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3407312月27日 晴 良 （26阪神5）第7日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （ダート・右）

牝，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

12 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 446－ 41：54．7 1．3�

36 コ コ 牝2芦 54 戸崎 圭太副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 528－ 21：54．8� 8．0�
611 ソウルヴァルキリー 牝2鹿 54 和田 竜二髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 464－121：55．22� 15．7�
510 ル ナ ツ ー 牝2鹿 54 太宰 啓介萩 英男氏 坪 憲章 日高 中川 哲也 458＋ 21：55．3� 12．8�
612 タイキアデリナ 牝2鹿 54 国分 恭介�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 高松牧場 466＋ 41：55．4� 39．8	
47 ブリーズヴェール 牝2黒鹿 54

52 △小崎 綾也 �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± 01：56．03� 322．7

23 アムールサンライズ 牝2芦 54 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 426－ 21：56．1� 24．5�
714 マイティーフライ 牝2鹿 54 �島 良太�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 434＋ 41：56．63 27．1�
815 メイショウアルパ 牝2鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 468－ 21：57．45 13．0
35 ヴェンティミリア 牝2鹿 54

52 △岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 476＋ 21：57．5� 435．1�
713 メイショウワゴコロ 牝2青鹿54 田辺 裕信松本 好雄氏 中村 均 浦河 谷川牧場 436± 01：57．7� 49．1�
816 アルボルデヴィダ 牝2鹿 54 川島 信二泉 一郎氏 飯田 祐史 浦河 高野牧場 480－ 61：58．02 368．5�
48 エルフベレーザ 牝2黒鹿 54

51 ▲義 英真村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B448＋ 21：58．1� 243．4�
59 プリュクベル 牝2鹿 54

52 △松若 風馬加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488－101：58．42 119．2�

11 チェイスザチャンス 牝2鹿 54
51 ▲城戸 義政畑 清介氏 田所 秀孝 様似 髙村 伸一 490－ 81：58．61� 189．2�

24 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± 02：00．3大差 451．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，198，100円 複勝： 131，531，100円 枠連： 15，820，500円
馬連： 58，366，800円 馬単： 49，194，300円 ワイド： 36，550，500円
3連複： 79，486，500円 3連単： 147，507，800円 計： 550，655，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 170円 � 200円 枠 連（1－3） 430円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 240円 �� 340円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 3，630円

票 数

単勝票数 計 321981 的中 � 194923（1番人気）
複勝票数 計1315311 的中 � 1031411（1番人気）� 54873（2番人気）� 40418（5番人気）
枠連票数 計 158205 的中 （1－3） 28464（1番人気）
馬連票数 計 583668 的中 �� 91866（1番人気）
馬単票数 計 491943 的中 �� 65900（1番人気）
ワイド票数 計 365505 的中 �� 43707（1番人気）�� 27714（4番人気）�� 7527（13番人気）
3連複票数 計 794865 的中 ��� 36837（4番人気）
3連単票数 計1475078 的中 ��� 29458（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―14．2―13．4―13．2―12．7―12．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―37．8―51．2―1：04．4―1：17．1―1：29．6―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

トーホウレゼルヴ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2014．12．14 阪神2着

2012．3．27生 牝2黒鹿 母 トーホウアスカ 母母 カガミアスカ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スキュラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月27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） 3頭 ストームアラート号・タガノプリマドンナ号・ヤマノルミナス号

3407412月27日 晴 良 （26阪神5）第7日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

48 ブルームーン 牡2鹿 55
53 △小崎 綾也�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋ 61：12．0 15．5�
612 ワンラヴワンハート 牡2青鹿55 田辺 裕信山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 61：12．42� 27．5�
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 500＋ 41：12．61� 11．3�
12 バ リ キ 牡2栗 55 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 448＋181：12．7	 7．4�
24 テイエムマンキチ 牡2芦 55 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 松田牧場 432± 01：13．33� 64．3�
611 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± 0 〃 クビ 2．0	
816 サウスリバティー 牡2栗 55 内田 博幸南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 456＋ 81：13．4	 14．1

59 エイシンアンティー 牝2青鹿54 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 468－ 21：13．71	 16．8�
713 ペプチドアルマ 牡2黒鹿55 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 458＋141：13．91� 16．5�
11 キャロライン 牡2栗 55 中谷 雄太北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 494＋ 21：14．11� 29．9
23 ワンダースパイア 牡2青鹿 55

53 △岩崎 翼山本 能行氏 小崎 憲 浦河 大島牧場 452－ 21：14．2� 233．2�
47 マコトグランドゥ 牡2栗 55 小牧 太�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 466± 0 〃 クビ 5．7�
35 オーミエルサ 牝2鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 416± 01：14．3	 342．5�
815 セ イ ブ ア ス 牡2鹿 55 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 510＋ 81：15．15 550．7�
36 アナザーデイ 牝2芦 54 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 468＋ 41：15．2� 301．7�
714 ハヤブサロックオン 牡2鹿 55 戸崎 圭太武田 修氏 
島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 476＋121：15．51	 65．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，775，900円 複勝： 55，403，700円 枠連： 17，148，300円
馬連： 62，089，800円 馬単： 38，985，900円 ワイド： 37，512，700円
3連複： 83，609，100円 3連単： 125，078，500円 計： 448，603，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 650円 � 760円 � 390円 枠 連（4－6） 420円

馬 連 �� 22，610円 馬 単 �� 38，420円

ワ イ ド �� 4，570円 �� 2，320円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 53，180円 3 連 単 ��� 379，420円

票 数

単勝票数 計 287759 的中 � 14821（6番人気）
複勝票数 計 554037 的中 � 21987（8番人気）� 18450（9番人気）� 40529（4番人気）
枠連票数 計 171483 的中 （4－6） 31181（1番人気）
馬連票数 計 620898 的中 �� 2128（47番人気）
馬単票数 計 389859 的中 �� 761（86番人気）
ワイド票数 計 375127 的中 �� 2100（44番人気）�� 4206（25番人気）�� 2924（33番人気）
3連複票数 計 836091 的中 ��� 1179（115番人気）
3連単票数 計1250785 的中 ��� 239（709番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．6―11．8―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．3―47．1―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルームーン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．9．27 阪神14着

2012．3．8生 牡2鹿 母 ルアシェイア 母母 ファレノプシス 2戦1勝 賞金 5，000，000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） 5頭 カシノノゾミ号・シュンイキ号・タキオンレディー号・テイエムジャック号・ローガンカズマ号

第５回 阪神競馬 第７日



3407512月27日 晴 良 （26阪神5）第7日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時10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

12 ヒラボクテイオー 牡2黒鹿55 北村 友一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 516－ 61：25．7 7．9�
612 ラインシュナイダー 牡2鹿 55 国分 優作大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 470－ 81：26．33� 10．0�
23 オンワードバース 牡2鹿 55 藤田 伸二樫山 章子氏 柴田 政見 新冠 高橋 忍 438－ 4 〃 アタマ 18．4�
11 リッカクロフネ 牡2芦 55 岩田 康誠立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 478＋ 61：26．61� 4．1�
35 エイシンダンサー 牡2鹿 55 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 460＋ 4 〃 クビ 4．1�
47 ダ ン カ ン 牡2鹿 55 菱田 裕二杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 452＋ 61：26．7クビ 152．2	
611 エンプレスダンス 牝2鹿 54 C．デムーロ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 2 〃 クビ 6．0

（仏）

714 メイショウゲントク 牡2栗 55 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 456＋101：26．91� 17．1�
36 カ ペ ナ 牡2芦 55 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 村山 明 千歳 社台ファーム 538－ 4 〃 ハナ 91．5�
24 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 434－ 21：27．0クビ 83．9
59 モアザンイナフ 牡2黒鹿55 小牧 太宮川 純造氏 加用 正 浦河 笹地牧場 452＋ 2 〃 クビ 121．2�
815 アドマイヤジャズ 牡2青鹿55 内田 博幸近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458－ 41：27．1クビ 12．3�
48 ハクユウゼウス 牡2鹿 55

53 △小崎 綾也 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 佐藤 静子 458＋ 21：28．05 312．6�
713 カ ツ カ モ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太北側 雅勝氏 森 秀行 新冠 富本 茂喜 450＋ 61：28．1� 27．9�
816 スーパーノヴァ 牡2栗 55 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 478＋ 21：28．52� 17．7�
510 タガノアラシ 牡2黒鹿55 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514＋ 61：29．56 20．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，263，000円 複勝： 59，613，100円 枠連： 23，572，400円
馬連： 67，422，200円 馬単： 37，706，500円 ワイド： 40，424，400円
3連複： 96，670，900円 3連単： 123，573，600円 計： 480，246，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 250円 � 330円 � 380円 枠 連（1－6） 590円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 7，590円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，210円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 15，460円 3 連 単 ��� 84，040円

票 数

単勝票数 計 312630 的中 � 31551（4番人気）
複勝票数 計 596131 的中 � 67094（3番人気）� 45710（5番人気）� 38507（7番人気）
枠連票数 計 235724 的中 （1－6） 30495（2番人気）
馬連票数 計 674222 的中 �� 12672（18番人気）
馬単票数 計 377065 的中 �� 3724（30番人気）
ワイド票数 計 404244 的中 �� 8304（16番人気）�� 8674（13番人気）�� 4287（33番人気）
3連複票数 計 966709 的中 ��� 4687（58番人気）
3連単票数 計1235736 的中 ��� 1066（305番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．0―12．6―12．5―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．7―48．3―1：00．8―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．4
3 2（10，12）（1，15）（5，3）11（7，8）（4，6，9）（14，13）－16 4 ・（2，12）15（1，10）3（11，5）（7，9）4（6，8，13）14，16

勝馬の
紹 介

ヒラボクテイオー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Seattle Slew デビュー 2014．11．8 京都3着

2012．1．27生 牡2黒鹿 母 ノベンバースルー 母母 November Snow 3戦1勝 賞金 8，100，000円
※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 ギョイ号・ディプロイディ号
（非抽選馬） 1頭 チョウゴキゲン号
※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。

3407612月27日 晴 良 （26阪神5）第7日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時40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 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 438＋ 61：36．3 6．8�
48 ウェーブキング 牡2鹿 55 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 浦河 杵臼牧場 500＋ 41：36．61� 3．7�
47 ブライトボイス 牡2栗 55 北村 友一宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 492＋ 41：36．81� 41．1�
36 アグネスリュシアン 牝2鹿 54 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 460－ 6 〃 アタマ 324．3�
59 パラダイスリッジ 牝2鹿 54 W．ビュイック 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 440－ 6 〃 クビ 2．5�

（英）

611 ピースオブジャパン 牡2栗 55 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 480＋ 21：36．9	 6．8	
816 タイキラトナンジュ 牡2鹿 55 菱田 裕二
大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 448＋ 41：37．11	 74．5�
35 テイエムクロタカ 牡2青鹿55 川須 栄彦竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 多田 善弘 482＋ 2 〃 ハナ 41．2�
23 サンライズステラ 牡2鹿 55 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 440＋ 21：37．31 173．6
510 ジニアスミノル 牝2鹿 54 武 豊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 420＋ 41：37．61� 13．4�
817 エンパイアライン 牝2黒鹿54 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 久詞 森 笹川大晃牧場 492－ 2 〃 ハナ 80．1�
12 ハッピーキャップ 牡2黒鹿55 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 480＋101：37．81� 164．0�
713 ノンリケット 牝2栗 54

52 △小崎 綾也大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 藤沢牧場 422± 01：37．9� 411．9�
715 ブルースブレイカー 牡2鹿 55 C．デムーロ 市川 義美氏 安田 隆行 新ひだか フジワラフアーム 484－ 21：38．11� 26．6�

（仏）

818 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 416－ 2 〃 クビ 182．3�
11 
 エルラディユー 牝2鹿 54 内田 博幸飯田 正剛氏 角居 勝彦 米 Dr. Masa-

take Iida 452－ 41：38．52	 38．9�
714
 セイウンデライラ 牝2栗 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 森 秀行 米 Eaton &
Thorne,Inc. 484－ 2 〃 ハナ 58．4�

24 ノミネーション 牡2黒鹿55 戸崎 圭太石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 448－ 21：38．6� 20．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 41，350，900円 複勝： 61，512，500円 枠連： 24，601，000円
馬連： 76，340，800円 馬単： 44，610，300円 ワイド： 45，022，900円
3連複： 105，650，800円 3連単： 149，237，200円 計： 548，326，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 160円 � 820円 枠 連（4－6） 600円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 480円 �� 3，170円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 12，200円 3 連 単 ��� 65，850円

票 数

単勝票数 計 413509 的中 � 48039（4番人気）
複勝票数 計 615125 的中 � 74079（4番人気）� 130980（2番人気）� 14158（9番人気）
枠連票数 計 246010 的中 （4－6） 31776（3番人気）
馬連票数 計 763408 的中 �� 44880（3番人気）
馬単票数 計 446103 的中 �� 10994（9番人気）
ワイド票数 計 450229 的中 �� 26285（3番人気）�� 3460（31番人気）�� 5532（18番人気）
3連複票数 計1056508 的中 ��� 6490（32番人気）
3連単票数 計1492372 的中 ��� 1643（191番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．7―49．0―1：01．2―1：12．7―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンドリエッテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2014．12．7 阪神3着

2012．5．14生 牝2鹿 母 アナバシュドチャーム 母母 Unbridled Hope 2戦1勝 賞金 6，800，000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。



3407712月27日 晴 良 （26阪神5）第7日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時30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

44 リアルスティール 牡2鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498 ―1：50．8 1．2�
66 リベレーター 牡2鹿 55 四位 洋文 �サンデーレーシング 高橋 亮 安平 追分ファーム 484 ―1：51．43� 6．5�
22 メイショウリンクス 牡2鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 492 ―1：51．82� 22．9�
55 ペプチドホープフル 牡2鹿 55 W．ビュイック 沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 542 ―1：52．12 34．5�

（英）

33 ゴーオンハート 牡2黒鹿55 酒井 学�宮内牧場 天間 昭一 日高 佐々木牧場 452 ―1：52．31 106．0�
11 � エイシンカリバーン 牡2鹿 55 和田 竜二	栄進堂 川村 禎彦 米 Red Dog

Stables 468 ― 〃 クビ 11．6

89 ユウキエナージー 牝2黒鹿54 国分 優作ちきり組合 服部 利之 日高 日西牧場 462 ― 〃 ハナ 82．5�
88 ロードアルティスタ 牡2鹿 55 川田 将雅 	ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 476 ―1：53．04 7．2�
77 テイエムゴーケツ 牡2鹿 55 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 520 ― 〃 クビ 85．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 42，268，300円 複勝： 109，269，800円 枠連： 10，617，900円
馬連： 51，513，700円 馬単： 53，242，800円 ワイド： 29，266，400円
3連複： 68，325，800円 3連単： 201，296，000円 計： 565，800，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 130円 � 200円 枠 連（4－6） 370円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 170円 �� 380円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 2，240円

票 数

単勝票数 計 422683 的中 � 260169（1番人気）
複勝票数 計1092698 的中 � 855174（1番人気）� 65185（3番人気）� 30338（5番人気）
枠連票数 計 106179 的中 （4－6） 22061（2番人気）
馬連票数 計 515137 的中 �� 121260（1番人気）
馬単票数 計 532428 的中 �� 91517（2番人気）
ワイド票数 計 292664 的中 �� 53926（1番人気）�� 17755（5番人気）�� 8592（10番人気）
3連複票数 計 683258 的中 ��� 47343（4番人気）
3連単票数 計2012960 的中 ��� 65061（6番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．6―13．7―13．0―12．9―11．2―10．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．6―51．3―1：04．3―1：17．2―1：28．4―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F33．6
3 7－5，3，8（1，4）2，9，6 4 ・（7，5）（8，4）3（2，6，9）1

勝馬の
紹 介

リアルスティール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

2012．3．1生 牡2鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 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。

3407812月27日 晴 良 （26阪神5）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

56 スマイルフォース 牡2鹿 55 藤岡 佑介上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 468 ―1：55．5 142．5�
22 ナムラハンベエ 牡2鹿 55 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 518 ―1：55．81� 14．9�
45 スマートノエル 牝2鹿 54 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 462 ― 〃 クビ 7．5�
68 ハッピーシェフ 牡2鹿 55 W．ビュイック 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 日高 日高大洋牧場 494 ―1：55．9クビ 6．4�

（英）

33 メイショウカロッタ 牡2鹿 55 福永 祐一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 498 ―1：56．22 4．8�
69 トゥラクレス 牡2鹿 55 田辺 裕信�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 528 ―1：57．15 49．3	
812 ホットロード 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 加用 正 新ひだか 酒井 秀紀 484 ― 〃 クビ 53．6

710 ワンダーウインディ 牡2黒鹿55 幸 英明山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか 城地 清満 514 ―1：57．41� 37．9�
57 クリノリュウイーソ 牡2鹿 55 太宰 啓介栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 474 ―1：57．5� 149．4�
11 ライフトップスター 牡2栗 55

52 ▲義 英真谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 谷岡 正次 484 ―1：57．92� 136．2
44 メイショウアバラガ 牡2鹿 55 岩田 康誠松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 510 ―1：58．0� 1．7�
813 ウルドシャトル 牡2栗 55

53 △小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育
成牧場 454 ―1：58．63� 105．2�

711 セントボナパルト 牡2鹿 55 内田 博幸平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 492 ―1：59．87 83．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，763，700円 複勝： 44，314，700円 枠連： 16，678，300円
馬連： 54，324，000円 馬単： 41，680，900円 ワイド： 29，894，800円
3連複： 72，428，100円 3連単： 140，228，400円 計： 431，312，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，250円 複 勝 � 1，820円 � 350円 � 320円 枠 連（2－5） 17，390円

馬 連 �� 33，840円 馬 単 �� 128，110円

ワ イ ド �� 7，810円 �� 9，820円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 117，570円 3 連 単 ��� 1，048，090円

票 数

単勝票数 計 317637 的中 � 1782（12番人気）
複勝票数 計 443147 的中 � 5554（9番人気）� 34914（5番人気）� 39402（4番人気）
枠連票数 計 166783 的中 （2－5） 743（26番人気）
馬連票数 計 543240 的中 �� 1244（46番人気）
馬単票数 計 416809 的中 �� 244（109番人気）
ワイド票数 計 298948 的中 �� 966（49番人気）�� 767（55番人気）�� 7754（10番人気）
3連複票数 計 724281 的中 ��� 462（136番人気）
3連単票数 計1402284 的中 ��� 97（820番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．7―13．4―13．2―13．0―12．8―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―37．2―50．6―1：03．8―1：16．8―1：29．6―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．7
1
3
・（3，4）5－（6，8）13－（2，11）－9，10，7－12，1・（3，4，5）（6，8）2（11，13）7，9，12，10，1

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

勝馬の
紹 介

スマイルフォース �
�
父 バトルプラン �

�
母父 マヤノトップガン 初出走

2012．3．13生 牡2鹿 母 ジョイフルスマイル 母母 ゴーオンマイウェイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 メイショウアバラガ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。



3407912月27日 曇 良 （26阪神5）第7日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時30分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
2：10．1
2：10．0

良
良

59 フ ァ シ ー ノ 牡3鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 472± 02：14．5 2．9�
510� ラルプデュエズ 牡4黒鹿57 W．ビュイック 吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 19．7�

（英）

23 ペンタトニック 牡3栗 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：14．6	 13．4�
713� モンテエクリプス 牡5鹿 57 戸崎 圭太毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 462－ 22：14．8
 18．4�
47 ローザズカレッジ 牡4黒鹿57 C．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480＋14 〃 クビ 58．8�

（仏）

36 リ ノ リ オ 牡3黒鹿55 酒井 学	錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 500± 0 〃 ハナ 14．7

24 エーデルグランツ 牡3青鹿55 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：15．01 6．1�
35 ビップレボルシオン 牡3鹿 55 武 豊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 520＋ 62：15．1	 5．7�
12 � ベネフィットユー 牡5黒鹿57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 464＋ 82：15．2
 144．6
715 アドマイヤウイング 牝3鹿 53 四位 洋文近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 ハナ 40．7�
817 マイネルプレッジ 牡3鹿 55 G．ブノワ 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 82：15．3クビ 46．4�
（仏）

611 トウキョウタフガイ 牡3鹿 55 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム B472＋ 2 〃 ハナ 23．9�
11 トーホウスマート 牡4栗 57 藤岡 佑介東豊物産	 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 468－ 42：15．72	 7．6�
48 チェイスザゴールド 牡4鹿 57 佐久間寛志前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 544＋162：15．91	 146．8�
816� クリールハヤテ 牡5栗 57

55 △松若 風馬横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488± 02：16．0
 24．5�
612 クリノダイコクテン 牡3栃栗55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 478± 02：16．21� 152．1�
714 キングデザイヤー 4黒鹿57 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 498＋122：23．3大差 41．8�

（17頭）
818 フェイマスエンド 牡3栗 55

52 ▲義 英真 �シルクレーシング �島 一歩 新冠 中村農場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，149，900円 複勝： 71，302，200円 枠連： 30，804，700円
馬連： 88，986，600円 馬単： 46，418，000円 ワイド： 52，611，300円
3連複： 120，776，100円 3連単： 155，956，300円 計： 611，005，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 420円 � 320円 枠 連（5－5） 2，890円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 660円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 9，080円 3 連 単 ��� 39，130円

票 数

単勝票数 差引計 441499（返還計 194） 的中 � 121760（1番人気）
複勝票数 差引計 713022（返還計 442） 的中 � 173694（1番人気）� 35208（8番人気）� 50240（5番人気）
枠連票数 計 308047 的中 （5－5） 8258（12番人気）
馬連票数 差引計 889866（返還計 955） 的中 �� 23369（9番人気）
馬単票数 差引計 464180（返還計 303） 的中 �� 9202（11番人気）
ワイド票数 差引計 526113（返還計 410） 的中 �� 12013（11番人気）�� 21374（4番人気）�� 4727（37番人気）
3連複票数 差引計1207761（返還計 2002） 的中 ��� 9972（27番人気）
3連単票数 差引計1559563（返還計 1528） 的中 ��� 2889（99番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―11．7―13．5―12．8―12．6―12．2―11．9―11．6―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．8―35．5―49．0―1：01．8―1：14．4―1：26．6―1：38．5―1：50．1―2：01．7

コーナー
通過順位

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

2
4
14，17（7，10）（13，16）9，4，15（2，6）（3，12）－1－11（8，5）・（17，10）7（13，16）－9（15，4）（14，2，6）3，8，1（5，11，12）

勝馬の
紹 介

フ ァ シ ー ノ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．13 京都2着

2011．2．21生 牡3鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 11戦2勝 賞金 22，750，000円
〔出走取消〕 フェイマスエンド号は，疾病〔左前球節部挫創〕のため出走取消。
〔発走状況〕 チェイスザゴールド号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 ラルプデュエズ号の騎手W．ビュイックは，向正面で外側に斜行したことについて平成27年1月4日から平成27年1月11日

まで騎乗停止。（被害馬：16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングデザイヤー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月27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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カレングランブルー号
※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。

3408012月27日 曇 良 （26阪神5）第7日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

712 ナンヨーマーク 牡3青鹿56 岩田 康誠中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 518＋ 42：04．4 10．7�
33 ディアブルーダー 牡3鹿 56 幸 英明髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 522± 0 〃 クビ 3．8�
46 マ ル ケ サ ス 牡5青鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：05．03� 4．8�
34 シ ュ ミ ッ ト 牡4芦 57 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 496＋ 22：05．1クビ 3．6�
22 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 480－ 42：05．31	 30．4�
58 スズカルパン 牡5鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 474＋ 6 〃 クビ 14．6	
57 メイショウドゥーマ 牡4黒鹿57 藤岡 康太松本 好
氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 2 〃 ハナ 29．6�
814 タガノプリンス 牡6鹿 57 武 豊八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B466＋ 62：05．72� 6．5�
711
 ヤマカツティラノ 牡5鹿 57

55 △松若 風馬山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 486＋112：06．02 227．7
813 オペラハット 牡3鹿 56 藤田 伸二小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 456＋ 82：06．1クビ 30．3�
45 リーゼントブルース 牡5芦 57 中谷 雄太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B480± 02：06．41� 15．4�
69 カリスマサンタイム 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 516＋ 62：06．71� 229．5�
11 クールジャイロ 牡3栗 56 田辺 裕信川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B504－ 62：07．87 85．7�
610 スズカキングダム 牡5鹿 57

55 △岩崎 翼永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 514＋ 82：10．2大差 98．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，855，600円 複勝： 68，725，400円 枠連： 28，998，200円
馬連： 98，455，500円 馬単： 50，140，200円 ワイド： 48，696，500円
3連複： 128，238，600円 3連単： 180，786，100円 計： 643，896，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 340円 � 180円 � 190円 枠 連（3－7） 1，270円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，260円 �� 510円

3 連 複 ��� 5，220円 3 連 単 ��� 32，500円

票 数

単勝票数 計 398556 的中 � 29555（5番人気）
複勝票数 計 687254 的中 � 44546（6番人気）� 107015（2番人気）� 99444（4番人気）
枠連票数 計 289982 的中 （3－7） 17571（6番人気）
馬連票数 計 984555 的中 �� 30683（10番人気）
馬単票数 計 501402 的中 �� 6876（20番人気）
ワイド票数 計 486965 的中 �� 14244（9番人気）�� 9545（16番人気）�� 25732（4番人気）
3連複票数 計1282386 的中 ��� 18404（16番人気）
3連単票数 計1807861 的中 ��� 4032（108番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．0―13．6―13．4―13．7―13．2―12．1―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．0―34．0―47．6―1：01．0―1：14．7―1：27．9―1：40．0―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨーマーク �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．8．4 函館12着

2011．4．11生 牡3青鹿 母 フ ィ リ ス 母母 フィラストリート 12戦3勝 賞金 31，704，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



3408112月27日 曇 良 （26阪神5）第7日 第9競走 ��
��2，000�エ リ カ 賞

発走14時35分 （芝・右）
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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．9

良
良

67 ベ ル ー フ 牡2鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470± 02：02．4 4．1�

44 ク ル ー ガ ー 牡2黒鹿55 W．ビュイック �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498－ 42：02．5� 18．1�
（英）

812 シュヴァルグラン 牡2栗 55 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋102：02．71� 2．9�
79 フローレスダンサー 牝2鹿 54 C．デムーロ �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 アタマ 5．8�

（仏）

56 シンキングロージス 牡2黒鹿55 G．ブノワ 佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 458－102：02．9� 19．0�
（仏）

22 ノースストーム 牡2鹿 55 藤岡 佑介吉澤 克己氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 478＋142：03．0	 10．5	
11 ライドオンウインド 牡2栗 55 古川 吉洋名古屋友豊
 木原 一良 日高 春木 昭雄 498＋ 62：03．74 82．3�
811 ベステンダンク 牡2栗 55 武 豊市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 484＋ 2 〃 クビ 29．7�
33 ヒルノマレット 牡2黒鹿55 和田 竜二
ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 486＋12 〃 ハナ 36．9
68 フィールドリアン 牡2黒鹿55 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 ハナ 102．5�
710 ゴールドメダリオン 
2栗 55 国分 優作西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 430－ 62：04．55 90．6�
55 ダノンリバティ 牡2鹿 55 戸崎 圭太
ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522＋242：04．82 4．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 62，762，900円 複勝： 87，209，400円 枠連： 26，247，500円
馬連： 146，025，900円 馬単： 78，974，000円 ワイド： 64，773，500円
3連複： 167，590，800円 3連単： 290，253，800円 計： 923，837，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 420円 � 140円 枠 連（4－6） 4，790円

馬 連 �� 5，080円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 290円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 34，130円

票 数

単勝票数 計 627629 的中 � 120062（2番人気）
複勝票数 計 872094 的中 � 163490（2番人気）� 36922（7番人気）� 198458（1番人気）
枠連票数 計 262475 的中 （4－6） 4245（16番人気）
馬連票数 計1460259 的中 �� 22268（18番人気）
馬単票数 計 789740 的中 �� 7391（29番人気）
ワイド票数 計 647735 的中 �� 10963（15番人気）�� 67359（1番人気）�� 11052（14番人気）
3連複票数 計1675908 的中 ��� 28457（13番人気）
3連単票数 計2902538 的中 ��� 6165（109番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．1―12．9―12．8―12．4―11．9―11．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―36．6―49．5―1：02．3―1：14．7―1：26．6―1：38．5―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ー フ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．14 京都1着

2012．1．21生 牡2鹿 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 3戦2勝 賞金 21，084，000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。

3408212月27日 曇 良 （26阪神5）第7日 第10競走 ��
��1，400�

みょうけんさん

妙見山ステークス
発走15時10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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611 グレイスフルリープ 牡4栗 57 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 550＋ 61：23．4 4．5�

815 キングズガード 牡3鹿 56 田辺 裕信�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 438＋ 4 〃 ハナ 5．8�
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 484－ 2 〃 クビ 3．3�
24 アメージングタクト 牡4鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋181：23．61� 7．2�
713 グランプリナイト 牡4黒鹿57 戸崎 圭太�グランプリ 	島 一歩 新ひだか 川端 英幸 512＋ 21：23．7クビ 15．5	
12 アルボナンザ 牝4栗 55 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 470＋ 8 〃 ハナ 11．4

816
 キョウエイバサラ 牡6芦 57 G．ブノワ 田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 518± 0 〃 クビ 46．4�
（仏）

510 シンゼンレンジャー 牡5黒鹿57 川島 信二原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ
ナル牧場 508± 01：23．91� 310．9�

59 カーティスバローズ 牡4鹿 57 C．デムーロ 猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 510＋ 21：24．0クビ 31．3
（仏）

714 ナリタハリケーン 牡5鹿 57 北村 友一�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋10 〃 同着 84．5�

35 タイセイシュバリエ 牡5芦 57 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋10 〃 クビ 15．4�

47 ダノンハラショー 牡7栗 57 川須 栄彦�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：24．21� 127．6�
36 ハーロンベイ 牝4黒鹿55 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 61：24．3クビ 43．0�
11 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 B518＋ 21：24．62 60．7�
48 ダ ノ ン ミ ル �6栗 57 藤岡 佑介�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 468＋ 41：24．7� 23．6�
612 クラウンロゼ 牝4鹿 55 蛯名 正義矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 472－ 21：25．23 22．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，316，400円 複勝： 100，633，600円 枠連： 46，527，900円
馬連： 183，993，300円 馬単： 83，155，200円 ワイド： 83，887，300円
3連複： 237，776，000円 3連単： 334，750，400円 計： 1，130，040，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 150円 � 140円 枠 連（6－8） 1，240円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 510円 �� 330円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 9，890円

票 数

単勝票数 計 593164 的中 � 104882（2番人気）
複勝票数 計1006336 的中 � 155120（3番人気）� 161406（2番人気）� 208556（1番人気）
枠連票数 計 465279 的中 （6－8） 29014（5番人気）
馬連票数 計1839933 的中 �� 94947（5番人気）
馬単票数 計 831552 的中 �� 22346（7番人気）
ワイド票数 計 838873 的中 �� 39852（4番人気）�� 68610（1番人気）�� 53188（3番人気）
3連複票数 計2377760 的中 ��� 107429（2番人気）
3連単票数 計3347504 的中 ��� 24526（12番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．1―12．1―12．0―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―35．2―47．3―59．3―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイスフルリープ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．9．8 阪神2着

2010．5．12生 牡4栗 母 ラビットフット 母母 Argentario 21戦5勝 賞金 106，276，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アフリカンハンター号・タガノトネール号・トップフライアー号・ブルータンザナイト号・マヤノオントロジー号・

メイショウツレヅレ号
※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。



3408312月27日 曇 良 （26阪神5）第7日 第11競走 ��
��1，400�第9回阪 神 カ ッ プ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 1，358，000円 388，000円 194，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

48 リアルインパクト 牡6鹿 57 W．ビュイック �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 518－201：20．7 14．4�
（英）

818 コパノリチャード 牡4黒鹿57 武 豊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 6 〃 ハナ 7．5�
23 ダイワマッジョーレ 牡5鹿 57 C．デムーロ 大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 クビ 11．2�

（仏）

11 ウ リ ウ リ 牝4青 55 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468＋101：20．91 12．6�

59 ホエールキャプチャ 牝6芦 55 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 476± 01：21．0� 15．3	
24 オ リ ー ビ ン 牡5栗 57 岩田 康誠吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 490＋ 6 〃 ハナ 16．3

36 ミッキーアイル 牡3鹿 56 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478± 01：21．1クビ 3．7�
35 サクラアドニス 牡6黒鹿57 丸田 恭介�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 472＋ 6 〃 クビ 194．4�
47 ダノンプログラマー 	8青鹿57 国分 優作�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 462± 0 〃 アタマ 57．5
612 タガノブルグ 牡3鹿 56 藤岡 康太八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 61：21．2� 159．7�
715 サダムパテック 牡6鹿 57 菱田 裕二大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 21：21．41 52．9�
12 フォーエバーマーク 牝6鹿 55 幸 英明青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 506＋ 4 〃 ハナ 108．4�
611 サ ン カ ル ロ 牡8黒鹿57 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 6 〃 ハナ 14．2�
816 ク ラ レ ン ト 牡5栗 57 田辺 裕信前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 506± 0 〃 アタマ 10．1�
714 ロサギガンティア 牡3青 56 G．ブノワ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 536± 0 〃 アタマ 5．2�

（仏）

713 アドマイヤサガス 牡6青 57 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 530＋ 21：21．71� 214．5�
817 トーホウアマポーラ 牝5栗 55 酒井 学東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 504＋ 81：21．91� 68．1�
510 ハクサンムーン 牡5栗 57 戸崎 圭太河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 486＋ 41：22．32� 18．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 192，406，700円 複勝： 270，940，000円 枠連： 135，530，000円
馬連： 677，907，000円 馬単： 273，091，600円 ワイド： 281，124，700円
3連複： 1，004，201，700円 3連単： 1，446，794，100円 計： 4，281，995，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 490円 � 360円 � 330円 枠 連（4－8） 3，580円

馬 連 �� 9，230円 馬 単 �� 19，610円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 2，300円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 31，640円 3 連 単 ��� 213，360円

票 数

単勝票数 計1924067 的中 � 106594（8番人気）
複勝票数 計2709400 的中 � 137261（10番人気）� 197874（4番人気）� 228483（3番人気）
枠連票数 計1355300 的中 （4－8） 29271（18番人気）
馬連票数 計6779070 的中 �� 56912（42番人気）
馬単票数 計2730916 的中 �� 10441（90番人気）
ワイド票数 計2811247 的中 �� 21980（48番人気）�� 31569（34番人気）�� 30193（37番人気）
3連複票数 計10042017 的中 ��� 23803（123番人気）
3連単票数 計14467941 的中 ��� 4916（819番人気）

ハロンタイム 12．0―11．4―10．9―11．2―11．2―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．4―34．3―45．5―56．7―1：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．2
3 10，6（2，18）4（3，8）（1，16）（13，17）（5，14）（7，9）（11，15）12 4 10，6（2，18）（4，8）3（1，16）13（5，14，17）（7，9）11，15，12

勝馬の
紹 介

リアルインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Meadowlake デビュー 2010．10．24 東京1着

2008．5．14生 牡6鹿 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality 25戦4勝 賞金 396，094，000円
〔制裁〕 サクラアドニス号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：13番・

11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 エイシンブルズアイ号・キョウワマグナム号・サドンストーム号・サンディエゴシチー号・ショウナンワダチ号・

ホウライアキコ号・マイネルディアベル号・マコトナワラタナ号・メイショウツチヤマ号・メイショウヤタロウ号・
ラインブラッド号

※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。

3408412月27日 曇 良 （26阪神5）第7日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

12 プ ロ ク リ ス 牝3栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 476－ 21：37．0 7．4�
815 エデンロック 牡4鹿 57 岩田 康誠田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 472＋ 21：37．21� 5．5�
48 ディープサウス 牝4青 55 福永 祐一窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B460－ 2 〃 クビ 2．6�
612 ダンツカナリー 牝4青鹿55 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 472± 0 〃 ハナ 14．4�
35 	 ホッコーアムール 牝4青 55 藤岡 佑介矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 448＋ 21：37．3
 132．6�
47 クロイゼリンチャン 牝4鹿 55 和田 竜二 Him Rock Racing 高橋 康之 日高 北田 剛 438＋ 41：37．4クビ 56．1	
59 タマモトッププレイ 牡5黒鹿57 藤岡 康太タマモ
 南井 克巳 浦河 信成牧場 498± 01：37．5
 14．1�
713 ブリュネット 牝4栗 55

53 △小崎 綾也 
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 480＋ 8 〃 クビ 12．4�
714 サフランスカイ 牡3鹿 56 酒井 学海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 462＋ 4 〃 アタマ 210．2
23 ア メ リ 牝4栗 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454± 01：37．6
 14．5�
36 ゼンノコリオリ 牡4鹿 57 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 476－ 21：37．7� 22．9�
24 ラ デ ィ ウ ス 牡3鹿 56 松山 弘平名古屋友豊
 高野 友和 新冠 オリエント牧場 458＋ 4 〃 アタマ 40．6�
611	 エーシンルミナス 牝5鹿 55

52 ▲義 英真
栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 464－ 61：37．9� 77．7�
510 ラスヴェンチュラス 牝5鹿 55 G．ブノワ 西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 412± 01：38．0
 13．7�

（仏）

11 タツストロング 牡5栗 57 田辺 裕信原 司郎氏 �島 一歩 日高 坂戸 節子 510＋ 4 〃 クビ 13．1�
816 ロードストーム 3青鹿56 �島 良太 
ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 472－ 41：38．31� 254．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，130，600円 複勝： 114，566，000円 枠連： 57，039，200円
馬連： 220，448，200円 馬単： 109，341，300円 ワイド： 102，468，400円
3連複： 264，558，900円 3連単： 443，907，500円 計： 1，386，460，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 230円 � 170円 � 130円 枠 連（1－8） 1，330円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 460円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 17，950円

票 数

単勝票数 計 741306 的中 � 79522（3番人気）
複勝票数 計1145660 的中 � 102992（3番人気）� 161780（2番人気）� 299678（1番人気）
枠連票数 計 570392 的中 （1－8） 33113（4番人気）
馬連票数 計2204482 的中 �� 54865（10番人気）
馬単票数 計1093413 的中 �� 12115（21番人気）
ワイド票数 計1024684 的中 �� 22229（12番人気）�� 56411（3番人気）�� 94282（1番人気）
3連複票数 計2645589 的中 ��� 97191（1番人気）
3連単票数 計4439075 的中 ��� 17921（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―37．9―50．6―1：03．0―1：14．2―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．0
3 12，14（7，9）（3，13）2（8，15）4（6，11）（1，10）5，16 4 12（14，9）7（3，13）（2，8，15）（4，6，11）（1，10，16）5

勝馬の
紹 介

プ ロ ク リ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．8．4 小倉2着

2011．1．27生 牝3栗 母 ラ イ ラ プ ス 母母 フサイチエアデール 9戦3勝 賞金 35，699，000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。



（26阪神5）第7日 12月27日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

294，160，000円
12，440，000円
2，920，000円
26，810，000円
70，908，000円
4，986，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
680，242，000円
1，175，021，500円
433，585，900円
1，785，873，800円
906，541，000円
852，233，400円
2，429，313，300円
3，739，369，700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
計 12，002，180，600円

総入場人員 18，668名 （有料入場人員 16，920名）
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