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3403712月14日 晴 良 （26阪神5）第4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

815 ファイアリシンゾウ 牡2青鹿55 蛯名 正義 K.C．タン氏 中竹 和也 新ひだか 加野牧場 514＋ 41：12．5 13．9�
11 ハルマッタン 牝2鹿 54 武 豊�G1レーシング 河内 洋 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 クビ 1．7�
34 ネイバルエンスン 牡2鹿 55 浜中 俊山上 和良氏 日吉 正和 新冠 田渕牧場 450＋ 21：13．03 3．9�
23 コパノチャールズ 牡2栗 55 幸 英明小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 498－ 6 〃 アタマ 28．0�
712 カシノランド 牡2黒鹿55 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 470± 01：13．32 68．5�
59 グレートブレス 牡2栗 55 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 504± 01：13．51 67．4	
47 バーサーカー 牡2栗 55 藤岡 佑介香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 468＋ 2 〃 クビ 11．0

611 タ ピ エ ス 牡2鹿 55 四位 洋文細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 464＋ 81：13．81� 72．7�
58 ナ ン シ ー 牝2栗 54 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 430＋ 21：14．01� 78．5�
35 ドリームポリーニ 牡2栗 55 和田 竜二セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 458＋161：15．27 10．2
46 ハイイノベーション 牡2栗 55 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 450－ 2 〃 クビ 362．0�
713 ミキノソレイユ 牝2栗 54 酒井 学谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 430＋ 61：15．3クビ 218．6�
22 グロビュール 牡2栗 55 国分 恭介高山 直樹氏 梅内 忍 日高 日西牧場 474＋ 41：15．4� 391．7�
814 ウイングタイガー 牝2鹿 54 小林 徹弥 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 446± 01：15．61 20．7�
610 シ ピ オ ー ネ 牡2栗 55 小牧 太門野 重雄氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 482－ 41：17．3大差 338．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，468，600円 複勝： 74，237，200円 枠連： 15，706，900円
馬連： 53，028，300円 馬単： 37，500，400円 ワイド： 30，051，900円
3連複： 74，763，800円 3連単： 129，236，100円 計： 441，993，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 230円 � 110円 � 110円 枠 連（1－8） 820円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 510円 �� 670円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 17，180円

票 数

単勝票数 計 274686 的中 � 15788（5番人気）
複勝票数 計 742372 的中 � 23318（5番人気）� 485908（1番人気）� 97492（2番人気）
枠連票数 計 157069 的中 （1－8） 14818（2番人気）
馬連票数 計 530283 的中 �� 20801（5番人気）
馬単票数 計 375004 的中 �� 5674（16番人気）
ワイド票数 計 300519 的中 �� 12715（6番人気）�� 9174（9番人気）�� 64682（1番人気）
3連複票数 計 747638 的中 ��� 39672（3番人気）
3連単票数 計1292361 的中 ��� 5453（45番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．1―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．7―46．8―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイアリシンゾウ �
�
父 オンファイア �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2014．10．18 東京6着

2012．4．10生 牡2青鹿 母 バイタルクィーン 母母 コンテッサクィーン 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シピオーネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月14日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 メイショウボノム号（疾病〔感冒〕のため）
※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 シゲルハダカマツリ号

3403812月14日 晴 良 （26阪神5）第4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

59 ピ ン ク マ ン 牡2黒鹿55 藤田 伸二福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 452＋101：56．2 2．7�
612 ラ ク ロ ワ 牡2栗 55 国分 優作吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：56．41� 26．7�
713 アドマイヤリバティ 牡2鹿 55 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 472＋ 41：56．5� 5．6�
47 カ ノ ー ヴ ァ 牡2鹿 55 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 61：56．92� 44．6�
35 トーアチチカカ 牡2鹿 55 藤岡 佑介高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 492＋ 81：57．0� 43．0�
23 タガノクレイオス 牡2鹿 55 秋山真一郎八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502＋ 41：57．63� 11．9	
510 カネトシテンダリー 牡2栗 55 国分 恭介兼松 利男氏 大根田裕之 日高 出口牧場 522± 01：57．7クビ 52．3

816 キングコースト 牡2鹿 55 幸 英明宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 446－ 6 〃 クビ 4．7�
24 ゼットマーヴェル 牡2栗 55 太宰 啓介�フォーレスト 宮 徹 新ひだか グランド牧場 526＋161：58．12� 210．4
11 ウインオベロン 牡2黒鹿55 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新ひだか 城地 清満 462－ 4 〃 クビ 54．7�
36 ウイングジャパン 牡2栗 55 蛯名 正義池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 490－ 61：58．2� 11．7�
48 メイショウカンベエ 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 440± 01：58．83� 68．1�
815 ギンザジャンヌ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行有馬 博文氏 水野 貴広 新ひだか 三石橋本牧場 444＋ 21：59．01� 237．8�
714 サンライズメルシー 牡2栗 55 浜中 俊松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 498－ 42：00．17 17．4�
12 ランドプレジデント 牡2鹿 55 高倉 稜木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 514－ 42：02．1大差 295．7�
611 ニホンピロシナバー 牡2青鹿55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 488＋ 4 （競走中止） 7．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，439，600円 複勝： 33，497，500円 枠連： 15，431，400円
馬連： 50，418，700円 馬単： 30，093，200円 ワイド： 29，373，100円
3連複： 66，081，200円 3連単： 88，818，000円 計： 338，152，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 400円 � 200円 枠 連（5－6） 810円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 980円 �� 400円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 28，920円

票 数

単勝票数 計 244396 的中 � 70726（1番人気）
複勝票数 計 334975 的中 � 82222（1番人気）� 15776（8番人気）� 42078（3番人気）
枠連票数 計 154314 的中 （5－6） 14619（2番人気）
馬連票数 計 504187 的中 �� 10959（15番人気）
馬単票数 計 300932 的中 �� 4182（20番人気）
ワイド票数 計 293731 的中 �� 7396（10番人気）�� 20636（2番人気）�� 5684（16番人気）
3連複票数 計 660812 的中 ��� 9514（15番人気）
3連単票数 計 888180 的中 ��� 2226（90番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―14．5―13．2―13．2―13．1―12．7―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―38．9―52．1―1：05．3―1：18．4―1：31．1―1：43．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピ ン ク マ ン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Alhaarth デビュー 2014．8．3 札幌8着

2012．4．4生 牡2黒鹿 母 ビ シ ャ ー ラ 母母 Majmu 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔騎手変更〕 ラクロワ号の騎手田辺裕信は，病気のため国分優作に変更。
〔競走中止〕 ニホンピロシナバー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランドプレジデント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月14日まで平地

競走に出走できない。

第５回 阪神競馬 第４日



3403912月14日 晴 良 （26阪神5）第4日 第3競走 ��
��1，400�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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

36 タマモイヤリング 牝2黒鹿54 浜中 俊タマモ� 角田 晃一 日高 スマイルファーム 456－ 21：22．4 5．3�
23 オ ヒ ア 牝2黒鹿54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 446＋ 4 〃 ハナ 3．1�
714 デ ィ ア エ ナ 牝2黒鹿54 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 508－161：22．61� 10．3�
612 ジューンブラジリエ 牡2鹿 55 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 安平 追分ファーム 464＋ 41：22．91� 18．9�
12 デンコウハシャ 牡2青鹿55 高倉 稜田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 B440＋ 6 〃 ハナ 14．0	
818 ツジスーパーサクラ 牝2芦 54 藤田 伸二辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 462＋14 〃 ハナ 79．4

817 ノースメイジャイ 牝2鹿 54 武 豊吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 492－ 8 〃 クビ 21．3�
48 シゲルデンガク 牡2栗 55 秋山真一郎森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 畔柳 作次 444＋ 41：23．1� 24．1�
510 パンプキンパイ 牝2栗 54 藤岡 佑介山本 茂氏 西橋 豊治 新冠 秋田牧場 412± 01：23．42 208．8
611 トワイライトキッス 牝2黒鹿54 横山 典弘�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458± 01：23．5� 4．5�
816 チョウゴキゲン 牡2黒鹿55 幸 英明丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 516－ 61：23．6� 53．1�
715 トウカイクローネ 牡2青鹿55 川田 将雅内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 472＋ 8 〃 ハナ 7．3�
59 シゲルシチフクジン 牝2黒鹿54 酒井 学森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418＋ 21：23．7クビ 360．0�
47 ファインドミー 牝2鹿 54 四位 洋文飯田 正剛氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 460＋ 61：23．91	 39．8�
11 ダイゴサクラ 牝2鹿 54 太宰 啓介岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 462＋ 2 〃 クビ 81．2�
35 アグリナンバーワン 牝2青鹿54 松山 弘平アグリRC 飯田 雄三 浦河 杵臼斉藤牧場 408± 01：24．21� 400．9�
24 メイショウヤギリ 牡2黒鹿55 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 456± 01：24．41	 325．2�
713 サイクルヒッター 牡2栗 55 国分 恭介西村新一郎氏 梅内 忍 日高 日西牧場 414－101：24．72 429．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，362，400円 複勝： 47，235，200円 枠連： 17，790，500円
馬連： 56，991，700円 馬単： 30，999，700円 ワイド： 32，444，800円
3連複： 80，241，300円 3連単： 104，105，500円 計： 397，171，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 140円 � 280円 枠 連（2－3） 800円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 300円 �� 960円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 15，080円

票 数

単勝票数 計 273624 的中 � 40921（3番人気）
複勝票数 計 472352 的中 � 83655（2番人気）� 98335（1番人気）� 33342（5番人気）
枠連票数 計 177905 的中 （2－3） 17165（2番人気）
馬連票数 計 569917 的中 �� 51016（1番人気）
馬単票数 計 309997 的中 �� 11943（4番人気）
ワイド票数 計 324448 的中 �� 31234（1番人気）�� 8023（10番人気）�� 9448（8番人気）
3連複票数 計 802413 的中 ��� 19309（4番人気）
3連単票数 計1041055 的中 ��� 5005（24番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．3―11．6―11．6―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．8―46．4―58．0―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモイヤリング �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．7．6 中京5着

2012．2．19生 牝2黒鹿 母 タマモピアス 母母 ダイヤモンドピアス 5戦1勝 賞金 8，700，000円
〔騎手変更〕 ファインドミー号の騎手田辺裕信は，病気のため四位洋文に変更。
※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。
（非当選馬） 2頭 サトノギアス号・フォースター号

3404012月14日 晴 良 （26阪神5）第4日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時35分 （ダート・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
1：23．5
1：23．1

重
重

59 クイーンズターフ 牝2青鹿54 横山 典弘合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460 ―1：25．7 2．4�

11 トーホウレゼルヴ 牝2黒鹿54 浜中 俊東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 450 ― 〃 クビ 2．7�

35 グラッブユアコート 牝2鹿 54 武 豊�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 470 ―1：26．23 7．8�
34 ソウルヴァルキリー 牝2鹿 54 太宰 啓介髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 476 ―1：27．69 80．8�
58 ディルフィン 牝2栗 54 松山 弘平山口 敦広氏 鈴木 孝志 日高 正和山本牧場 430 ―1：27．7� 174．9�
46 ヤマノルミナス 牝2栗 54 秋山真一郎山泉 恵宥氏 高橋 亮 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ―1：27．8� 36．3	
712 サ ス ガ 牝2青鹿54 高倉 稜深見 富朗氏 小野 幸治 むかわ 宇南山牧場 462 ― 〃 クビ 29．6

22 ク リ オ ロ 牝2鹿 54 国分 恭介�ターフ・スポート浜田多実雄 新ひだか 三石川上牧場 462 ―1：28．22� 269．4�
815 ヤマカツセレーヌ 牝2栗 54 国分 優作山田 博康氏 松元 茂樹 日高 中原牧場 442 ―1：28．3� 11．5
23 ブラックノヴァ 牝2青鹿54 幸 英明 �ローレルレーシング 高橋 康之 新冠 松浦牧場 430 ―1：28．4クビ 23．0�
814 チェイスザチャンス 牝2鹿 54 酒井 学畑 清介氏 田所 秀孝 様似 髙村 伸一 498 ―1：28．82� 18．3�
610 アルテミスアロー 牝2鹿 54 和田 竜二 �キャロットファーム 中竹 和也 安平 追分ファーム 494 ―1：29．22� 83．6�
611 ス キ ュ ラ 牝2鹿 54 藤岡 佑介谷口 貞保氏 高橋 康之 新冠 タニグチ牧場 468 ―1：29．3� 23．0�
47 テイエムカケヌケロ 牝2青鹿54 小牧 太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 436 ―1：31．3大差 242．8�
713 ストレーニア 牝2鹿 54 蛯名 正義�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464 ―1：31．72� 45．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，767，200円 複勝： 31，225，700円 枠連： 14，106，800円
馬連： 46，719，500円 馬単： 31，942，600円 ワイド： 25，211，500円
3連複： 61，005，600円 3連単： 93，888，100円 計： 329，867，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（1－5） 310円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 170円 �� 380円 �� 370円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 1，970円

票 数

単勝票数 計 257672 的中 � 83381（1番人気）
複勝票数 計 312257 的中 � 100009（1番人気）� 63317（2番人気）� 30943（3番人気）
枠連票数 計 141068 的中 （1－5） 34353（1番人気）
馬連票数 計 467195 的中 �� 120777（1番人気）
馬単票数 計 319426 的中 �� 49031（1番人気）
ワイド票数 計 252115 的中 �� 47923（1番人気）�� 14616（3番人気）�� 15160（2番人気）
3連複票数 計 610056 的中 ��� 68019（1番人気）
3連単票数 計 938881 的中 ��� 34473（1番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．2―12．3―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．1―59．4―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クイーンズターフ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2012．2．11生 牝2青鹿 母 フラッテローザ 母母 フ ァ ー ザ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ストレーニア号の騎手田辺裕信は，病気のため蛯名正義に変更。
〔発走状況〕 グラッブユアコート号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 グラッブユアコート号は，発走調教再審査。



3404112月14日 晴 良 （26阪神5）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時25分 （芝・右・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

55 ナガラフラワー 牝2鹿 54 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 466 ―1：48．8 27．5�
44 サウンドバーニング 牡2鹿 55 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 434 ―1：49．11� 10．0�
33 シビックハート 牝2栗 54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 村田牧場 436 ―1：49．31� 51．0�
77 ユ キ ヒ ョ ウ 牡2黒鹿55 国分 優作西村 憲人氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 478 ― 〃 アタマ 20．7�
66 ビ ヴ ロ ス ト 牝2鹿 54 浜中 俊市川真奈美氏 角居 勝彦 安平 追分ファーム 472 ―1：49．4� 3．2�
22 インペカブル 牝2栗 54 川田 将雅 �社台レースホース河内 洋 安平 追分ファーム 452 ―1：49．5クビ 4．3	
810 ビセックスタイル 牝2栗 54 和田 竜二前田 幸治氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464 ―1：49．92	 17．7

11 エニシイチダイ 牡2鹿 55 松山 弘平大塚 亮一氏 笹田 和秀 新ひだか 土田農場 B470 ― 〃 ハナ 10．5�
89 オ ル ナ 牡2鹿 55 武 豊�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 492 ―1：50．43 3．0
78 ノ ム ベ サ 牡2鹿 55 酒井 学小田切有一氏 谷 潔 新冠 中地 康弘 490 ―1：50．61	 34．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，912，600円 複勝： 26，746，000円 枠連： 10，024，400円
馬連： 44，263，100円 馬単： 29，721，700円 ワイド： 23，002，300円
3連複： 53，935，900円 3連単： 98，742，400円 計： 310，348，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，750円 複 勝 � 540円 � 290円 � 1，030円 枠 連（4－5） 10，230円

馬 連 �� 8，140円 馬 単 �� 20，480円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 6，760円 �� 4，690円

3 連 複 ��� 49，330円 3 連 単 ��� 334，520円

票 数

単勝票数 計 239126 的中 � 6945（8番人気）
複勝票数 計 267460 的中 � 12573（8番人気）� 27274（4番人気）� 6197（10番人気）
枠連票数 計 100244 的中 （4－5） 759（25番人気）
馬連票数 計 442631 的中 �� 4211（28番人気）
馬単票数 計 297217 的中 �� 1088（64番人気）
ワイド票数 計 230023 的中 �� 2080（30番人気）�� 872（44番人気）�� 1264（39番人気）
3連複票数 計 539359 的中 ��� 820（105番人気）
3連単票数 計 987424 的中 ��� 214（613番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．4―47．8―1：00．3―1：13．0―1：24．7―1：36．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナガラフラワー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ロックオブジブラルタル 初出走

2012．3．27生 牝2鹿 母 ガリカローズ 母母 カイロローズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3404212月14日 晴 良 （26阪神5）第4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 7，500，000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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 リバーソウル 牡3黒鹿56 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 454± 01：24．5 11．6�
47 ナリタロック 牡4栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 504－ 41：24．71� 22．3�
713 ラテンロック 牡3鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 510＋ 6 〃 クビ 8．1�
714 ヴェアデイロス 牡5鹿 57 藤岡 佑介�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 450＋ 6 〃 アタマ 40．6�
24 アドマイヤヤング 牡3青鹿56 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 510± 01：24．8� 2．7�
11 メイショウゼロセン 牡3黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B504＋101：24．9クビ 88．2	
23 メイショウホウトウ 牡3青鹿56 和田 竜二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 492＋ 21：25．11� 3．4

816 ボールドジャパン 牡3鹿 56 秋山真一郎増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 518＋ 41：25．31� 16．8�
35 マークスマン �4鹿 57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 61：25．4クビ 10．6�
12 ハーマンミュート �4青鹿57 国分 優作金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 千歳 社台ファーム B502＋ 61：25．5� 215．3
59 ア バ ン サ ル 牡3栗 56 国分 恭介今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 512－ 41：25．92� 11．6�
611 バルトロメオ 牡4鹿 57 太宰 啓介 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋ 6 〃 クビ 126．8�
612 バトルムーングロウ 牝3栗 54 武 豊宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 484－ 41：26．21	 26．4�
815 イ イ チ ョ 牝3黒鹿54 四位 洋文幅田 京子氏 庄野 靖志 浦河 岡本牧場 442－ 2 〃 アタマ 219．5�
36 ポ ロ タ ン 牝4鹿 55 藤田 伸二小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 434－161：26．94 168．6�
48 クリノジュロウジン 牡3栗 56 小林 徹弥栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 472± 01：27．32� 388．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，220，600円 複勝： 49，264，400円 枠連： 23，349，800円
馬連： 69，472，900円 馬単： 40，428，200円 ワイド： 37，728，100円
3連複： 90，217，600円 3連単： 132，422，300円 計： 475，103，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 390円 � 440円 � 370円 枠 連（4－5） 3，410円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 13，170円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，710円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 17，870円 3 連 単 ��� 125，330円

票 数

単勝票数 計 322206 的中 � 22093（6番人気）
複勝票数 計 492644 的中 � 33340（6番人気）� 29088（7番人気）� 36171（5番人気）
枠連票数 計 233498 的中 （4－5） 5298（10番人気）
馬連票数 計 694729 的中 �� 7219（23番人気）
馬単票数 計 404282 的中 �� 2302（44番人気）
ワイド票数 計 377281 的中 �� 5404（21番人気）�� 5714（20番人気）�� 4055（26番人気）
3連複票数 計 902176 的中 ��� 3785（56番人気）
3連単票数 計1324223 的中 ��� 766（356番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．9―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．5―46．4―59．0―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リバーソウル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．10．20 京都2着

2011．2．12生 牡3黒鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady 14戦2勝 賞金 23，250，000円
〔騎手変更〕 メイショウゼロセン号の騎手武幸四郎は，病気のため酒井学に変更。

ヴェアデイロス号の騎手田辺裕信は，病気のため藤岡佑介に変更。
※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 キーブランド号・サウンドレーサー号・ヒナアラレ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルビッチュウ号

追 加 記 事（第 5回阪神競馬第 3日第 12 競走）
〔その他〕　　タマラマ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　タマラマ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成 27年 1月

13日まで出走できない。



3404312月14日 晴 良 （26阪神5）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （芝・右・外）
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
1：44．5
1：43．9

良
良

11 イ サ ベ ル 牝3鹿 54 浜中 俊近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446－ 61：46．6 2．1�
12 � エイシンエルヴィン 牡3鹿 56 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 504＋ 21：47．23	 4．0�
818 カレンバッドボーイ 牡4鹿 57 武 豊鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 496＋16 〃 アタマ 7．3�
48 リ ノ リ オ 牡3黒鹿56 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 500＋ 61：47．3	 14．5�
59 ハギノブシドウ 牡4栗 57 蛯名 正義日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 500＋ 41：47．4クビ 235．8�
23 アドマイヤライン 牡4青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 454＋ 4 〃 クビ 22．4	
713 メイショウヤマホコ 牡4黒鹿57 小牧 太松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 472＋ 81：47．5クビ 121．0

35 マイネリベルタス 牝3鹿 54 高倉 稜 �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 428± 01：47．82 43．2�
510 ドラゴンストリート 牡3鹿 56 幸 英明窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 478＋101：47．9
 6．2�
715 ウ メ 牝3栗 54 国分 優作副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム B456＋ 61：48．0クビ 320．7
24 アグネスキング 牡3黒鹿56 四位 洋文渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 520± 0 〃 クビ 298．1�
612 スノーストーム 牡4栗 57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：48．2
 54．7�
817 ダブルイーグル 牡6鹿 57 太宰 啓介田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 472－ 2 〃 アタマ 166．4�
714 ティーエスネオ 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 520＋10 〃 ハナ 138．6�
816 ウインレーベン 牡3青鹿56 松山 弘平�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 458＋ 6 〃 ハナ 76．4�
36 セトノフラッパー 牝4栗 55 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 444＋ 6 〃 ハナ 94．4�
611 サンレイロッキー 牡3鹿 56 水口 優也永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 466＋101：48．3クビ 115．9�
47 デ ビ ル 牡3黒鹿56 W．ビュイック 寺田 寿男氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：51．3大差 55．6�

（英）

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，791，400円 複勝： 53，646，900円 枠連： 22，963，000円
馬連： 84，378，300円 馬単： 48，441，000円 ワイド： 44，174，300円
3連複： 106，100，300円 3連単： 173，858，400円 計： 578，353，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 140円 � 190円 枠 連（1－1） 520円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 230円 �� 430円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 3，800円

票 数

単勝票数 計 447914 的中 � 167487（1番人気）
複勝票数 計 536469 的中 � 147491（1番人気）� 95062（2番人気）� 53661（4番人気）
枠連票数 計 229630 的中 （1－1） 34042（2番人気）
馬連票数 計 843783 的中 �� 124248（1番人気）
馬単票数 計 484410 的中 �� 48426（1番人気）
ワイド票数 計 441743 的中 �� 56311（1番人気）�� 25040（4番人気）�� 16184（6番人気）
3連複票数 計1061003 的中 ��� 55209（2番人気）
3連単票数 計1738584 的中 ��� 33108（3番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．1―11．9―11．9―12．2―11．6―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―34．5―46．4―58．3―1：10．5―1：22．1―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．1
3 6，10（3，16）4－（1，18）（2，17）9（7，12，15）14（11，8）－（5，13） 4 6，10－3，16，4，18（1，17）2，9（12，15）8（11，13）（7，5）14

勝馬の
紹 介

イ サ ベ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．3．16 阪神1着

2011．2．16生 牝3鹿 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ 5戦2勝 賞金 15，500，000円
〔騎手変更〕 マイネリベルタス号の騎手田辺裕信は，病気のため高倉稜に変更。

メイショウヤマホコ号の騎手武幸四郎は，病気のため小牧太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デビル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月14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。
（非当選馬） 1頭 ティーエスハーツ号
（非抽選馬） 2頭 アドマイヤウイング号・ダンツクロノス号
※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。

3404412月14日 晴 良 （26阪神5）第4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，1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 フォローハート 牝3黒鹿54 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 460＋ 21：53．0 7．0�
714� シンワウォッカ 牝5鹿 55 藤田 伸二ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 494－121：53．1� 51．2�
23 サ ン レ ー ン 牝4鹿 55 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 81：53．31� 7．4�
815 デ コ レ イ ト 牝5鹿 55 川田 将雅吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 466＋ 21：53．4� 26．1�
24 ハナズインパルス 牝4黒鹿55 蛯名 正義M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 478－ 21：53．6� 42．0�
35 ベルフィオーレ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 434＋14 〃 アタマ 2．8	
612� ブライトエルフ 牝5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 462＋ 81：53．7	 22．5

48 ウルティマミューズ 牝3鹿 54 浜中 俊�前川企画 野中 賢二 日高 藤本ファーム 444＋ 21：53．8	 3．4�
36 セレッソレアル 牝3栗 54 国分 優作三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 484＋12 〃 アタマ 19．5
59 ブルーボサノヴァ 牝3栗 54 国分 恭介 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 472－ 4 〃 クビ 180．4�
611 ポ レ イ ア 牝5栗 55 武 豊﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B516＋ 21：53．9	 73．5�
47 アドマイヤキュート 牝5黒鹿55 W．ビュイック 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440－ 2 〃 ハナ 28．5�

（英）

713 ニーレンベルギア 牝5黒鹿55 松山 弘平吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 446－ 61：54．32	 131．0�
12 マトリョーシカ 牝3黒鹿54 高倉 稜 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 494± 01：55．89 18．8�
816 メイショウアズミノ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 460－ 41：56．43	 53．7�
510 ロトラトゥール 牝3鹿 54 横山 典弘國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 500＋121：56．61	 37．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，309，200円 複勝： 56，072，200円 枠連： 23，303，500円
馬連： 81，960，300円 馬単： 41，337，200円 ワイド： 43，990，300円
3連複： 108，361，900円 3連単： 148，801，800円 計： 541，136，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 220円 � 610円 � 240円 枠 連（1－7） 6，560円

馬 連 �� 15，620円 馬 単 �� 26，540円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 960円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 34，910円 3 連 単 ��� 241，880円

票 数

単勝票数 計 373092 的中 � 42434（3番人気）
複勝票数 計 560722 的中 � 73966（3番人気）� 20272（10番人気）� 63376（4番人気）
枠連票数 計 233035 的中 （1－7） 2752（24番人気）
馬連票数 計 819603 的中 �� 4064（47番人気）
馬単票数 計 413372 的中 �� 1168（81番人気）
ワイド票数 計 439903 的中 �� 3575（37番人気）�� 12324（7番人気）�� 2546（46番人気）
3連複票数 計1083619 的中 ��� 2328（110番人気）
3連単票数 計1488018 的中 ��� 446（687番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．1―12．5―12．8―12．9―12．9―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．1―49．6―1：02．4―1：15．3―1：28．2―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォローハート �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．12．15 阪神4着

2011．4．14生 牝3黒鹿 母 フォローミー 母母 トシザダンサー 13戦3勝 賞金 37，987，000円
〔騎手変更〕 マトリョーシカ号の騎手田辺裕信は，病気のため高倉稜に変更。

メイショウアズミノ号の騎手武幸四郎は，病気のため秋山真一郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タンスチョキン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3404512月14日 晴 良 （26阪神5）第4日 第9競走 ��
��2，200�

さかいみなと

境 港 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

境港市長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

33 アドマイヤスピカ 牡4栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 498± 02：15．1 3．2�
11 アグリッパーバイオ 牡3黒鹿55 W．ビュイック バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446－ 22：15．2� 7．0�

（英）

22 ヒロノプリンス 牡4鹿 57 国分 優作サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 476± 0 〃 ハナ 11．4�
77 コ ル サ ー レ 牡3黒鹿55 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 480± 02：15．62� 4．9�
44 カ ナ ロ ア 牡5鹿 57 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 462± 02：15．92 2．6	
55 キンショータイム 牡4栗 57 秋山真一郎礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 494－ 22：16．11� 61．0

78 マイネアルナイル 牝5青鹿55 松山 弘平 �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 500＋ 82：16．2クビ 21．7�
89 グッドカフェ 	6青鹿57 高倉 稜杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 494＋14 〃 同着 82．3�
810 ラニカイツヨシ 牡5青鹿57 太宰 啓介横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 496± 0 〃 クビ 28．7
66 ウエスタンレベッカ 牝4鹿 55 幸 英明西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 442＋ 22：16．62� 43．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，833，300円 複勝： 53，414，600円 枠連： 17，336，000円
馬連： 94，850，500円 馬単： 57，346，800円 ワイド： 42，918，600円
3連複： 116，165，900円 3連単： 245，649，400円 計： 669，515，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 190円 � 280円 枠 連（1－3） 1，190円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 430円 �� 650円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 11，170円

票 数

単勝票数 計 418333 的中 � 102081（2番人気）
複勝票数 計 534146 的中 � 117660（2番人気）� 72060（4番人気）� 40265（5番人気）
枠連票数 計 173360 的中 （1－3） 11251（5番人気）
馬連票数 計 948505 的中 �� 67775（4番人気）
馬単票数 計 573468 的中 �� 23017（8番人気）
ワイド票数 計 429186 的中 �� 27310（4番人気）�� 16814（8番人気）�� 11510（12番人気）
3連複票数 計1161659 的中 ��� 33714（9番人気）
3連単票数 計2456494 的中 ��� 15938（39番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．5―13．5―12．7―12．1―11．9―11．9―11．5―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―25．3―37．8―51．3―1：04．0―1：16．1―1：28．0―1：39．9―1：51．4―2：02．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤスピカ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．2 阪神4着

2010．2．23生 牡4栗 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 19戦4勝 賞金 80，088，000円
〔騎手変更〕 キンショータイム号の騎手田辺裕信は，病気のため秋山真一郎に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3404612月14日 晴 良 （26阪神5）第4日 第10競走 ��
��2，400�オリオンステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，25．12．7以降26．12．7まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

11 ホーカーテンペスト 牡5栗 57 浜中 俊 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496－ 22：25．9 8．7�
33 ア ロ ヒ ラ ニ 牡5黒鹿54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B446－ 62：26．43 44．0�
45 ヴォルシェーブ 牡3栗 55 W．ビュイック 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 ハナ 2．1�

（英）

58 ロングリバイバル 牡3鹿 53 小牧 太中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 496＋ 42：26．61� 21．9�
34 トーセンアルニカ 牝4鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 450－ 42：26．7� 12．2	
46 マイネルジェイド 牡4鹿 57 国分 恭介 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 448－ 2 〃 クビ 41．8�
57 フェデラルホール 牡5黒鹿56 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム B484－ 62：26．8	 4．4�
610 サフランディライト 牡6鹿 55 川田 将雅海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 490＋122：27．01 12．9
22 エ ス ペ リ ア 牡5栗 53 武 豊佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 462± 02：27．1	 14．9�
814 マイネルアイザック 牡5黒鹿54 松山 弘平 
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 462＋ 42：27．3	 22．7�
712
 エーシンザヘッド 牡4栗 55 幸 英明
栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place

& Partners B476＋ 42：27．4	 32．1�
69 ナリタポセイドン 牡5鹿 53 和田 竜二
オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 490± 02：28．35 54．3�
711� メイショウリョウマ 牡6黒鹿53 国分 優作松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514± 02：28．93� 58．8�
813 マイネルリヒト 牡5鹿 53 嘉藤 貴行 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 B478＋ 22：30．6大差 56．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 49，775，300円 複勝： 70，560，700円 枠連： 33，540，100円
馬連： 143，316，800円 馬単： 75，740，500円 ワイド： 63，738，500円
3連複： 176，475，200円 3連単： 289，913，400円 計： 903，060，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 250円 � 830円 � 140円 枠 連（1－3） 5，070円

馬 連 �� 13，880円 馬 単 �� 26，390円

ワ イ ド �� 3，610円 �� 520円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 10，280円 3 連 単 ��� 84，650円

票 数

単勝票数 計 497753 的中 � 45594（3番人気）
複勝票数 計 705607 的中 � 65137（3番人気）� 15290（11番人気）� 190597（1番人気）
枠連票数 計 335401 的中 （1－3） 5121（18番人気）
馬連票数 計1433168 的中 �� 8000（40番人気）
馬単票数 計 757405 的中 �� 2152（72番人気）
ワイド票数 計 637385 的中 �� 4306（42番人気）�� 33931（2番人気）�� 9322（19番人気）
3連複票数 計1764752 的中 ��� 12873（36番人気）
3連単票数 計2899134 的中 ��� 2483（261番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．6―12．7―12．2―12．2―12．3―11．9―12．1―11．4―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．2―36．8―49．5―1：01．7―1：13．9―1：26．2―1：38．1―1：50．2―2：01．6―2：13．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホーカーテンペスト �
�
父 Hawk Wing �

�
母父 Halling デビュー 2011．7．23 函館5着

2009．4．11生 牡5栗 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 29戦5勝 賞金 92，478，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 アロヒラニ号の騎手田辺裕信は，病気のため藤岡佑介に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



3404712月14日 晴 良 （26阪神5）第4日 第11競走
第66回農林水産省賞典

��
��1，600�阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ）

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

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード
レースレコード

1：33．1
1：32．3
1：33．1

良
良
良

816 ショウナンアデラ 牝2鹿 54 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 468－ 21：34．4 9．8�
611 レッツゴードンキ 牝2栗 54 浜中 俊廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 清水牧場 466＋ 81：34．5� 5．6�
24 ココロノアイ 牝2鹿 54 横山 典弘�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 450－ 21：34．6� 6．3�
818 ムーンエクスプレス 牝2鹿 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 414＋ 21：34．7� 61．0�
23 アルマオンディーナ 牝2鹿 54 幸 英明コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 大栄牧場 450＋ 4 〃 クビ 44．0	
35 スマートプラネット 牝2鹿 54 酒井 学田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 446－ 21：35．23 61．1

715 レオパルディナ 牝2鹿 54 武 豊 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 422－ 21：35．3� 25．6�
11 ロ カ 牝2鹿 54 和田 竜二吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 492－ 81：35．4クビ 2．9�
48 オーミアリス 牝2黒鹿54 国分 優作岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 444＋ 41：35．5� 27．3
713 コートシャルマン 牝2鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446－ 21：35．6� 6．1�
714 ダイワプロパー 牝2栗 54 高倉 稜大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 470－ 6 〃 ハナ 93．1�
612 カボスチャン 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 424－ 21：35．91� 82．3�
817 ダノングラシアス 牝2黒鹿54 W．ビュイック �ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 496± 01：36．0クビ 11．4�

（英）

510 クールホタルビ 牝2栗 54 小牧 太川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 438＋ 41：36．32 37．2�
59 アローシルバー 牝2栗 54 藤田 伸二佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 460－ 21：36．61� 143．7�
12 エ フ ェ ク ト 牝2青鹿54 藤岡 佑介山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 450－ 61：36．81� 114．3�
36 トーセンラーク 牝2栗 54 四位 洋文島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 482＋121：37．01	 40．0�
47 アカリアイドル 牝2栗 54 国分 恭介小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 B472－ 21：37．32 132．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 465，897，500円 複勝： 465，894，000円 枠連： 368，368，700円 馬連： 1，612，148，600円 馬単： 779，273，300円
ワイド： 539，763，400円 3連複： 2，282，443，300円 3連単： 4，200，110，500円 5重勝： 613，489，900円 計： 11，327，389，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 260円 � 170円 � 230円 枠 連（6－8） 1，130円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 780円 �� 990円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 22，780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����� 26，840，180円

票 数

単勝票数 計4658975 的中 � 379760（5番人気）
複勝票数 計4658940 的中 � 429694（5番人気）� 786988（2番人気）� 509288（4番人気）
枠連票数 計3683687 的中 （6－8） 251680（5番人気）
馬連票数 計16121486 的中 �� 565450（9番人気）
馬単票数 計7792733 的中 �� 114153（21番人気）
ワイド票数 計5397634 的中 �� 177664（6番人気）�� 135795（13番人気）�� 251448（4番人気）
3連複票数 計22824433 的中 ��� 484146（8番人気）
3連単票数 計42001105 的中 ��� 133639（68番人気）
5重勝票数 差引計6134899（返還計273467） 的中 ����� 16

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．0―47．2―59．2―1：10．6―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアデラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2014．8．3 新潟2着

2012．2．10生 牝2鹿 母 オールウェイズウィリング 母母 Always Loyal 4戦3勝 賞金 84，175，000円
〔騎手変更〕 スマートプラネット号の騎手田辺裕信は，病気のため酒井学に変更。
〔制裁〕 レッツゴードンキ号の騎手浜中俊は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番・8番・6番・1番）

ムーンエクスプレス号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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） 4頭 アンブリカル号・コルボノワール号・ペルフィカ号・ロッカフラベイビー号
※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。

3404812月14日 晴 良 （26阪神5）第4日 第12競走 ��
��1，400�

み か げ

御影ステークス
発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 ローブデソワ 牝3栗 54 W．ビュイック �シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 518＋121：23．3 8．7�
（英）

35 タガノトネール �4鹿 57 松山 弘平八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 498＋121：23．4
 6．7�

23 ワンダーコロアール 牡5黒鹿57 川田 将雅山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 486＋ 8 〃 ハナ 5．0�
611 ピ ン ポ ン 牡4鹿 57 武 豊小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 468＋ 61：24．14 5．1�
22 ロードヴォルケーノ 牡3鹿 56 幸 英明 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 474＋10 〃 クビ 4．8	
610 コウユーサムライ 牡5栗 57 横山 典弘加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 498－ 61：24．2クビ 14．5

712 ピンウィール 牝5栗 55 藤岡 佑介�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 466＋ 41：24．3� 139．0�
11 アフリカンハンター 牡6栗 57 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 502± 0 〃 ハナ 141．1�
34 シンキングマシーン �5黒鹿57 蛯名 正義佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド B504－ 2 〃 アタマ 17．8
815 ミッキーヘネシー 牡5栃栗57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 482＋ 21：24．4クビ 11．7�
58 オールブラックス 牡5鹿 57 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 496＋141：24．5
 9．5�
814 オ ソ レ イ ユ 牡5鹿 57 太宰 啓介松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 B516＋ 21：24．6
 30．7�
46 � ダイヤノゲンセキ �6黒鹿57 和田 竜二 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 526－ 41：24．81 44．8�
47 テルミーホワイ 牡7鹿 57 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 510＋121：25．01 276．5�
713 エステーラブ 牝7青鹿55 国分 優作齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 464＋121：25．53 279．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 97，499，900円 複勝： 139，601，700円 枠連： 80，829，800円
馬連： 259，197，400円 馬単： 120，756，300円 ワイド： 120，103，600円
3連複： 328，584，400円 3連単： 539，986，100円 計： 1，686，559，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 240円 � 200円 枠 連（3－5） 1，330円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，320円 �� 680円

3 連 複 ��� 6，180円 3 連 単 ��� 35，980円

票 数

単勝票数 計 974999 的中 � 88671（5番人気）
複勝票数 計1396017 的中 � 118092（5番人気）� 148919（4番人気）� 196780（2番人気）
枠連票数 計 808298 的中 （3－5） 47089（7番人気）
馬連票数 計2591974 的中 �� 54717（16番人気）
馬単票数 計1207563 的中 �� 13383（31番人気）
ワイド票数 計1201036 的中 �� 21090（22番人気）�� 22947（19番人気）�� 47035（6番人気）
3連複票数 計3285844 的中 ��� 39872（21番人気）
3連単票数 計5399861 的中 ��� 10879（122番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―11．7―11．7―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．0―46．7―58．4―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローブデソワ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Gone West デビュー 2013．7．6 中京1着

2011．4．11生 牝3栗 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 6戦4勝 賞金 49，771，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時25分に変更。
〔騎手変更〕 タガノトネール号の騎手田辺裕信は，病気のため松山弘平に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（26阪神5）第4日 12月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

322，930，000円
4，160，000円
12，660，000円
3，170，000円
29，710，000円
71，301，500円
5，372，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
898，277，600円
1，101，396，100円
642，750，900円
2，596，746，100円
1，323，580，900円
1，032，500，400円
3，544，376，400円
6，245，532，000円
613，489，900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 17，998，650，300円

総入場人員 23，861名 （有料入場人員 21，247名）
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