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3401312月7日 晴 稍重 （26阪神5）第2日 第1競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

47 ツーエムマイスター 牡2黒鹿55 浜中 俊水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 456＋ 21：13．5 1．3�
35 ウエスタンラムール 牡2黒鹿 55

52 ▲義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 446± 01：13．71� 6．2�
510 レンズフルパワー 牡2鹿 55 小坂 忠士田畑 富子氏 境 直行 浦河 宮内牧場 496± 01：14．76 47．0�
23 アサケカペラ 牡2鹿 55

53 △岩崎 翼大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 432＋ 81：14．91� 32．5�
611 スズカオパール 牝2栗 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 470＋ 21：15．11� 53．9�
714 テイエムマンキチ 牡2芦 55 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 松田牧場 432－ 81：15．31� 19．7�
12 シ ュ ン イ キ 牡2栗 55 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 浦河 宮内牧場 478± 01：15．4� 146．3	
815 スズカレグルス 牡2栗 55 水口 優也永井商事
 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 458＋ 21：15．5� 152．9�
713 シゲルオハシリサン 牡2鹿 55 池添 謙一森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 452＋ 61：15．82 131．6�
48 ワンダースパイア 牡2青鹿55 福永 祐一山本 能行氏 小崎 憲 浦河 大島牧場 454－ 61：15．9クビ 31．7
24 メ ザ ニ ン 牡2栗 55 菱田 裕二山上 和良氏 牧田 和弥 浦河 小島牧場 470＋121：16．11 11．3�
816 シゲルワッショイ 牡2栗 55 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 460－ 2 〃 クビ 259．4�
11 ディプロイディ 牡2黒鹿55 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 536＋ 21：16．41� 58．4�
59 テイエムヤマウサギ 牝2鹿 54 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 日高 テイエム牧場日高支場 432± 01：16．72 121．6�
612 アーススカイ 牡2鹿 55 川須 栄彦松山 増男氏 加藤 敬二 新冠 競優牧場 450＋ 61：27．2大差 81．0�
36 ジョウショームーン 牡2鹿 55 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 中地 義次 484－ 4 （競走中止） 35．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，945，000円 複勝： 82，720，100円 枠連： 13，651，700円
馬連： 46，298，700円 馬単： 38，144，100円 ワイド： 24，991，500円
3連複： 59，203，400円 3連単： 113，004，100円 計： 397，958，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 120円 � 780円 枠 連（3－4） 190円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 140円 �� 1，540円 �� 3，980円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 10，720円

票 数

単勝票数 計 199450 的中 � 120936（1番人気）
複勝票数 計 827201 的中 � 642977（1番人気）� 63143（2番人気）� 4389（11番人気）
枠連票数 計 136517 的中 （3－4） 53773（1番人気）
馬連票数 計 462987 的中 �� 172033（1番人気）
馬単票数 計 381441 的中 �� 101281（1番人気）
ワイド票数 計 249915 的中 �� 65965（1番人気）�� 3158（15番人気）�� 1186（31番人気）
3連複票数 計 592034 的中 ��� 8830（15番人気）
3連単票数 計1130041 的中 ��� 7638（29番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．6―12．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―24．0―36．6―49．5―1：01．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツーエムマイスター �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2014．10．26 京都2着

2012．4．20生 牡2黒鹿 母 アウロラハート 母母 フローラルハイネス 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走状況〕 ディプロイディ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔競走中止〕 ジョウショームーン号は，競走中に疾病〔左第3中手骨粉砕骨折〕を発症し，3コーナーで転倒したため競走中止。
〔制裁〕 スズカレグルス号の騎手水口優也は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・9番）
〔その他〕 アーススカイ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 グレートブレス号・プリミティブライフ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルハダカマツリ号

3401412月7日 晴 稍重 （26阪神5）第2日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時35分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

713 ラインルーフ 牡2栗 55 武 幸四郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 496－ 21：54．2 5．7�
611� デ ブ リ ン 牡2栗 55 内田 博幸一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 504± 01：54．73 3．7�
510 テイエムダイバート 牡2青 55 国分 優作竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 広富牧場 486± 01：56．19 38．2�
815 ヴェリタスキング 牡2黒鹿55 川須 栄彦松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 486＋ 41：56．31� 21．1�
714 モ ラ ル タ 牡2鹿 55 和田 竜二永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 500± 01：56．4	 24．8�
816 ヒロフォーシーズン 牡2青鹿55 藤岡 康太守内ひろ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 470－ 21：56．71
 5．0�
24 マロンマロン 牝2栗 54

51 ▲城戸 義政藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450＋ 41：57．33	 220．0	

47 リリーヴィクトリー 牡2黒鹿55 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 494± 01：57．51	 4．2

11 ジェイポップ 牡2鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 478＋28 〃 アタマ 25．6�
612 バ ニ ス タ ー 牡2青鹿55 浜中 俊村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 506＋ 21：57．6クビ 14．3
35 ウインベーネ 牡2栗 55 川島 信二�ウイン 日吉 正和 新冠 コスモヴューファーム 450－ 61：57．91
 98．4�
59 クリノリーチソク 牝2栗 54

52 △岩崎 翼栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 412＋101：58．0	 328．5�
12 テイエムウインザー 牡2栗 55 水口 優也竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 高岸 順一 484－ 6 〃 ハナ 96．6�
23 ブループレリュード 牝2栗 54 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 488－ 41：58．21� 14．9�
36 パルファンデュロワ 牡2栗 55

53 △松若 風馬 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 506－101：59．15 20．8�
48 ウエスタンルーポ 牡2鹿 55

52 ▲義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 494－ 41：59．95 137．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，326，700円 複勝： 33，833，400円 枠連： 13，204，000円
馬連： 47，898，900円 馬単： 27，119，600円 ワイド： 26，610，800円
3連複： 64，928，000円 3連単： 86，327，800円 計： 323，249，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 150円 � 790円 枠 連（6－7） 930円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 530円 �� 3，290円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 10，020円 3 連 単 ��� 42，540円

票 数

単勝票数 計 233267 的中 � 32479（4番人気）
複勝票数 計 338334 的中 � 45260（4番人気）� 78068（1番人気）� 7710（11番人気）
枠連票数 計 132040 的中 （6－7） 10892（4番人気）
馬連票数 計 478989 的中 �� 30030（5番人気）
馬単票数 計 271196 的中 �� 9628（7番人気）
ワイド票数 計 266108 的中 �� 13881（4番人気）�� 1984（35番人気）�� 3491（22番人気）
3連複票数 計 649280 的中 ��� 4859（32番人気）
3連単票数 計 863278 的中 ��� 1471（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．7―51．2―1：03．9―1：16．3―1：29．0―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラインルーフ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．11．9 京都4着

2012．3．27生 牡2栗 母 サルトリーガール 母母 アイレスバリーヒル 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時40分に変更。
〔騎手変更〕 テイエムダイバート号の騎手国分恭介は，第1競走での落馬による検査のため国分優作に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンルーポ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月7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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 スーパーテノール号・ナムラパッキャオ号・レオロフティー号

第５回 阪神競馬 第２日



3401512月7日 晴 良 （26阪神5）第2日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時05分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．9

良
良

610 タッチングスピーチ 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450－ 82：02．8 2．1�
34 パイオニアステップ 牡2鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 434－12 〃 アタマ 3．8�
23 サダムブルーハワイ 牝2鹿 54 藤岡 康太大西 定氏 藤岡 健一 浦河 桑田牧場 476－ 42：03．01 5．6�
713 レ レ オ ー ネ 牡2鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 480± 02：03．63� 13．7�
47 ルートヴィヒコード 牡2鹿 55 藤岡 佑介�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 22：03．7� 35．7	
815 サトノアッシュ 牡2鹿 55 内田 博幸里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 460＋ 8 〃 クビ 8．1

35 タマモキャラット 牝2鹿 54 国分 恭介タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 436－ 42：04．12� 82．4�
712 ダンツエイカン 牡2鹿 55 太宰 啓介山元 哲二氏 山内 研二 平取 スガタ牧場 528－ 62：04．2� 248．0�
58 マイネルカペラ 牡2鹿 55 菱田 裕二 �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 438－ 2 〃 アタマ 222．0
611 ロイヤルヴォルト 牝2鹿 54 和田 竜二飯田 政子氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 448－ 82：04．51� 32．8�
46 ガンクラブチェック 牡2鹿 55

53 △岩崎 翼�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社
ノースヒルズ 508± 02：04．71	 153．9�

11 ダッシングブルー 牡2黒鹿55 小林 徹弥 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 494＋14 〃 クビ 28．5�
22 アイデンティティー 牝2鹿 54 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 62：05．65 391．0�
59 パレスヘイロー 牡2黒鹿55 川須 栄彦西村 豊氏 加藤 敬二 新ひだか 有限会社石川牧場 472＋ 22：05．7� 37．4�
814 バトルベヌス 牝2栗 54 国分 優作宮川 秋信氏 森田 直行 新ひだか 沖田 忠幸 416＋ 62：07．08 354．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，588，900円 複勝： 34，007，200円 枠連： 11，426，300円
馬連： 47，373，200円 馬単： 30，758，100円 ワイド： 25，233，000円
3連複： 60，508，800円 3連単： 101，489，300円 計： 335，384，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（3－6） 360円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 180円 �� 250円 �� 340円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 2，200円

票 数

単勝票数 計 245889 的中 � 91434（1番人気）
複勝票数 計 340072 的中 � 107239（1番人気）� 59001（2番人気）� 52571（3番人気）
枠連票数 計 114263 的中 （3－6） 24070（1番人気）
馬連票数 計 473732 的中 �� 82137（1番人気）
馬単票数 計 307581 的中 �� 32237（1番人気）
ワイド票数 計 252330 的中 �� 41056（1番人気）�� 25197（2番人気）�� 16227（4番人気）
3連複票数 計 605088 的中 ��� 59241（1番人気）
3連単票数 計1014893 的中 ��� 33380（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．3―49．3―1：02．3―1：14．8―1：27．0―1：39．0―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
・（3，12）4，15，1（6，10）－（5，14，13）2，7，8－11－9・（3，12）－4，15，1（6，10）（5，13）－（2，7）8－（14，11）－9

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

勝馬の
紹 介

タッチングスピーチ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．11．9 京都3着

2012．2．21生 牝2鹿 母 リ ッ ス ン 母母 Brigid 2戦1勝 賞金 6，800，000円

3401612月7日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（26阪神5）第2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 アルティシムス 牡6鹿 60 熊沢 重文 �社台レースホース高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 43：22．2 3．5�

67 フ ァ イ ヤ ー 牡6青鹿60 森 一馬深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 528＋ 83：22．3� 3．3�
66 ヤマニンルポ 牡3鹿 58 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 502＋203：22．51 4．6�
79 ワ イ ズ リ ー �6栗 60 北沢 伸也前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 472＋ 23：23．13� 7．4�
11 トウケイギムレット 牡3黒鹿58 佐久間寛志木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 502－123：23．2� 43．3�
78 アイティテイオー 牡6栗 60 山本 康志一ノ瀬 恭氏 奥村 武 新冠 川島牧場 468＋ 2 〃 ハナ 14．8	
44 エ ー ス ワ ン 牡3鹿 58 五十嵐雄祐榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 488± 0 〃 クビ 38．0

55 キョウワアーサー 牡4栗 60 平沢 健治�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 482＋123：25．2大差 25．1�
33 プ レ ス リ ー 牡3黒鹿58 田村 太雅田畑 富子氏 境 直行 浦河 山口 義彦 486－ 43：25．94 27．9�
810 ファイアーシチー 牡3青鹿58 小坂 忠士 友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 466＋103：26．85 61．4�
811 ハ ル カ フ ジ 牡6鹿 60 西谷 誠河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 484＋ 43：31．2大差 8．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 15，324，100円 複勝： 20，018，300円 枠連： 11，255，800円
馬連： 32，529，500円 馬単： 21，467，000円 ワイド： 16，381，300円
3連複： 48，136，400円 3連単： 75，847，300円 計： 240，959，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 130円 � 130円 枠 連（2－6） 390円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 370円 �� 370円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，740円

票 数

単勝票数 計 153241 的中 � 34233（2番人気）
複勝票数 計 200183 的中 � 36093（3番人気）� 41198（2番人気）� 41638（1番人気）
枠連票数 計 112558 的中 （2－6） 22042（1番人気）
馬連票数 計 325295 的中 �� 29375（2番人気）
馬単票数 計 214670 的中 �� 10634（1番人気）
ワイド票数 計 163813 的中 �� 11202（2番人気）�� 11168（3番人気）�� 14207（1番人気）
3連複票数 計 481364 的中 ��� 32962（1番人気）
3連単票数 計 758473 的中 ��� 11601（1番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 51．7－3F 38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
4（2，1）6（9，5）8，7－10－3－11
4（1，6）2－5（9，8）7＝10－3＝11

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

勝馬の
紹 介

アルティシムス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 End Sweep デビュー 2010．10．10 京都1着

2008．3．2生 牡6鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円



3401712月7日 晴 良 （26阪神5）第2日 第5競走 ��1，600�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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

57 ノーブルリーズン 牝2黒鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 440 ―1：37．1 30．8�
11 ノミネーション 牡2黒鹿55 藤岡 佑介石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 450 ―1：37．63 13．8�
56 パラダイスリッジ 牝2鹿 54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 446 ―1：37．7� 1．6�
813 トウシンハンター 牝2黒鹿54 川田 将雅�サトー 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 432 ― 〃 クビ 9．8�
44 ブルースブレイカー 牡2鹿 55 北村 友一市川 義美氏 安田 隆行 新ひだか フジワラフアーム 486 ―1：37．8� 7．5	
69 メイショウメイザン 牡2鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 468 ― 〃 ハナ 27．6

22 ブーケオブローズ 牝2栃栗54 川島 信二岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 458 ―1：37．9� 49．2�
45 デンコウインパルス 牡2鹿 55 太宰 啓介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 488 ―1：38．0クビ 40．9�
33 ニシノトライトン 牡2栗 55 柴田 未崎西山 茂行氏 田所 秀孝 新ひだか 本桐牧場 498 ―1：38．32 73．9
68 グレアチャネル 牝2鹿 54 福永 祐一�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430 ― 〃 ハナ 13．7�
710 テイエムジョウネツ 牝2黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 424 ―1：38．4� 41．6�
711 ブレーヴマン 牡2鹿 55 菱田 裕二栗山 良子氏 羽月 友彦 平取 北島牧場 448 ― 〃 ハナ 11．5�
812 ミラクルナイト 牡2芦 55 武 幸四郎小野 博郷氏 石橋 守 新冠 山岡ファーム 472 ―1：38．93 84．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，011，200円 複勝： 49，696，700円 枠連： 12，523，200円
馬連： 42，470，200円 馬単： 33，475，700円 ワイド： 24，465，200円
3連複： 52，670，500円 3連単： 99，646，900円 計： 337，959，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，080円 複 勝 � 530円 � 240円 � 110円 枠 連（1－5） 890円

馬 連 �� 18，490円 馬 単 �� 44，750円

ワ イ ド �� 3，470円 �� 830円 �� 390円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 103，790円

票 数

単勝票数 計 230112 的中 � 5965（8番人気）
複勝票数 計 496967 的中 � 9223（7番人気）� 25038（5番人気）� 306018（1番人気）
枠連票数 計 125232 的中 （1－5） 10854（5番人気）
馬連票数 計 424702 的中 �� 1780（41番人気）
馬単票数 計 334757 的中 �� 561（78番人気）
ワイド票数 計 244652 的中 �� 1656（34番人気）�� 7456（6番人気）�� 17486（3番人気）
3連複票数 計 526705 的中 ��� 6720（19番人気）
3連単票数 計 996469 的中 ��� 696（262番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．4―12．4―12．8―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．5―48．9―1：01．7―1：13．4―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルリーズン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2012．2．14生 牝2黒鹿 母 カメリアローズ 母母 カプリコーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3401812月7日 晴 良 （26阪神5）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時55分 （芝・右）

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� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

23 ジ ル ダ 牝2鹿 54 四位 洋文金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 422 ―1：23．2 20．1�

12 ミッキークイーン 牝2鹿 54 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 440 ―1：23．3� 1．4�
59 アンドリエッテ 牝2鹿 54 川田 将雅永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 432 ―1：23．4� 5．9�
24 ケンブリッジデイズ 牝2栗 54 太宰 啓介中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 440 ―1：23．82� 26．5�
47 アルマアネラ 牝2栗 54 藤岡 佑介コウトミックレーシング 吉村 圭司 浦河 大道牧場 418 ―1：24．01� 22．4�
816 コ コ 牝2芦 54 和田 竜二副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 530 ―1：24．1� 18．6	
48 スーパールミナル 牝2栗 54

52 △松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 浦河 有限会社
吉田ファーム 482 ―1：24．31� 25．6


11 ハネムーンイーサ 牝2黒鹿54 川須 栄彦藤井聡一郎氏 服部 利之 日高 下河辺牧場 480 ― 〃 クビ 58．8�
510 マ ロ ン ベ ル 牝2栗 54 福永 祐一 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 458 ―1：24．4� 18．9�
36 ケンブリッジアロー 牝2青鹿54 北村 友一中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 本桐牧場 440 ―1：24．61� 29．3
714 ラブオリーブ 牝2栗 54

52 △岩崎 翼増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 北星村田牧場 414 ―1：25．13 234．1�
612 ジーシスター 牝2黒鹿54 藤岡 康太�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 430 ―1：25．2クビ 59．4�
713 ホッコーベンヌ 牝2栗 54 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 430 ―1：25．52 95．9�
815 コウザンジョウオー 牝2鹿 54 柴田 未崎山下 良子氏 田所 秀孝 新冠 新冠伊藤牧場 422 ―1：25．71 247．0�
611 ブリーズヴェール 牝2黒鹿54 内田 博幸 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 474 ―1：26．01� 73．7�
817 ボ イ ン 牝2鹿 54

51 ▲義 英真杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 432 ―1：27．7大差 108．2�
35 シーアイディール 牝2芦 54 国分 恭介吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 本桐牧場 454 ―1：29．8大差 165．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，777，500円 複勝： 67，963，500円 枠連： 15，910，000円
馬連： 45，026，600円 馬単： 37，569，600円 ワイド： 26，483，400円
3連複： 58，964，800円 3連単： 115，463，100円 計： 394，158，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 260円 � 110円 � 140円 枠 連（1－2） 640円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 410円 �� 950円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 20，860円

票 数

単勝票数 計 267775 的中 � 10641（5番人気）
複勝票数 計 679635 的中 � 18406（5番人気）� 474689（1番人気）� 57011（2番人気）
枠連票数 計 159100 的中 （1－2） 19251（3番人気）
馬連票数 計 450266 的中 �� 32226（2番人気）
馬単票数 計 375696 的中 �� 6109（12番人気）
ワイド票数 計 264834 的中 �� 15114（2番人気）�� 5777（12番人気）�� 47820（1番人気）
3連複票数 計 589648 的中 ��� 29000（2番人気）
3連単票数 計1154631 的中 ��� 4012（63番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．1―12．6―11．9―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．8―48．4―1：00．3―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ル ダ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

2012．2．13生 牝2鹿 母 エアデジャヴー 母母 アイドリームドアドリーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ジーシスター号の騎手藤岡康太は，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：15番・13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シーアイディール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月7日まで平地競

走に出走できない。



3401912月7日 晴 良 （26阪神5）第2日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分（番組第12競走を順序変更） （芝・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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 メイクアップ 牡3栗 56 内田 博幸岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 42：03．8 6．1�
33 ピ オ ネ ロ 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：03．9� 3．4�
77 カバーストーリー 牡3栗 56 浜中 俊前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 480＋ 8 〃 ハナ 5．4�
22 ヘミングウェイ 牡4黒鹿57 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484± 02：04．22 1．9�
66 フェータルローズ 牝5栗 55

53 △松若 風馬兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 460－ 22：04．3クビ 14．5�
44 ラニカイツヨシ 牡5青鹿 57

54 ▲義 英真横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 496＋142：04．72� 33．7	
55 ファンアットコート 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 474± 02：05．01	 117．1

（7頭）

売 得 金
単勝： 29，995，000円 複勝： 25，338，000円 枠連： 発売なし
馬連： 50，834，700円 馬単： 40，371，100円 ワイド： 25，552，400円
3連複： 58，752，800円 3連単： 194，148，900円 計： 424，992，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 240円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 250円 �� 580円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 8，230円

票 数

単勝票数 計 299950 的中 � 38888（4番人気）
複勝票数 計 253380 的中 � 37895（4番人気）� 55762（2番人気）
馬連票数 計 508347 的中 �� 58634（4番人気）
馬単票数 計 403711 的中 �� 17583（8番人気）
ワイド票数 計 255524 的中 �� 28468（4番人気）�� 10293（7番人気）�� 16342（5番人気）
3連複票数 計 587528 的中 ��� 28955（5番人気）
3連単票数 計1941489 的中 ��� 17099（28番人気）

ハロンタイム 13．5―12．8―13．4―13．3―12．7―12．0―11．5―11．2―11．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―26．3―39．7―53．0―1：05．7―1：17．7―1：29．2―1：40．4―1：51．4

コーナー
通過順位

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

2
4
6，1，7（3，2）（5，4）
6，1（7，3）2（5，4）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイクアップ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2013．12．8 阪神4着

2011．2．26生 牡3栗 母 エンプレスマティルダ 母母 Reine Mathilde 13戦3勝 賞金 44，643，000円

3402012月7日 晴 稍重 （26阪神5）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分（番組第7競走を順序変更） （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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

12 セイウンチカラ 牡4鹿 57
55 △松若 風馬西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 496± 01：11．8 2．2�

816 ミキノグランプリ 牡3栗 56 和田 竜二谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 454± 0 〃 アタマ 62．6�
47 キョウワランサー 牡3栗 56 福永 祐一�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 476＋ 61：12．11� 13．9�
48 ヤマニンブルジョン 牡4栗 57 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 486＋101：12．2� 24．4�
11 � ナリタマクリス 牡5栗 57 池添 謙一�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 436＋ 81：12．3� 101．1	
713 オーネットサクセス 牝4鹿 55 内田 博幸醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 444＋ 8 〃 ハナ 5．7

815 ギャラクシーエクス 牡3黒鹿56 浜中 俊 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 474－10 〃 ハナ 7．7�
36 カシノランナウェイ 	4栗 57 太宰 啓介柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 496－ 2 〃 クビ 17．9�
35 � ビコーミハイル 牡5鹿 57 佐久間寛志�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 484± 01：12．4クビ 8．3
611� エヴリシーズン 牡4鹿 57 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 442± 01：12．71� 133．9�
59 ビットアリエス 牝3青鹿54 菱田 裕二礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 440＋ 2 〃 ハナ 31．2�
714 アワーズヒロイン 牝3鹿 54 川島 信二ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 462＋ 41：12．8� 172．9�
23 スターペスユウコ 牝3鹿 54 小林 徹弥河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 452＋ 61：12．9クビ 8．8�
24 タイザンホクト 牡4鹿 57 藤田 伸二�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 498± 01：13．32� 37．0�
510� ヤマノレガロ 	4鹿 57

54 ▲義 英真山住 勲氏 吉村 圭司 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム B426＋ 41：13．4� 154．8�

612 シゲルビッチュウ 	3青鹿 56
54 △岩崎 翼森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 444＋ 4 〃 ハナ 269．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，368，900円 複勝： 43，687，600円 枠連： 22，280，200円
馬連： 75，241，700円 馬単： 37，630，200円 ワイド： 38，280，700円
3連複： 91，811，400円 3連単： 132，155，300円 計： 472，456，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 160円 � 1，040円 � 310円 枠 連（1－8） 1，060円

馬 連 �� 7，240円 馬 単 �� 11，720円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 760円 �� 6，510円

3 連 複 ��� 28，230円 3 連 単 ��� 113，650円

票 数

単勝票数 計 313689 的中 � 109504（1番人気）
複勝票数 計 436876 的中 � 97764（1番人気）� 8246（11番人気）� 33573（6番人気）
枠連票数 計 222802 的中 （1－8） 16175（4番人気）
馬連票数 計 752417 的中 �� 8046（24番人気）
馬単票数 計 376302 的中 �� 2408（42番人気）
ワイド票数 計 382807 的中 �� 3229（33番人気）�� 13617（6番人気）�� 1463（51番人気）
3連複票数 計 918114 的中 ��� 2439（79番人気）
3連単票数 計1321553 的中 ��� 843（340番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―11．6―12．0―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．0―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．4
3 2，15，16，3（9，13）1（7，12）（5，8）4（6，14）10－11 4 2，15，16（3，13）－9，1（7，12）（5，8）－（6，4，14）10－11

勝馬の
紹 介

セイウンチカラ �
�
父 サニングデール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．6．23 阪神3着

2010．3．22生 牡4鹿 母 ニシノアズール 母母 ニシノブルーライト 22戦3勝 賞金 39，970，000円
※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 カシノヒカル号・スリーエスペラント号・ボストンサクラ号
（非抽選馬） 1頭 マウントフジ号



3402112月7日 晴 良 （26阪神5）第2日 第9競走 ��
��1，800�シ ク ラ メ ン 賞

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

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

22 ポルトドートウィユ 牡2鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：47．9 2．8�
77 アルバートドック 牡2鹿 55 藤岡 康太�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：48．11� 9．8�
66 オ ル ロ フ 牡2黒鹿55 川田 将雅寺田 寿男氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 21：48．84 35．4�
33 グランカマラード 牡2栗 55 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：48．9	 6．3�
44 プリメラアスール 牝2黒鹿54 和田 竜二青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 486± 01：49．0クビ 38．2	
55 レトロロック 牡2鹿 55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 466－ 4 〃 クビ 1．8

11 ク レ ス ト 牡2青鹿55 菱田 裕二前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 21：49．1
 29．0�
（7頭）

売 得 金
単勝： 46，600，500円 複勝： 41，782，200円 枠連： 発売なし
馬連： 82，838，400円 馬単： 61，393，900円 ワイド： 32，277，000円
3連複： 77，513，800円 3連単： 311，687，100円 計： 654，092，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 190円 � 370円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，000円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 7，210円 3 連 単 ��� 27，790円

票 数

単勝票数 計 466005 的中 � 131095（2番人気）
複勝票数 計 417822 的中 � 95779（2番人気）� 38261（4番人気）
馬連票数 計 828384 的中 �� 44280（5番人気）
馬単票数 計 613939 的中 �� 21465（8番人気）
ワイド票数 計 322770 的中 �� 21170（5番人気）�� 8048（9番人気）�� 3960（17番人気）
3連複票数 計 775138 的中 ��� 8052（18番人気）
3連単票数 計3116871 的中 ��� 8131（59番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―11．9―12．8―12．4―12．2―11．3―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―36．6―49．4―1：01．8―1：14．0―1：25．3―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポルトドートウィユ �

父 ディープインパクト �


母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．6．22 阪神2着

2012．3．19生 牡2鹿 母 ポルトフィーノ 母母 エアグルーヴ 4戦2勝 賞金 23，819，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。

3402212月7日 晴 稍重 （26阪神5）第2日 第10競走 ��
��1，800�

さかい

堺 ス テ ー ク ス
発走15時05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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

612 メイショウイチオシ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 546＋141：51．5 7．5�
47 コ ル ー ジ ャ �6鹿 57 池添 謙一野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 B494＋ 4 〃 クビ 25．4�
48 キ ク ノ ソ ル 牡4鹿 57 浜中 俊菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 516＋ 41：51．6	 6．4�
815
 グレイレジェンド 牡6芦 57 熊沢 重文小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 474＋ 8 〃 ハナ 194．9�
36 ノボリドリーム 牡5鹿 57 藤岡 康太原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 464＋ 81：51．81 46．1�
611 グレナディアーズ 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492± 01：51．9	 2．6	
12 スズカヴィグラス 牡5鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B500＋ 21：52．0	 37．7

24 グレイスフルリープ 牡4栗 57 川田 将雅前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 544＋ 2 〃 クビ 4．0�
816 シュテルングランツ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484± 01：52．42	 10．9
35 � エーシンスピーダー 牡5栗 57 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC 480＋ 2 〃 アタマ 68．0�
510 オーヴァージョイド 牡6鹿 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 530－ 41：52．61� 44．3�
11 ライジングサン 牡6栗 57 義 英真名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 520－ 21：52．81 222．7�
713 アサクサショパン 牡6黒鹿57 松若 風馬田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 480－ 41：52．9 105．8�
714 マヤノオントロジー 牡5黒鹿57 城戸 義政田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 496－ 61：53．11 24．2�
23 カーティスバローズ 牡4鹿 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 508＋161：53．31� 18．8�
59 ブルータンザナイト 牡5青鹿57 川須 栄彦桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 544± 01：53．72	 71．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，131，400円 複勝： 68，430，900円 枠連： 39，153，700円
馬連： 161，895，800円 馬単： 74，753，100円 ワイド： 63，120，900円
3連複： 194，981，400円 3連単： 323，650，500円 計： 970，117，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 290円 � 510円 � 230円 枠 連（4－6） 590円

馬 連 �� 10，510円 馬 単 �� 16，400円

ワ イ ド �� 2，950円 �� 1，240円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 20，020円 3 連 単 ��� 146，650円

票 数

単勝票数 計 441314 的中 � 46634（4番人気）
複勝票数 計 684309 的中 � 63670（4番人気）� 30734（7番人気）� 85920（3番人気）
枠連票数 計 391537 的中 （4－6） 50741（2番人気）
馬連票数 計1618958 的中 �� 11936（27番人気）
馬単票数 計 747531 的中 �� 3417（47番人気）
ワイド票数 計 631209 的中 �� 5425（28番人気）�� 13421（13番人気）�� 8380（20番人気）
3連複票数 計1949814 的中 ��� 7302（56番人気）
3連単票数 計3236505 的中 ��� 1600（369番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．5―50．1―1：02．7―1：14．6―1：26．6―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウイチオシ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．9．21 阪神5着

2011．5．9生 牡3黒鹿 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 10戦4勝 賞金 49，895，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 アドマイヤジャコモ号・キャニオンバレー号・シンゼンレンジャー号・ダイヤノゲンセキ号・タガノゴールド号・

ハスラー号・バンブーリバプール号・ベルサリエーレ号・マヤノクレド号

２レース目



3402312月7日 晴 良 （26阪神5）第2日 第11競走 ��
��1，400�タンザナイトステークス

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，25．11．30以降26．11．30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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

66 サトノルパン 牡3黒鹿54 和田 竜二里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 452－ 21：21．7 2．9�
811 ニシノビークイック 牡5栗 54 岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 488＋ 6 〃 クビ 15．5�
55 バクシンテイオー 牡5鹿 54 福永 祐一林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460－ 41：21．8クビ 6．2�
67 オ リ ー ビ ン 牡5栗 56 菱田 裕二吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 484＋ 2 〃 クビ 3．4�
33 フォーエバーマーク 牝6鹿 55 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 502－ 61：21．9クビ 11．5�
79 マイネルディアベル 牡3青鹿53 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 448－ 6 〃 クビ 19．4	
22 シャイニーホーク 牡6栗 55 松若 風馬小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 526＋101：22．0クビ 44．8

11 プリムラブルガリス 牡4鹿 55 浜中 俊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 486＋ 61：22．1� 6．9�
810 メイショウヤタロウ 牡6鹿 54 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 480－ 81：22．31� 12．3�
78 ナリタスプリング 牡7青鹿53 太宰 啓介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 502＋ 21：22．72� 133．7
44 キョウワマグナム 牡7鹿 53 池添 謙一�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 542＋101：23．23 85．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 67，442，600円 複勝： 82，855，900円 枠連： 48，909，100円 馬連： 200，598，300円 馬単： 102，951，100円
ワイド： 73，648，800円 3連複： 236，407，400円 3連単： 500，448，300円 5重勝： 658，301，900円 計： 1，971，563，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 270円 � 200円 枠 連（6－8） 480円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 660円 �� 430円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 17，260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����� 15，360，370円

票 数

単勝票数 計 674426 的中 � 180630（1番人気）
複勝票数 計 828559 的中 � 194114（1番人気）� 64034（6番人気）� 102031（3番人気）
枠連票数 計 489091 的中 （6－8） 77693（1番人気）
馬連票数 計2005983 的中 �� 81502（6番人気）
馬単票数 計1029511 的中 �� 27215（9番人気）
ワイド票数 計 736488 的中 �� 28333（8番人気）�� 47347（2番人気）�� 12637（21番人気）
3連複票数 計2364074 的中 ��� 46726（10番人気）
3連単票数 計5004483 的中 ��� 21020（50番人気）
5重勝票数 計6583019 的中 ����� 30

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―11．7―11．4―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．4―47．1―58．5―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノルパン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．11．9 京都3着

2011．3．7生 牡3黒鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 11戦3勝 賞金 61，015，000円

3402412月7日 晴 稍重 （26阪神5）第2日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時20分（番組第8競走を順序変更） （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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

23 キングズガード 牡3鹿 56 川田 将雅�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 434－ 21：23．6 3．1�
713 リュクスメジャー 牝5栗 55 浜中 俊田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 41：23．7� 3．3�
59 サクセスフェイト 牡5黒鹿57 藤岡 佑介髙嶋 哲氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 456＋16 〃 アタマ 7．1�
36 メイショウオセアン 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 538－ 6 〃 クビ 6．3�
611 クワイアーソウル 牡6黒鹿57 福永 祐一	ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 492＋ 21：24．12� 17．9

612 ワンダーアベニール 牡4鹿 57 内田 博幸山本 信行氏 小崎 憲 浦河 荻伏三好フ

アーム 482－141：24．52� 66．0�
12 � アドマイヤシャドウ 牡5鹿 57 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 488＋101：24．6クビ 87．2�
815� カ ク シ ア ジ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 426＋ 2 〃 クビ 188．0
11 アルデグロリア 牝4栗 55 国分 優作井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 488－ 81：24．7クビ 20．4�
816 サンライズベーダー �4黒鹿57 国分 恭介松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 478－ 61：24．8	 24．3�
48 タガノナパヴァレー �5黒鹿57 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 4 〃 アタマ 104．7�
35 ケルヴィンサイド 牡3鹿 56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 41：24．9� 11．8�
714� エンプレスペスカ 牝3青鹿 54

52 △岩崎 翼山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 444－10 〃 クビ 55．2�
510 ベ ル ラ イ ン 牝4栗 55

52 ▲義 英真永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 452± 01：25．75 90．4�
47 ドリームカイザー 牡3栗 56 川須 栄彦セゾンレースホース	 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 516＋ 41：25．91 34．4�
24 ブラボーランサー 牡3鹿 56

54 △松若 風馬田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 524＋121：26．64 90．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，619，100円 複勝： 73，475，100円 枠連： 42，458，500円
馬連： 180，899，600円 馬単： 84，504，000円 ワイド： 77，447，800円
3連複： 221，330，200円 3連単： 398，490，300円 計： 1，136，224，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 140円 � 200円 枠 連（2－7） 500円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 230円 �� 440円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 4，210円

票 数

単勝票数 計 576191 的中 � 144569（1番人気）
複勝票数 計 734751 的中 � 137341（2番人気）� 153456（1番人気）� 78253（4番人気）
枠連票数 計 424585 的中 （2－7） 64983（1番人気）
馬連票数 計1808996 的中 �� 265694（1番人気）
馬単票数 計 845040 的中 �� 64113（1番人気）
ワイド票数 計 774478 的中 �� 96926（1番人気）�� 41796（2番人気）�� 41461（3番人気）
3連複票数 計2213302 的中 ��� 143202（1番人気）
3連単票数 計3984903 的中 ��� 68498（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―12．1―12．1―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．7―46．8―58．9―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングズガード �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2014．5．18 京都6着

2011．4．21生 牡3鹿 母 キングスベリー 母母 リボンストロベリー 9戦3勝 賞金 32，600，000円
※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 リアリーサムシング号
（非抽選馬） 1頭 ウォーシップマーチ号

５レース目



（26阪神5）第2日 12月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 161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

214，710，000円
11，740，000円
1，130，000円
18，190，000円
62，356，500円
4，826，200円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
410，130，900円
623，808，900円
230，772，500円
1，013，905，600円
590，137，500円
454，492，800円
1，225，208，900円
2，452，358，900円
658，301，900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 7，659，117，900円

総入場人員 17，386名 （有料入場人員 15，595名）
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