
23 � ミッキーマンデー 牡3栗 55 R．ムーア 三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 474± 0 〃 クビ 22．9�

（英）

11 � リッカシェクル �4鹿 57
55 △藤懸 貴志立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 408－122：19．5クビ 420．0�

817 サトノフェニックス 牡3青鹿55 幸 英明里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 456－ 6 〃 クビ 184．6�
（17頭）

48 マ ル ケ サ ス 牡4青鹿57 松田 大作 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，518，600円 複勝： 57，108，800円 枠連： 23，624，900円
馬連： 80，114，100円 馬単： 48，743，400円 ワイド： 38，409，400円
3連複： 104，990，900円 3連単： 166，370，000円 計： 556，880，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 180円 � 370円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，080円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 5，210円 3 連 単 ��� 17，500円

票 数

単勝票数 差引計 375186（返還計 485） 的中 � 79220（2番人気）
複勝票数 差引計 571088（返還計 523） 的中 � 104786（2番人気）� 91753（3番人気）� 31947（7番人気）
枠連票数 差引計 236249（返還計 53） 的中 （6－7） 31697（2番人気）
馬連票数 差引計 801141（返還計 2381） 的中 �� 61489（3番人気）
馬単票数 差引計 487434（返還計 1498） 的中 �� 19216（5番人気）
ワイド票数 差引計 384094（返還計 943） 的中 �� 25768（3番人気）�� 8408（13番人気）�� 6939（18番人気）
3連複票数 差引計1049909（返還計 6805） 的中 ��� 14883（15番人気）
3連単票数 差引計1663700（返還計 10023） 的中 ��� 7019（26番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―13．9―13．7―13．6―12．8―11．5―11．5―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．1―36．3―50．2―1：03．9―1：17．5―1：30．3―1：41．8―1：53．3―2：05．3

コーナー
通過順位

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

2
4
10＝5（4，7）（13，11）6，15，2，1，12，3（9，14）（18，16）－17
10（5，17）－7，11（13，15）4（6，12）18，2（1，14）（9，16）3

勝馬の
紹 介

サンライズタイセイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．5．11 京都8着

2010．4．28生 牡3鹿 母 タイセイエトワール 母母 エンスラーリング 6戦2勝 賞金 16，000，000円
〔出走取消〕 マルケサス号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔その他〕 サトノフェニックス号は，1コーナーから向正面にかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 テイコフトウショウ号
※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23日 晴 稍重 （25阪神5）第9日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

611� ブライトエルフ 牝4栗 55 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 458－ 41：53．2 5．5�

11 トゥザレジェンド 牝3栗 54 武 豊 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508＋ 4 〃 クビ 4．7�
35 ケイティバローズ 牝3鹿 54 M．バルザローナ 猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 496＋ 81：53．73 9．8�

（英）

12 ヴァレンティーア 牝3栗 54 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 446－ 41：53．91� 6．0�
713 アステュート 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 472－ 21：54．0クビ 19．5	

59 ゴッドフロアー 牝3鹿 54 C．ルメール 広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 498＋ 21：54．1� 9．4

（仏）

815 シーズガレット 牝5栗 55 浜中 俊橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 464－ 61：54．42 51．4�
36 オ ツ ウ 牝3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 B468－121：54．5クビ 3．0�
24 アドマイヤエレノア 牝5鹿 55 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436－ 41：55．13� 107．0
23 � ハネムーンゴシップ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介藤井聡一郎氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 468＋ 61：55．31� 108．7�
816� マルヨフレンドリー 牝4鹿 55 小坂 忠士野村 春行氏 武 宏平 えりも 上島牧場 514＋ 21：55．4� 187．9�
510 オールウェイズラブ 牝3鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－141：55．5	 83．5�
48 テイエムナデシコ 牝3黒鹿54 藤田 伸二竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 B478± 0 〃 アタマ 142．9�
47 � ニホンピロオーロラ 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 442－ 2 〃 ハナ 237．9�
714� イエスミートゥー 牝3栗 54 
島 良太沖田 正憲氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 472－ 41：57．3大差 102．1�
612 ネオヴィクトリア 牝3黒鹿54 秋山真一郎小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 444－121：57．51� 50．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，696，800円 複勝： 58，350，600円 枠連： 27，309，000円
馬連： 82，085，500円 馬単： 52，493，400円 ワイド： 40，333，100円
3連複： 111，698，500円 3連単： 200，682，300円 計： 610，649，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 180円 � 280円 枠 連（1－6） 720円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 440円 �� 860円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 21，950円

票 数

単勝票数 計 376968 的中 � 54629（3番人気）
複勝票数 計 583506 的中 � 101973（2番人気）� 94867（3番人気）� 46378（5番人気）
枠連票数 計 273090 的中 （1－6） 28166（3番人気）
馬連票数 計 820855 的中 �� 47942（4番人気）
馬単票数 計 524934 的中 �� 13341（10番人気）
ワイド票数 計 403331 的中 �� 24045（3番人気）�� 11216（11番人気）�� 12922（9番人気）
3連複票数 計1116985 的中 ��� 21474（12番人気）
3連単票数 計2006823 的中 ��� 6750（64番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―13．2―12．5―13．3―12．9―12．2―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．9―49．4―1：02．7―1：15．6―1：27．8―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．6
1
3

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

2
4

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

�ブライトエルフ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 タマモクロス

2009．3．25生 牝4栗 母 スウィートエルフ 母母 ダンシングエルフ 10戦1勝 賞金 18，010，000円
初出走 JRA

※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。



3410512月23日 晴 良 （25阪神5）第9日 第9競走 ��
��1，400�

まんりょう

万 両 賞
発走14時30分 （芝・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

78 モ ー リ ス 牡2鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 日高 戸川牧場 494± 01：22．7 1．5�
810 フェルメッツァ 牡2鹿 55 武 豊 �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 432－ 21：22．8� 5．7�
33 ラ デ ィ ウ ス 牡2鹿 55 C．ルメール 名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 444＋ 21：23．01� 14．7�

（仏）

11 � コスモグラウベ 牡2黒鹿55 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron
McCauley 448＋ 41：23．1	 19．0�

44 カレングランブルー 牡2栗 55 R．ムーア 鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 454－ 41：23．2� 10．4	
（英）

811 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 482＋ 4 〃 ハナ 24．8

66 アマノウインジー 牡2黒鹿55 川須 栄彦中村 孝氏 湯窪 幸雄 日高 山際 辰夫 470＋ 21：23．4	 122．6�
79 ボ ワ レ ッ ト 牝2鹿 54 福永 祐一�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 2 〃 クビ 17．5�
67 クールジョジョ 牝2黒鹿54 幸 英明川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 422－ 6 〃 ハナ 32．7
55 � チョウエンペラー 牡2栗 55 太宰 啓介丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 446－ 81：24．78 165．7�
22 ハ ッ シ ュ 牝2芦 54 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 41：25．33� 44．7�
（英）

（11頭）

売 得 金
単勝： 59，380，800円 複勝： 158，579，200円 枠連： 24，952，200円
馬連： 116，360，900円 馬単： 90，877，600円 ワイド： 55，113，900円
3連複： 146，775，700円 3連単： 400，006，100円 計： 1，052，046，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 230円 枠 連（7－8） 240円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 170円 �� 340円 �� 590円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 2，230円

票 数

単勝票数 計 593808 的中 � 332231（1番人気）
複勝票数 計1585792 的中 � 1040227（1番人気）� 173533（2番人気）� 67689（4番人気）
枠連票数 計 249522 的中 （7－8） 78473（1番人気）
馬連票数 計1163609 的中 �� 256114（1番人気）
馬単票数 計 908776 的中 �� 156166（1番人気）
ワイド票数 計 551139 的中 �� 109807（1番人気）�� 36620（3番人気）�� 18505（7番人気）
3連複票数 計1467757 的中 ��� 110167（1番人気）
3連単票数 計4000061 的中 ��� 132946（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．3―11．8―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．9―47．2―59．0―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ー リ ス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2013．10．6 京都1着

2011．3．2生 牡2鹿 母 メジロフランシス 母母 メジロモントレー 3戦2勝 賞金 16，794，000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。

3410612月23日 晴 良 （25阪神5）第9日 第10競走 ��2，000�リ ボ ン 賞
発走15時05分 （芝・右）

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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

58 リメインサイレント 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 486－ 22：02．0 2．5�
（仏）

610 カ ノ ン 牝3鹿 54 高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 460＋ 42：02．85 61．0�

46 ディオジェーヌ 牝3鹿 54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 430－ 8 〃 アタマ 13．4�
712 ニシノテキーラ 牝5鹿 55 浜中 俊西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 472－ 4 〃 クビ 27．6�
45 コスモバルバラ 牝4黒鹿55 R．ムーア �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 22：02．9クビ 27．2	

（英）

34 � ベリーフィールズ 牝5鹿 55 武 幸四郎 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 474± 0 〃 ハナ 44．2

813 カレンケカリーナ 牝3黒鹿54 武 豊鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 498＋ 22：03．0� 2．8�
22 � タンスチョキン 牝3鹿 54 藤田 伸二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 466＋ 42：03．1クビ 234．4�
69 アドマイヤイチバン 牝3青鹿54 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 468＋ 62：03．2� 26．8
11 デルマイザナミ 牝4鹿 55 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 446－ 22：03．3� 20．4�
711 アルアマーナ 牝4鹿 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 428＋ 22：03．4� 55．5�
33 アサクサティアラ 牝3青鹿54 池添 謙一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B436＋ 42：03．61� 14．9�
814 ダイワデッセー 牝4栗 55 岩田 康誠大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 510＋ 82：04．55 10．7�
57 ヤマニンシェリル 牝3栗 54 後藤 浩輝土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 460＋102：04．92� 30．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，097，600円 複勝： 79，462，600円 枠連： 41，410，000円
馬連： 163，590，500円 馬単： 98，771，300円 ワイド： 61，749，500円
3連複： 212，859，100円 3連単： 449，566，400円 計： 1，156，507，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 1，150円 � 320円 枠 連（5－6） 2，340円

馬 連 �� 9，720円 馬 単 �� 7，550円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 580円 �� 9，500円

3 連 複 ��� 30，350円 3 連 単 ��� 120，130円

票 数

単勝票数 計 490976 的中 � 161001（1番人気）
複勝票数 計 794626 的中 � 240795（1番人気）� 12330（13番人気）� 55963（4番人気）
枠連票数 計 414100 的中 （5－6） 13085（9番人気）
馬連票数 計1635905 的中 �� 12428（24番人気）
馬単票数 計 987713 的中 �� 9656（28番人気）
ワイド票数 計 617495 的中 �� 6116（24番人気）�� 28470（4番人気）�� 1518（68番人気）
3連複票数 計2128591 的中 ��� 5176（86番人気）
3連単票数 計4495664 的中 ��� 2762（300番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．4―48．6―1：00．9―1：13．4―1：25．8―1：37．3―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リメインサイレント �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．5 京都13着

2010．3．15生 牝3鹿 母 サイレントアスク 母母 フサイチエイブル 13戦3勝 賞金 43，749，000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。

１レース目



3410712月23日 晴 良 （25阪神5）第9日 第11競走 ��
��1，400�第8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

510 リアルインパクト 牡5鹿 57 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 514－ 61：21．4 15．4�
（英）

714 ガ ル ボ 牡6青 57 岩田 康誠石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 474＋ 6 〃 クビ 27．2�
47 ク ラ レ ン ト 牡4栗 57 川田 将雅前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 496－ 61：21．5� 12．7�
36 サ ン カ ル ロ 牡7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＋141：21．81� 12．5�
11 ラトルスネーク 牡5黒鹿57 M．バルザローナ 吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 510± 0 〃 クビ 8．3�

（英）

59 エピセアローム 牝4栃栗55 武 豊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484－ 21：21．9クビ 21．6	
23 ダイワマッジョーレ 牡4鹿 57 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 ハナ 2．9

48 サダムパテック 牡5鹿 57 和田 竜二大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516± 0 〃 アタマ 9．9�
715 スギノエンデバー 牡5鹿 57 幸 英明杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460± 0 〃 クビ 80．6�
816 コパノリチャード 牡3黒鹿56 浜中 俊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 482－ 61：22．0	 6．7
12 ニ ン ジ ャ 牡4鹿 57 C．ルメールロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 470＋ 21：22．1クビ 35．3�

（仏）

818
 マジンプロスパー 牡6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 510－ 41：22．2� 7．3�
817 プリンセスメモリー 牝6鹿 55 後藤 浩輝海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 406－ 2 〃 ハナ 57．2�
35 テイエムオオタカ 牡5鹿 57 大野 拓弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 498± 01：22．41	 38．5�
611 ラインブラッド 牡7栗 57 松田 大作大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 516＋ 41：22．5クビ 264．1�
612 ザッハトルテ 牝6芦 55 松山 弘平永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 442＋ 2 〃 ハナ 194．7�
24 タマモナイスプレイ 牡8黒鹿57 藤岡 康太タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 490＋121：22．92	 406．6�
713 キングストリート �7鹿 57 小牧 太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 B476－ 21：26．2大差 323．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 237，880，800円 複勝： 351，269，500円 枠連： 199，953，800円
馬連： 827，761，700円 馬単： 427，373，600円 ワイド： 318，634，600円
3連複： 1，309，234，100円 3連単： 2，373，362，800円 計： 6，045，470，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 520円 � 590円 � 490円 枠 連（5－7） 5，340円

馬 連 �� 13，870円 馬 単 �� 28，440円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 3，140円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 47，050円 3 連 単 ��� 328，560円

票 数

単勝票数 計2378808 的中 � 122049（8番人気）
複勝票数 計3512695 的中 � 180104（8番人気）� 155568（9番人気）� 190808（7番人気）
枠連票数 計1999538 的中 （5－7） 27681（20番人気）
馬連票数 計8277617 的中 �� 44060（44番人気）
馬単票数 計4273736 的中 �� 11091（87番人気）
ワイド票数 計3186346 的中 �� 28591（36番人気）�� 25023（42番人気）�� 21739（46番人気）
3連複票数 計13092341 的中 ��� 20538（147番人気）
3連単票数 計23733628 的中 ��� 5331（875番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―11．6―11．3―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―46．6―57．9―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．8
3 10，14（4，16）（7，18）（3，9）2（1，15）（6，8）17（5，11）12，13 4 ・（10，14）（4，16）（7，18）（3，9）（2，15）（1，8）（6，17）（5，11，13）12

勝馬の
紹 介

リアルインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Meadowlake デビュー 2010．10．24 東京1着

2008．5．14生 牡5鹿 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality 20戦3勝 賞金 329，736，000円
〔その他〕 キングストリート号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キングストリート号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年1月23日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 サドンストーム号・ストークアンドレイ号・メイショウデイム号・ヤマニンウイスカー号
※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。

3410812月23日 晴 稍重 （25阪神5）第9日 第12競走 ��
��1，400�2013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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000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 ネオザウイナー 牡5青鹿57 C．ルメール 小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋ 21：23．8 4．0�

（仏）

48 フミノファルコン 牡3黒鹿56 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 548＋141：24．01� 3．2�
11 タガノジンガロ 牡6鹿 57 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516＋181：24．1	 37．9�
714 デルマヌラリヒョン 牡3鹿 56 高倉 稜浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 482± 0 〃 クビ 14．1�
815 レ ギ ス 牡3栗 56 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 464＋ 6 〃 ハナ 4．9�
24 サウスビクトル 牡4黒鹿57 武 豊南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 466－ 2 〃 ハナ 7．8�
23 ワンダースピンドル 牡5黒鹿57 川須 栄彦山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 482± 01：24．2	 232．3	
12 キクノストーム 牡4鹿 57 幸 英明菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 494± 01：24．3	 11．2

59 
 キングオブヘイロー 牡7鹿 57 後藤 浩輝鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 B482± 01：24．4	 79．8�
611 テルミーホワイ 牡6鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 500＋ 21：24．5� 22．8�
36 
 モエレジュンキン 牡6鹿 57 和田 竜二鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 470－ 21：24．6クビ 19．0
816 キクノフレヴァン 牡7鹿 57 熊沢 重文菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 486＋ 6 〃 ハナ 37．8�
510 イセノスバル 牡7青 57 小林 徹弥大橋 正子氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 514－ 61：24．7� 300．6�
35 
 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 546＋ 21：24．8クビ 62．0�
47 ダイヤモンドムーン 牝6黒鹿55 北村 友一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 504＋ 61：25．22	 102．8�
713 ブルーソックス 牡6鹿 57 大野 拓弥田島榮二郎氏 和田 雄二 新冠 北星村田牧場 492± 01：25．3� 376．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 123，170，400円 複勝： 159，740，400円 枠連： 78，865，400円 馬連： 315，749，800円 馬単： 173，688，600円
ワイド： 128，236，200円 3連複： 413，644，900円 3連単： 850，678，700円 5重勝： 717，801，900円 計： 2，961，576，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 170円 � 700円 枠 連（4－6） 600円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，570円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 8，340円 3 連 単 ��� 31，240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����� 236，180円

票 数

単勝票数 計1231704 的中 � 248720（2番人気）
複勝票数 計1597404 的中 � 321242（1番人気）� 292485（2番人気）� 41369（10番人気）
枠連票数 計 788654 的中 （4－6） 98390（1番人気）
馬連票数 計3157498 的中 �� 335121（1番人気）
馬単票数 計1736886 的中 �� 86640（3番人気）
ワイド票数 計1282362 的中 �� 110446（1番人気）�� 11314（31番人気）�� 14009（26番人気）
3連複票数 計4136449 的中 ��� 36610（25番人気）
3連単票数 計8506787 的中 ��� 20102（90番人気）
5重勝票数 計7178019 的中 ����� 2243

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．0―11．8―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．8―46．8―58．6―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．0
3 4，6（5，12）（8，15）（2，14）16－10，11（7，13）9（1，3） 4 ・（4，6）12，5（8，15）（2，14，16）11，10－7（13，9）－3，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネオザウイナー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．2．12 京都5着

2008．3．16生 牡5青鹿 母 フィバリッシュ 母母 ヘ バ 25戦4勝 賞金 84，654，000円
［他本会外：2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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 オースミイージー号・グレイスフルリープ号・クレバーサンデー号・デザートオアシス号・ホクトキングダム号・

ヤマノサファイア号・ワイドバッハ号
※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３レース目



（25阪神5）第9日 12月23日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 187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

302，390，000円
2，080，000円
9，200，000円
3，320，000円
27，660，000円
69，045，500円
5，842，800円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
732，243，600円
1，198，157，300円
501，385，900円
1，884，758，700円
1，107，114，000円
808，548，700円
2，751，360，300円
5，201，907，000円
717，801，900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
5 重 勝
計 14，903，277，400円

総入場人員 19，764名 （有料入場人員 17，736名）



平成25年度 第5回阪神競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，548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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，349，470，000円
12，480，000円
102，600，000円
22，620，000円
217，170，000円
41，040，000円
579，270，000円
73，673，800円
14，860，800円

勝馬投票券売得金
5，256，082，600円
8，501，678，800円
3，258，866，300円
13，232，704，700円
8，306，251，900円
5，647，750，200円
18，754，559，600円
37，196，538，800円
2，820，516，400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 102，974，949，300円

総入場延人員 188，838名 （有料入場延人員 157，235名）
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