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3406112月21日 晴 不良 （26阪神5）第6日 第1競走 ��1，400�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
1：23．5
1：23．1

重
重

611 カジノプレイヤー 牡2栗 55 浜中 俊吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 464＋ 21：24．0 2．4�
815 エイシンカーニバル 牡2栗 55 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 464＋ 8 〃 クビ 11．0�
48 ヤサカナンティー 牡2鹿 55 藤田 伸二志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 476－ 21：24．95 20．3�
816 ド ラ グ ー ン 牡2鹿 55 岩田 康誠 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 494± 01：25．0クビ 3．2�
35 レッツイットラン 牡2栗 55 菱田 裕二深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 472－ 21：25．21� 10．3�
510 サンウィノナ 牝2鹿 54 幸 英明加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 B446＋ 4 〃 クビ 5．9	
23 ブライアンキング 牡2鹿 55 蛯名 正義林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 470± 01：25．51� 107．7

47 オイルタウン 牡2栗 55 太宰 啓介山上 和良氏 梅内 忍 日高 沖田牧場 444－ 41：25．71� 183．6�
714 ジョウショーチカラ 牡2青鹿55 小牧 太熊田 義孝氏 高橋 康之 新冠 五丸農場 514－ 4 〃 ハナ 129．9�
713 リ ア ン 牡2栗 55 高倉 稜桐谷 茂氏 梅田 智之 日高 前野牧場 470＋101：25．8� 99．1
11 カシノサクセス 牡2黒鹿55 柴山 雄一柏木 務氏 境 直行 新ひだか 野坂牧場 458± 01：25．9� 42．7�
36 グロリアバローズ 牡2鹿 55 北村 宏司猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 530＋ 21：26．0クビ 19．4�
12 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 448－ 41：26．32 290．1�
59 イェドプリオル 牡2青鹿55 和田 竜二�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 506＋ 21：26．4� 58．7�
612 ケ ラ ー 牡2栗 55 藤岡 佑介幅田 京子氏 加用 正 日高 坪田 信作 472－ 21：26．71� 328．8�
24 ボ ブ 牡2青鹿55 小林 徹弥村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 賀張中川牧場 472－ 21：28．6大差 283．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，131，300円 複勝： 57，054，700円 枠連： 15，031，500円
馬連： 51，909，800円 馬単： 34，004，800円 ワイド： 30，385，200円
3連複： 75，085，100円 3連単： 114，863，000円 計： 405，465，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 300円 � 350円 枠 連（6－8） 290円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 650円 �� 860円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 6，300円 3 連 単 ��� 23，720円

票 数

単勝票数 計 271313 的中 � 87581（1番人気）
複勝票数 計 570547 的中 � 278705（1番人気）� 28858（5番人気）� 23098（6番人気）
枠連票数 計 150315 的中 （6－8） 40155（1番人気）
馬連票数 計 519098 的中 �� 25932（5番人気）
馬単票数 計 340048 的中 �� 10252（7番人気）
ワイド票数 計 303852 的中 �� 12434（7番人気）�� 9182（9番人気）�� 3059（21番人気）
3連複票数 計 750851 的中 ��� 8932（17番人気）
3連単票数 計1148630 的中 ��� 3510（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．3―47．5―59．8―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カジノプレイヤー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2014．7．5 中京7着

2012．4．14生 牡2栗 母 ベガスナイト 母母 Words of War 7戦1勝 賞金 10，500，000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） 2頭 ディプロイディ号・ローガンカズマ号

3406212月21日 晴 不良 （26阪神5）第6日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時30分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

48 � アポロケンタッキー 牡2鹿 55 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug
Branham 526＋ 21：52．3 4．0�

713� デ ブ リ ン 牡2栗 55 R．ムーア 一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-
ble, LLC 506＋ 21：52．62 2．4�

（英）

35 シゲルホウネンサイ 牡2鹿 55 北村 宏司森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 554－ 2 〃 クビ 45．1�
612� サウンドクラフト 牡2鹿 55 北村 友一増田 雄一氏 吉田 直弘 愛 Grange Stud 468＋ 61：52．91� 33．8�
611 シンプリースパーブ 牡2鹿 55 岩田 康誠水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 480＋ 61：53．11	 13．2�
510 ディグニファイド 牡2栗 55 蛯名 正義 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 528± 01：53．2クビ 4．0	
714 マニワバイオマス 牡2芦 55 柴山 雄一�サンライズ 高橋 義忠 新冠 森永 聡 522－ 8 〃 同着 229．1

816 マロンマロン 牝2栗 54 幸 英明藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450± 01：53．51� 167．3�
11 セイセイセイ 牡2鹿 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 440＋ 6 〃 ハナ 344．6�
23 セイジャッカル 牡2鹿 55 菱田 裕二金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 466± 01：53．81� 25．0
59 キングヴァラール 牡2黒鹿55 戸崎 圭太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 496－ 81：53．9� 8．1�
24 コウザンジョウオー 牝2鹿 54 池添 謙一山下 良子氏 田所 秀孝 新冠 新冠伊藤牧場 424＋ 21：54．21� 193．8�
12 クリノリーチソク 牝2栗 54 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 412± 01：54．51� 466．6�
815 シゲルテンジンサン 牡2栗 55 太宰 啓介森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 藤沢牧場 486＋ 41：54．82 273．9�
36 � セプティエーム 牡2芦 55 W．ビュイック 吉田 和美氏 村山 明 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

B488± 01：54．9
 25．2�
（英）

47 ララオムドゥクー 牡2鹿 55 秋山真一郎フジイ興産� 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 476± 01：57．7大差 434．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，375，800円 複勝： 42，078，300円 枠連： 14，532，900円
馬連： 54，721，100円 馬単： 32，796，000円 ワイド： 29，390，000円
3連複： 75，058，600円 3連単： 111，878，300円 計： 385，831，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 130円 � 660円 枠 連（4－7） 490円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 240円 �� 2，380円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 7，310円 3 連 単 ��� 26，920円

票 数

単勝票数 計 253758 的中 � 49590（3番人気）
複勝票数 計 420783 的中 � 77581（3番人気）� 115853（1番人気）� 9969（9番人気）
枠連票数 計 145329 的中 （4－7） 22871（2番人気）
馬連票数 計 547211 的中 �� 83797（2番人気）
馬単票数 計 327960 的中 �� 24169（3番人気）
ワイド票数 計 293900 的中 �� 37959（2番人気）�� 2780（23番人気）�� 4438（20番人気）
3連複票数 計 750586 的中 ��� 7693（24番人気）
3連単票数 計1118783 的中 ��� 3013（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．8―49．2―1：01．8―1：14．4―1：27．0―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アポロケンタッキー �
�
父 Langfuhr �

�
母父 Gone West デビュー 2014．10．11 京都2着

2012．2．2生 牡2鹿 母 Dixiana Delight 母母 Lake Lady 5戦1勝 賞金 11，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ララオムドゥクー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月21日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ヴェルトフリーデン号・カゼノゴトク号・ストームアラート号・マイネルガーデン号
※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。

第５回 阪神競馬 第６日



3406312月21日 晴 重 （26阪神5）第6日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時00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

36 マキシマムドパリ 牝2芦 54 武 豊 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 466－ 42：03．6 7．6�
510 デンコウインパルス 牡2鹿 55 藤田 伸二田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 482－ 62：04．02� 104．7�
815 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 432－ 22：04．1� 2．3�
12 サトノラプター 牡2黒鹿55 浜中 俊里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 502＋122：04．42 10．8�
611 スペリオルラスター 牡2栗 55 W．ビュイック �シルクレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 62：04．5� 3．4	
（英）

714 ケンブリッジナイン 牡2鹿 55 北村 友一中西 宏彰氏 藤沢 則雄 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 432－ 62：04．71	 31．3


24 トゥモローワールド 牡2鹿 55 福永 祐一窪田 芳郎氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 458＋ 22：04．91	 9．6�
612 マイネルカペラ 牡2鹿 55 柴田 大知 �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 440＋ 22：05．11	 218．7�
47 ドリームチェイサー 牡2栗 55 池添 謙一三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466－ 62：05．41� 12．2
713 トーコーリバース 牡2栗 55 小牧 太森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466－ 22：05．72 58．9�
35 タケルクラウン 牡2鹿 55 太宰 啓介森 保彦氏 坂口 正則 浦河 中村 雅明 444－ 22：06．02 386．7�
23 アグネスウォーズ 牡2鹿 55 四位 洋文渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 512－ 42：06．21 114．8�
48 パープルオンリー 牝2黒鹿54 高倉 稜中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 440－ 42：06．3� 445．5�
59 コウエイサムライ 牡2芦 55 柴山 雄一西岡 静男氏 松元 茂樹 浦河 
川 啓一 456＋ 22：06．4クビ 265．4�
11 フォースフィールド 牡2黒鹿55 戸崎 圭太岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 434＋ 22：06．5� 25．4�
816 ホッコーベンヌ 牝2栗 54 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 430± 02：07．24 483．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，520，900円 複勝： 42，577，300円 枠連： 16，081，200円
馬連： 57，267，400円 馬単： 35，492，100円 ワイド： 33，375，200円
3連複： 78，680，500円 3連単： 113，556，900円 計： 408，551，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 1，100円 � 130円 枠 連（3－5） 16，970円

馬 連 �� 28，950円 馬 単 �� 53，880円

ワ イ ド �� 6，420円 �� 410円 �� 4，050円

3 連 複 ��� 27，870円 3 連 単 ��� 309，500円

票 数

単勝票数 計 315209 的中 � 32780（3番人気）
複勝票数 計 425773 的中 � 45519（3番人気）� 6689（10番人気）� 115557（1番人気）
枠連票数 計 160812 的中 （3－5） 734（28番人気）
馬連票数 計 572674 的中 �� 1533（41番人気）
馬単票数 計 354921 的中 �� 494（79番人気）
ワイド票数 計 333752 的中 �� 1251（42番人気）�� 23209（2番人気）�� 1994（31番人気）
3連複票数 計 786805 的中 ��� 2117（67番人気）
3連単票数 計1135569 的中 ��� 266（543番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．5―48．8―1：01．3―1：13．9―1：26．4―1：38．7―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マキシマムドパリ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．30 京都3着

2012．2．1生 牝2芦 母 マドモアゼルドパリ 母母 ア ド マ イ ス 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 スペリオルラスター号の騎手W．ビュイックは，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒロフォーシーズン号
※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。

3406412月21日 晴 重 （26阪神5）第6日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時30分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

612 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 444＋ 41：37．1 2．1�
12 グランディフローラ 牝2鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 460－ 21：37．42 10．3�
816 ラ ク ア ミ 牝2栗 54 幸 英明西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 クビ 54．6�
11 サウンドドゥイット 牡2鹿 55 北村 友一増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 450＋ 21：37．61� 77．1�
713 プルメリアスター 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 408－ 21：37．7� 63．5�
714 ゴーントレット 牡2黒鹿55 武 豊寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 クビ 4．0	
35 ヘ イ ム ダ ル 牡2黒鹿55 菱田 裕二岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 490＋141：37．8クビ 87．6

36 クリノテンホー 牡2鹿 55 小牧 太栗本 博晴氏 橋口弘次郎 様似 様似渡辺牧場 414± 0 〃 クビ 41．2�
59 アドマイヤスカイ 牡2青鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 ハナ 9．5�
24 ビーチパラソル 牝2芦 54 藤岡 佑介谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 466－ 21：37．9クビ 27．3
818 サンライズフレーズ 牡2鹿 55 W．ビュイック 松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 450＋ 21：38．53� 18．6�

（英）

510 サワヤカムスメ 牝2鹿 54 柴山 雄一永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 428＋ 21：38．92� 373．0�
48 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± 01：39．0クビ 386．4�
23 ディープフォルツァ 牡2鹿 55 R．ムーア �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 434＋121：39．53 7．3�

（英）

715 ビッグスペンダー 牡2鹿 55 柴田 大知中辻 明氏 日吉 正和 新冠 パカパカ
ファーム 456－ 41：40．56 389．3�

817 イチザサムライ 牡2栗 55 太宰 啓介奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 サンローゼン 458± 01：40．92� 260．5�
611 バトルベヌス 牝2栗 54 高倉 稜宮川 秋信氏 森田 直行 新ひだか 沖田 忠幸 414－ 21：41．75 627．1�
47 スマートソフィア 牝2鹿 54 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 日高 いとう牧場 486± 01：42．01� 175．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，885，700円 複勝： 60，459，800円 枠連： 18，116，400円
馬連： 67，145，000円 馬単： 43，644，900円 ワイド： 43，204，200円
3連複： 90，552，900円 3連単： 140，834，900円 計： 502，843，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 230円 � 780円 枠 連（1－6） 870円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，540円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 8，850円 3 連 単 ��� 22，440円

票 数

単勝票数 計 388857 的中 � 148063（1番人気）
複勝票数 計 604598 的中 � 158426（1番人気）� 61922（4番人気）� 14011（9番人気）
枠連票数 計 181164 的中 （1－6） 16040（3番人気）
馬連票数 計 671450 的中 �� 40784（4番人気）
馬単票数 計 436449 的中 �� 20216（5番人気）
ワイド票数 計 432042 的中 �� 31289（3番人気）�� 6891（15番人気）�� 3473（31番人気）
3連複票数 計 905529 的中 ��� 7668（27番人気）
3連単票数 計1408349 的中 ��� 4550（65番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．9―12．4―12．7―12．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．5―35．4―47．8―1：00．5―1：12．6―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．6
3 4（2，7）（14，16）（9，10，17）12（3，18）5，13，1－（11，6，8）－15 4 4，7（2，14）（10，16）（9，12，18，17）5（3，6）13，1，8－（11，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキークイーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Away デビュー 2014．12．7 阪神2着

2012．2．8生 牝2鹿 母 ミュージカルウェイ 母母 Mulika 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 ディープフォルツァ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルベヌス号・スマートソフィア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月

21日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ディープフォルツァ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年1月21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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ブリーズヴェール号・ミラクルナイト号
（非抽選馬） 1頭 ウエイブ号
※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。



3406512月21日 晴 稍重 （26阪神5）第6日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・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
2：00．8
1：59．9

良
良

67 コティニャック 牡2青鹿55 田辺 裕信伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン
牧場 500 ―2：05．2 6．8�

55 ショウボート 牡2栗 55 R．ムーア 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 アタマ 3．6�
（英）

811 バイザウェイ 牡2青鹿55 蛯名 正義 Him Rock Racing 高橋 義忠 浦河 桑田フアーム 470 ―2：05．52 9．6�
22 メリーモナーク 牡2鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 458 ―2：05．7� 3．3�
11 サンライズセンス 牡2栗 55 柴田 大知松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 512 ―2：06．02 36．8�
810 エイシンアルマイト 牡2黒鹿55 和田 竜二	栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 土田 扶美子 498 ―2：06．1クビ 18．5

78 レッドルグラン 牡2鹿 55 岩田 康誠 	東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 508 ―2：06．2� 10．1�
33 レインスコール 牝2鹿 54 池添 謙一松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 402 ―2：06．52 54．1�
66 エイシンナセル 牡2鹿 55 太宰 啓介	栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 482 ―2：06．6クビ 5．8
44 ドラゴンバローズ 牡2栗 55 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 490 ― 〃 クビ 23．8�
79 オウケンクイーン 牝2栗 54 北村 宏司福井 明氏 千田 輝彦 日高 シンボリ牧場 480 ―2：07．77 63．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，787，200円 複勝： 35，623，700円 枠連： 13，703，700円
馬連： 52，729，600円 馬単： 31，345，900円 ワイド： 27，567，400円
3連複： 66，168，000円 3連単： 104，779，800円 計： 358，705，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 170円 � 240円 枠 連（5－6） 740円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 570円 �� 870円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 20，960円

票 数

単勝票数 計 267872 的中 � 31275（4番人気）
複勝票数 計 356237 的中 � 45152（4番人気）� 60902（3番人気）� 34434（5番人気）
枠連票数 計 137037 的中 （5－6） 14268（3番人気）
馬連票数 計 527296 的中 �� 28772（5番人気）
馬単票数 計 313459 的中 �� 6941（14番人気）
ワイド票数 計 275674 的中 �� 12589（4番人気）�� 7879（11番人気）�� 10685（8番人気）
3連複票数 計 661680 的中 ��� 12998（13番人気）
3連単票数 計1047798 的中 ��� 3623（68番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．2―13．2―13．0―12．7―12．4―12．1―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―37．6―50．8―1：03．8―1：16．5―1：28．9―1：41．0―1：52．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コティニャック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2012．4．6生 牡2青鹿 母 オ ル レ ア ン 母母 ゴールドシェイド 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3406612月21日 晴 稍重 （26阪神5）第6日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時55分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

33 スマートグレイス 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 460－ 81：10．7 3．2�
45 シンフォニア 牝2栗 54 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 472－ 21：10．8� 21．1�
11 ニホンピロサンダー 牡2黒鹿55 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 464± 01：10．9� 22．8�
814 ナムラマミー 牝2鹿 54 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 422＋ 81：11．0� 16．6�
58 ロ ッ ト リ ー 牝2鹿 54 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 426＋16 〃 クビ 55．3�
610 ダンツメガヒット 	2栗 55 北村 友一山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 468－ 21：11．1� 80．0�
813 ブラッククローバー 牡2黒鹿55 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 478± 01：11．2クビ 11．2	
712 ゼンノイザナギ 牡2栗 55 戸崎 圭太大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 476＋ 2 〃 クビ 10．4

711
 イ ッ テ ツ 牡2鹿 55 R．ムーア 林 正道氏 矢作 芳人 愛 Swordle-

stown Stud 472－ 41：11．3クビ 2．0�
（英）

69 � タイセイスウォード 牡2芦 55 菱田 裕二田中 成奉氏 森田 直行 むかわ 上水牧場 464－ 2 〃 クビ 68．0�
34 アグネスユーリヤ 牡2鹿 55 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 464＋ 41：11．4� 41．4
57 メイショウオヤシオ 	2栗 55 岩田 康誠松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 458＋ 41：11．5� 115．0�
22 プルーヴダモール 牝2芦 54 幸 英明 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 438± 01：11．6� 35．6�
46 タマモクラリティー 牝2鹿 54 北村 宏司タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 436－121：11．91� 118．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，612，100円 複勝： 49，425，700円 枠連： 21，287，400円
馬連： 75，320，900円 馬単： 46，909，200円 ワイド： 41，992，200円
3連複： 93，320，200円 3連単： 154，517，700円 計： 521，385，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 190円 � 520円 � 590円 枠 連（3－4） 3，160円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，340円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 18，250円 3 連 単 ��� 75，280円

票 数

単勝票数 計 386121 的中 � 94746（2番人気）
複勝票数 計 494257 的中 � 86982（2番人気）� 21815（6番人気）� 18919（7番人気）
枠連票数 計 212874 的中 （3－4） 5220（8番人気）
馬連票数 計 753209 的中 �� 16618（10番人気）
馬単票数 計 469092 的中 �� 6451（16番人気）
ワイド票数 計 419922 的中 �� 8184（13番人気）�� 8184（13番人気）�� 2350（41番人気）
3連複票数 計 933202 的中 ��� 3834（53番人気）
3連単票数 計1545177 的中 ��� 1488（191番人気）

ハロンタイム 12．4―10．3―11．1―11．9―11．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．7―33．8―45．7―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．9
3 3－11，8，13－（6，14）（1，5）2，10，4，12（7，9） 4 3－11（8，13）－14，5，1－6，2－10（7，12）4，9

勝馬の
紹 介

スマートグレイス �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 トワイニング デビュー 2014．11．16 京都1着

2012．3．2生 牝2栗 母 チーキーガールズ 母母 ブルーベイブリッジ 2戦2勝 賞金 14，200，000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。



3406712月21日 晴 不良 （26阪神5）第6日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時25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
1：08．8
1：08．7

重
重

59 � ミリオンヴォルツ 牡5鹿 57 福永 祐一林 正道氏 高野 友和 米 WinStar
Farm LLC 498＋ 21：10．0 2．3�

36 � エイシンラナウェー 牡3栗 56 幸 英明�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn
Farm, Inc. 486＋ 41：10．31	 4．0�

714 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 460＋ 6 〃 アタマ 15．7�
35 サ ン シ カ ゴ 牡3栗 56 秋山真一郎加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 486＋101：10．4
 9．1�
24 � ミッキーマンデー 牡4栗 57 田辺 裕信三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 480± 01：10．82
 23．9�
48 ラフジェントリー 牡4黒鹿57 蛯名 正義今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B498＋ 4 〃 クビ 16．4	
12 サウンドカール 牡3青鹿56 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 476＋121：10．9クビ 134．9

612� ロケットダッシュ 牡4鹿 57 R．ムーア �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 490＋ 61：11．0	 13．0�
（英）

47 ハドソンシチー 牡4黒鹿57 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 464＋121：11．1	 40．6
713�� ウ タ ヒ メ 牝4鹿 55 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 478＋ 81：11．2
 138．0�
611� ヴードゥーフェスト 牡4青鹿57 藤岡 佑介 �社台レースホース宮 徹 米 Shadai Cor-

poration 544＋ 31：11．41� 199．2�
815 カシノヒカル 牡3鹿 56 高倉 稜柏木 務氏 境 直行 浦河 荻伏三好フ

アーム 472± 0 〃 アタマ 116．4�
11 ナリタメロディ 牝3青鹿54 四位 洋文�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 434± 01：11．71	 214．9�
510� エクセレンフレール 牡4鹿 57 北村 宏司加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. 516＋121：12．33
 69．3�
23 � レアヴェントゥーレ 牡4芦 57 戸崎 圭太小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing

Stable LLC 526－141：12．62 23．4�
816 デンコウライド 牡3青鹿56 北村 友一田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 462－ 2 （競走中止） 8．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，711，900円 複勝： 48，175，700円 枠連： 22，250，500円
馬連： 81，468，000円 馬単： 44，058，800円 ワイド： 42，274，100円
3連複： 101，123，800円 3連単： 141，430，700円 計： 516，493，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 140円 � 250円 枠 連（3－5） 310円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 220円 �� 480円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 4，870円

票 数

単勝票数 計 357119 的中 � 121711（1番人気）
複勝票数 計 481757 的中 � 122221（1番人気）� 93469（2番人気）� 34727（5番人気）
枠連票数 計 222505 的中 （3－5） 54850（1番人気）
馬連票数 計 814680 的中 �� 129998（1番人気）
馬単票数 計 440588 的中 �� 35960（1番人気）
ワイド票数 計 422741 的中 �� 57781（1番人気）�� 21022（3番人気）�� 13498（9番人気）
3連複票数 計1011238 的中 ��� 52504（2番人気）
3連単票数 計1414307 的中 ��� 21049（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．5―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―33．9―45．4―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミリオンヴォルツ �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2011．10．23 東京1着

2009．1．27生 牡5鹿 母 Racetothealtar 母母 Time for a Wedding 21戦3勝 賞金 43，170，000円
〔発走状況〕 デンコウライド号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 デンコウライド号は，発走直後に急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 デンコウライド号は，平成26年12月22日から平成27年1月20日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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） 2頭 キーブランド号・タマモユウトウセイ号
（非抽選馬） 2頭 ギャラクシーエクス号・スターペスユウコ号
※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。

3406812月21日 晴 不良 （26阪神5）第6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）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

47 レッドサクセサー 牡4青鹿57 R．ムーア �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 542＋ 21：50．3 7．0�
（英）

12 タガノビリーヴィン 牡4黒鹿57 武 幸四郎八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 500＋ 6 〃 ハナ 3．4�
714 エクストラゴールド 牡3栗 56 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 520＋12 〃 アタマ 3．3�
24 アテンファースト 牡4栗 57 幸 英明玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 484± 01：50．4� 26．7�
510 スペースクルーズ 牡3栗 56 柴山 雄一窪田 康志氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 594± 01：50．61� 9．5�
48 エーシンヘディング 牡4鹿 57 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 482＋ 21：50．7クビ 8．1	
59 � タンスチョキン 牝4鹿 55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 490＋101：50．8� 24．0

36 アーサーバローズ 牡5栗 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 476－ 21：50．9クビ 17．6�
23 ヴィンテージイヤー 牡5鹿 57 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B520＋121：51．11� 13．7�
816 サ ナ シ オ ン 牡5鹿 57 蛯名 正義 サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478－ 21：51．2� 102．8�
11 ヤマニンガーゴイル 牡7鹿 57 藤田 伸二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 500＋ 81：51．3� 139．3�
612 マイネルハルカゼ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 490＋ 61：51．4� 36．7�
815 ベストリガーズ 牡6鹿 57 岡田 祥嗣 キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 544＋20 〃 クビ 41．9�
35 ブラボーランサー 牡3鹿 56 菱田 裕二田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 526＋ 21：52．67 173．1�
611 オウケンゴールド 牡3栃栗56 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B494＋161：54．09 99．9�
713 グレイトエンブレム 	4栗 57 勝浦 正樹小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 424－ 41：54．74 258．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，029，600円 複勝： 56，099，900円 枠連： 24，439，000円
馬連： 90，649，500円 馬単： 46，189，600円 ワイド： 43，713，400円
3連複： 114，082，300円 3連単： 160，292，300円 計： 570，495，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 140円 � 130円 枠 連（1－4） 700円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 510円 �� 430円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 10，260円

票 数

単勝票数 計 350296 的中 � 39632（3番人気）
複勝票数 計 560999 的中 � 61926（3番人気）� 109272（2番人気）� 121861（1番人気）
枠連票数 計 244390 的中 （1－4） 26797（3番人気）
馬連票数 計 906495 的中 �� 44554（5番人気）
馬単票数 計 461896 的中 �� 9878（13番人気）
ワイド票数 計 437134 的中 �� 20256（3番人気）�� 24819（2番人気）�� 50414（1番人気）
3連複票数 計1140823 的中 ��� 63276（2番人気）
3連単票数 計1602923 的中 ��� 11324（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．2―49．4―1：00．8―1：12．6―1：24．6―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドサクセサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Westminster デビュー 2013．1．13 京都10着

2010．5．4生 牡4青鹿 母 オールザチャット 母母 Rory’s Helen 18戦4勝 賞金 44，182，000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 シゲルモトナリ号・スズカキングダム号・スズカルパン号・メイショウシンシア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3406912月21日 晴 稍重 （26阪神5）第6日 第9競走 ��
��1，600�

もとまち

元町ステークス
発走14時25分 （芝・右・外）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

610 ヴァンセンヌ 牡5鹿 57 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514＋141：35．8 4．2�

712 ダ ロ ー ネ ガ 牡5鹿 57 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 494＋ 2 〃 クビ 43．3�
22 ウインプリメーラ 牝4黒鹿55 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：35．9� 7．0�
35 オ ツ ウ 牝4鹿 55 W．ビュイック 大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B482＋10 〃 アタマ 18．9�

（英）

11 	 キョウエイバサラ 牡6芦 57 藤岡 佑介田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave
Bloodstock 518－ 81：36．0クビ 130．5	

713 リグヴェーダ 牡4鹿 57 蛯名 正義 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 458－ 2 〃 ハナ 13．8

47 ブレークビーツ 
4鹿 57 秋山真一郎吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 448± 01：36．2� 28．5�
58 ピークトラム 牡3黒鹿56 岩田 康誠吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 496＋10 〃 アタマ 8．3�
814 テイエムイナズマ 牡4黒鹿57 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 522＋ 4 〃 アタマ 10．5
34 ローレルブレット 牡5黒鹿57 北村 宏司 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 460＋ 4 〃 クビ 43．9�
815 プリンセスジャック 牝4栗 55 北村 友一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 488＋ 81：36．3クビ 56．7�
46 インプロヴァイズ 牡4青 57 R．ムーア �シルクレーシング 堀 宣行 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 41：36．83 4．0�
（英）

23 ウキヨノカゼ 牝4黒鹿55 田辺 裕信國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 484－ 61：36．9� 32．8�
59 ワードイズボンド 牡3青 56 戸崎 圭太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 534＋ 21：37．0クビ 7．6�
611 ノボリディアーナ 牝4栗 55 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 464＋ 21：37．21� 60．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，692，400円 複勝： 95，192，800円 枠連： 35，450，900円
馬連： 158，771，300円 馬単： 74，156，700円 ワイド： 71，259，800円
3連複： 191，069，200円 3連単： 272，889，500円 計： 956，482，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 920円 � 220円 枠 連（6－7） 2，350円

馬 連 �� 9，230円 馬 単 �� 14，510円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 540円 �� 3，680円

3 連 複 ��� 14，770円 3 連 単 ��� 81，380円

票 数

単勝票数 計 576924 的中 � 109675（2番人気）
複勝票数 計 951928 的中 � 159155（2番人気）� 20604（12番人気）� 116731（3番人気）
枠連票数 計 354509 的中 （6－7） 11663（12番人気）
馬連票数 計1587713 的中 �� 13322（33番人気）
馬単票数 計 741567 的中 �� 3832（53番人気）
ワイド票数 計 712598 的中 �� 6180（33番人気）�� 36560（3番人気）�� 4762（42番人気）
3連複票数 計1910692 的中 ��� 9697（45番人気）
3連単票数 計2728895 的中 ��� 2431（257番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―12．2―11．9―11．1―11．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．4―47．6―59．5―1：10．6―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァンセンヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2012．4．15 阪神1着

2009．4．11生 牡5鹿 母 フラワーパーク 母母 ノーザンフラワー 10戦5勝 賞金 57，918，000円
〔発走状況〕 ノボリディアーナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 オツウ号の騎手W．ビュイックは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・6番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ノボリディアーナ号は，平成26年12月22日から平成27年1月12日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※キョウエイバサラ号は，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。

3407012月21日 晴 重 （26阪神5）第6日 第10競走 ��
��2，000�ベテルギウスステークス

発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬
は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

11 マルカプレジオ 牡6栃栗56 福永 祐一河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 504＋ 82：01．8 12．9�
68 トウショウヘイロー 牡5鹿 56 小牧 太トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 530－202：02．01 20．6�
33 � ランウェイワルツ 牡3栗 55 R．ムーア �下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 502＋102：02．21	 2．9�

（英）

22 メイショウイチオシ 牡3黒鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 542－ 42：02．62	 6．8�
710 トウシンイーグル 
6鹿 56 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 480＋ 6 〃 アタマ 6．8	
56 マーチャンテイマー 牝5鹿 54 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 480－ 2 〃 クビ 64．7

69 カポーティスター 牡5黒鹿56 高倉 稜備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 536＋222：02．7クビ 42．3�
813� イッシンドウタイ 牡5鹿 56 藤岡 佑介�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 514＋ 62：03．02 39．3�
45 ドコフクカゼ 牡4黒鹿56 岩田 康誠國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 534＋24 〃 ハナ 3．0
812 マイネルバイカ 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 504＋ 62：03．42	 34．4�
711 タイムズアロー 牡6栗 56 戸崎 圭太 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋142：03．71� 17．0�
44 ジ ャ ン ナ 牡6鹿 56 浜中 俊前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 480－ 2 〃 クビ 115．5�
57 ラガートモヒーロ 牡5黒鹿56 藤田 伸二奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 476＋162：04．33	 151．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 61，197，800円 複勝： 89，567，200円 枠連： 37，681，100円
馬連： 180，517，900円 馬単： 90，237，500円 ワイド： 79，349，400円
3連複： 226，691，800円 3連単： 389，844，300円 計： 1，155，087，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 270円 � 390円 � 140円 枠 連（1－6） 8，160円

馬 連 �� 10，440円 馬 単 �� 23，920円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 560円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 9，960円 3 連 単 ��� 108，580円

票 数

単勝票数 計 611978 的中 � 37886（5番人気）
複勝票数 計 895672 的中 � 74639（5番人気）� 46424（7番人気）� 221176（1番人気）
枠連票数 計 376811 的中 （1－6） 3577（25番人気）
馬連票数 計1805179 的中 �� 13395（30番人気）
馬単票数 計 902375 的中 �� 2829（55番人気）
ワイド票数 計 793494 的中 �� 8390（24番人気）�� 38575（6番人気）�� 16040（13番人気）
3連複票数 計2266918 的中 ��� 17057（32番人気）
3連単票数 計3898443 的中 ��� 2603（283番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．4―13．7―12．3―12．2―12．3―11．8―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．1―48．8―1：01．1―1：13．3―1：25．6―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マルカプレジオ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．2．12 京都2着

2008．4．20生 牡6栃栗 母 バトルエンプレス 母母 レディータイクーン 19戦6勝 賞金 100，703，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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



3407112月21日 晴 稍重 （26阪神5）第6日 第11競走 ��
��1，600�第66回朝日杯フューチュリティステークス（ＧⅠ）

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

朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000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
［参考記録］

1：33．1
1：32．3
なし

1：33．4

良
良

良 （中山）

12 ダノンプラチナ 牡2芦 55 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 472＋ 61：35．9 4．6�
36 アルマワイオリ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 470＋ 21：36．0� 64．7�
714 クラリティスカイ 牡2鹿 55 岩田 康誠杉山 忠国氏 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 484＋121：36．1� 5．3�
11 ネオルミエール 牡2栗 55 柴山 雄一 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466± 01：36．3� 13．5�
612 アクティブミノル 牡2黒鹿55 武 豊吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482－ 4 〃 アタマ 29．9	
715 タガノエスプレッソ 牡2鹿 55 菱田 裕二八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 41：36．4� 18．7

816 ブライトエンブレム 牡2鹿 55 田辺 裕信 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 482＋ 8 〃 クビ 5．0�
59 アッシュゴールド 牡2栗 55 池添 謙一 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 21：36．5クビ 5．3�
23 コスモナインボール 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 472＋ 21：36．71	 30．2
35 タガノアザガル 牡2黒鹿55 四位 洋文八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440＋ 21：36．91� 179．3�
48 ナ ヴ ィ オ ン 牡2鹿 55 福永 祐一橋口 博氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 462＋ 2 〃 クビ 8．8�
611 ワキノヒビキ 牡2鹿 55 北村 宏司脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 486＋ 41：37．32� 118．1�
510 ジャストドゥイング 牡2鹿 55 川田 将雅前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 544＋ 81：37．62 59．9�
47 セカンドテーブル 牡2栗 55 戸崎 圭太山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 448＋ 61：37．8� 36．2�
24 ケツァルテナンゴ 牡2鹿 55 浜中 俊�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 480－ 21：37．9� 57．0�
817 ペイシャオブロー 牡2鹿 55 和田 竜二北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 494＋121：38．53� 160．9�
818 メイショウマサカゼ 牡2黒鹿55 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 504＋ 41：39．45 166．8�
713 ペプチドウォヘッド 牡2鹿 55 R．ムーア 沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 460－ 61：41．9大差 19．1�

（英）

（18頭）

売 得 金
単勝： 503，271，800円 複勝： 550，330，800円 枠連： 424，963，200円 馬連： 1，817，572，500円 馬単： 862，776，700円
ワイド： 597，443，500円 3連複： 2，469，362，800円 3連単： 4，599，146，100円 5重勝： 681，454，100円 計： 12，506，321，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 1，060円 � 180円 枠 連（1－3） 6，160円

馬 連 �� 14，050円 馬 単 �� 20，260円

ワ イ ド �� 4，030円 �� 440円 �� 4，520円

3 連 複 ��� 20，560円 3 連 単 ��� 133，570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����� 368，350円

票 数

単勝票数 計5032718 的中 � 859341（1番人気）
複勝票数 計5503308 的中 � 862956（2番人気）� 97383（14番人気）� 936260（1番人気）
枠連票数 計4249632 的中 （1－3） 53439（19番人気）
馬連票数 計18175725 的中 �� 100242（35番人気）
馬単票数 計8627767 的中 �� 31931（56番人気）
ワイド票数 計5974435 的中 �� 36070（39番人気）�� 383246（1番人気）�� 32081（45番人気）
3連複票数 計24693628 的中 ��� 90047（58番人気）
3連単票数 計45991461 的中 ��� 24962（371番人気）
5重勝票数 計6814541 的中 ����� 1295

ハロンタイム 11．9―11．0―12．0―12．4―12．5―12．2―11．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
11．9―22．9―34．9―47．3―59．8―1：12．0―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンプラチナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2014．9．6 札幌2着

2012．3．23生 牡2芦 母 バ デ ィ ー ラ 母母 Magical Allure 4戦3勝 賞金 89，147，000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） 1頭 レンイングランド号
（非抽選馬） 9頭 アドマイヤゴッド号・アンビシャス号・サトノフラム号・シンキングロージス号・ダッシングブレイズ号・

フミノムーン号・マリオーロ号・ヤマニンマンドール号・ラブミークン号
※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。

3407212月21日 晴 重 （26阪神5）第6日 第12競走 ��
��1，400�クリスマスキャロル賞

発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000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 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± 01：22．7 7．6�

36 ガッサンプレイ 牡4栗 57 北村 宏司西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 472＋ 21：22．8� 34．2�
815 ワイルドダラー 牡3青鹿56 R．ムーア Him Rock Racing 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 496± 0 〃 クビ 8．2�

（英）

23 フミノファルコン 牡4黒鹿57 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 544＋ 4 〃 ハナ 2．6�
59 サウンドトゥルー 	4栗 57 岩田 康誠山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 41：23．01
 3．9�
816 ガ ン ジ ー 牡3栗 56 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 500＋ 81：23．31� 9．1�
24 テーオーサクセス 牡6黒鹿57 小牧 太小笹 公也氏 笹田 和秀 新冠 川上牧場 500± 0 〃 クビ 46．5	
35 サ ノ イ チ 牡3鹿 56 田辺 裕信ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 482＋ 41：23．51
 15．5

714 マイネオレンジ 牝4栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 490± 01：23．6� 53．0�
12 バ コ パ 牡5栗 57 四位 洋文畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 480－ 21：23．7� 131．7
611 スペシャルギフト 	3栗 56 W．ビュイック �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：23．8クビ 10．8�

（英）

47 ハ ヤ ブ サ 牡5鹿 57 太宰 啓介西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 472＋ 2 〃 アタマ 199．0�
48 シゲルケンシン 牡7鹿 57 和田 竜二森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 480＋ 4 〃 クビ 215．8�
612 ジャマイカジョー 牡6黒鹿57 高倉 稜薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 468＋ 61：23．9� 110．4�
713� フ ィ オ リ ア 牡6鹿 57 菱田 裕二藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.

Partners 488＋141：24．0クビ 186．1�
11 � ジャルダンスクレ 牝4鹿 55 田中 博康前田 幸治氏 中竹 和也 米 Dell Ridge

Farm, LLC 508± 01：24．85 112．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 101，029，000円 複勝： 135，928，900円 枠連： 75，391，300円
馬連： 255，465，600円 馬単： 129，260，600円 ワイド： 119，564，600円
3連複： 320，429，900円 3連単： 584，338，700円 計： 1，721，408，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 270円 � 590円 � 350円 枠 連（3－5） 1，340円

馬 連 �� 11，470円 馬 単 �� 18，790円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 1，230円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 26，390円 3 連 単 ��� 162，000円

票 数

単勝票数 計1010290 的中 � 105482（3番人気）
複勝票数 計1359289 的中 � 143303（3番人気）� 54989（8番人気）� 102147（5番人気）
枠連票数 計 753913 的中 （3－5） 43517（5番人気）
馬連票数 計2554656 的中 �� 17251（28番人気）
馬単票数 計1292606 的中 �� 5157（53番人気）
ワイド票数 計1195646 的中 �� 10571（25番人気）�� 25567（13番人気）�� 9150（27番人気）
3連複票数 計3204299 的中 ��� 9105（68番人気）
3連単票数 計5843387 的中 ��� 2615（402番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．6―46．5―58．5―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクセスフェイト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．6．9 阪神1着

2009．5．14生 牡5黒鹿 母 フェアレストケープ 母母 Myth 15戦3勝 賞金 38，294，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンライズネオ号・ポメグラネイト号
（非抽選馬） 3頭 キョウワリベラル号・メイショウオセアン号・ワンダーアベニール号
※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。

５レース目



（26阪神5）第6日 12月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 185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

333，160，000円
9，620，000円
3，340，000円
30，620，000円
72，496，500円
5，476，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
982，245，500円
1，262，514，800円
718，929，100円
2，943，538，600円
1，470，872，800円
1，159，519，000円
3，901，625，100円
6，888，372，200円
681，454，100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 20，009，071，200円

総入場人員 23，869名 （有料入場人員 21，339名）
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