
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。


