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3401312月6日 曇 良 （27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 シゲルノコギリザメ 牡2黒鹿 55
53 △義 英真森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 480± 01：14．1 3．7�
23 グランジュテ 牝2栗 54

52 △城戸 義政�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 436－ 61：14．2� 135．8�
714 ラッシュストーム 牝2黒鹿54 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 日高 槇本牧場 440－ 61：14．83� 6．8�
48 ツイセキシャ 牡2鹿 55 北村 友一小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 472－ 41：14．9� 25．6�
713 シゲルオニアジ 牝2鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 三好牧場 B468－ 4 〃 アタマ 8．2	
59 シゲルカマス 牝2鹿 54 菱田 裕二森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 430－ 2 〃 クビ 305．5

612 カネトシフェイト 牡2黒鹿55 太宰 啓介兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 ラツキー牧場 454＋ 61：15．32� 14．0�
35 	 レザニティエ 牝2鹿 54 池添 謙一吉田 和子氏 矢作 芳人 米 Padua Sta-

bles, LLC 466－ 2 〃 ハナ 16．7�
816 パープルミラクル 牝2黒鹿54 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 410± 01：15．51� 348．4
510 ゴールドファーム 牡2栗 55

54 ☆松若 風馬新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 476＋261：16．03 2．5�
11 アルケミスト 牝2鹿 54 国分 優作�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 430－ 21：16．1� 19．2�
36 ジ オ ビ ー ト 牡2黒鹿55 佐藤 友則小関 勝紀氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 496＋ 21：16．2クビ 192．6�

（笠松）

24 メイショウレオネス 牝2青鹿54 内田 博幸松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 428＋ 21：16．3� 59．1�
12 サ サ メ ユ キ 牝2鹿 54

51 ▲加藤 祥太石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 川端 英幸 464＋201：16．51
 281．7�
611 ヨコミニョン 牝2栗 54 高倉 稜竹本 弘氏 福島 信晴 新ひだか 真歌田中牧場 416－ 21：16．92� 670．2�
815 ア フ ェ ク ト 牝2青鹿54 �島 良太青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 444＋121：17．0� 17．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，777，800円 複勝： 27，737，000円 枠連： 12，275，900円
馬連： 46，284，600円 馬単： 26，058，400円 ワイド： 27，570，400円
3連複： 66，900，300円 3連単： 84，434，500円 計： 312，038，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 1，630円 � 180円 枠 連（2－4） 6，130円

馬 連 �� 19，640円 馬 単 �� 36，940円

ワ イ ド �� 4，540円 �� 410円 �� 6，970円

3 連 複 ��� 27，870円 3 連 単 ��� 196，830円

票 数

単勝票数 計 207778 的中 � 44393（2番人気）
複勝票数 計 277370 的中 � 64783（1番人気）� 2877（11番人気）� 41676（3番人気）
枠連票数 計 122759 的中 （2－4） 1550（19番人気）
馬連票数 計 462846 的中 �� 1826（39番人気）
馬単票数 計 260584 的中 �� 529（77番人気）
ワイド票数 計 275704 的中 �� 1466（37番人気）�� 19656（2番人気）�� 950（47番人気）
3連複票数 計 669003 的中 ��� 1800（67番人気）
3連単票数 計 844345 的中 ��� 311（469番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―12．2―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―36．3―48．5―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルノコギリザメ �
�
父 スーパーホーネット �

�
母父 タイキブリザード デビュー 2015．10．10 京都10着

2013．3．12生 牡2黒鹿 母 シアトルビューティ 母母 タイキビューティー 4戦1勝 賞金 7，050，000円
※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 スナークスカイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3401412月6日 曇 良 （27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

33 ウインランブル 牡2鹿 55 川田 将雅�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 466＋ 21：55．9 1．7�
810 ジョースターライト 牡2青鹿55 川須 栄彦上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 470－ 41：56．85 14．7�
67 ダンツペレット 牡2芦 55 小牧 太山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 484± 01：56．9� 4．5�
55 ミトノグリーン 牡2黒鹿55 高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 びらとり牧場 472－ 41：57．1� 112．6�
79 ロードレグナム 牡2青鹿 55

53 △�島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 500－ 21：57．52� 15．2�
11 ボーントゥウインズ 牡2黒鹿55 国分 恭介鈴木 昭和氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：57．92� 57．8	
44 タマモベルガモ 牡2栗 55 太宰 啓介タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 470＋10 〃 クビ 31．9

66 ネフェルティティ 牝2芦 54

53 ☆松若 風馬前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464－101：58．43 4．6�

78 トルネードトウホウ 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 坂口 正則 新冠 松本 信行 432－101：58．71� 272．7�
811 サカジロウィーク 牡2黒鹿55 熊沢 重文ロイヤルパーク 大橋 勇樹 平取 スガタ牧場 502－ 61：59．87 255．6
22 リキッドブルー 牡2鹿 55 佐藤 友則青芝商事� 西村 真幸 安平 �橋本牧場 464＋142：00．01	 26．6�

（笠松）

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，946，800円 複勝： 51，225，300円 枠連： 10，707，700円
馬連： 42，792，800円 馬単： 33，472，300円 ワイド： 25，141，900円
3連複： 59，388，200円 3連単： 120，646，500円 計： 366，321，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 150円 枠 連（3－8） 970円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 370円 �� 210円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 5，090円

票 数

単勝票数 計 229468 的中 � 106367（1番人気）
複勝票数 計 512253 的中 � 346778（1番人気）� 19225（5番人気）� 39202（2番人気）
枠連票数 計 107077 的中 （3－8） 8470（3番人気）
馬連票数 計 427928 的中 �� 28710（4番人気）
馬単票数 計 334723 的中 �� 17495（6番人気）
ワイド票数 計 251419 的中 �� 16611（4番人気）�� 36234（2番人気）�� 8695（9番人気）
3連複票数 計 593882 的中 ��� 40705（4番人気）
3連単票数 計1206465 的中 ��� 17156（13番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―13．0―13．3―12．9―12．9―13．4―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―36．7―50．0―1：02．9―1：15．8―1：29．2―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ウインランブル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．6．14 阪神4着

2013．1．12生 牡2鹿 母 オートキュイジーヌ 母母 メヤディーニ 8戦1勝 賞金 10，900，000円
〔制裁〕 ダンツペレット号の調教師山内研二は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

ジョースターライト号の騎手川須栄彦は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成27年12月12日から平成27年12月
13日まで騎乗停止。（被害馬：6番・7番・3番）

〔その他〕 ジョースターライト号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第５回 阪神競馬 第２日



3401512月6日 曇 良 （27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
1：59．8

良
良

67 ノ ガ ロ 牡2栗 55
54 ☆松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 516＋ 42：01．8 3．6�
812 ダノンアローダ 牡2鹿 55 藤岡 康太�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 528－ 42：02．43� 3．6�
55 シゲルクルマダイ 牡2鹿 55 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 市川フアーム 444± 0 〃 アタマ 8．6�
56 ア ル ビ オ ン 牝2芦 54 佐藤 友則�野 智博氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 416－ 6 〃 アタマ 91．1�

（笠松）

22 フ ォ ン ス 牡2黒鹿55 内田 博幸 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 488＋ 82：02．5� 4．1	

811 サンライズサーカス 牡2青鹿55 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 502－ 42：03．03 6．5

79 スリーアリアン 牝2鹿 54 �島 良太永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 442＋ 22：03．1� 320．8�
11 ガ ウ ェ イ ン 牡2鹿 55 高倉 稜西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 484－ 4 〃 ハナ 45．8�
44 グッドスカイ 牝2黒鹿54 川須 栄彦杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 468± 02：03．2� 42．7
710 トライブキング 牡2鹿 55 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 438－ 22：03．73 10．8�
68 トーアライジン 牡2芦 55 太宰 啓介高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 498－ 22：03．9	 28．1�
33 アーススピード 牡2栃栗 55

52 ▲加藤 祥太松山 増男氏 加藤 敬二 白老 習志野牧場 476＋ 82：04．75 138．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，818，400円 複勝： 35，726，400円 枠連： 12，329，700円
馬連： 51，966，600円 馬単： 29，339，700円 ワイド： 29，684，800円
3連複： 69，624，100円 3連単： 104，715，800円 計： 356，205，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 140円 � 190円 枠 連（6－8） 350円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 300円 �� 580円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 7，600円

票 数

単勝票数 計 228184 的中 � 50413（1番人気）
複勝票数 計 357264 的中 � 84433（1番人気）� 71589（2番人気）� 38086（5番人気）
枠連票数 計 123297 的中 （6－8） 26625（1番人気）
馬連票数 計 519666 的中 �� 61635（1番人気）
馬単票数 計 293397 的中 �� 15680（3番人気）
ワイド票数 計 296848 的中 �� 27670（1番人気）�� 12467（8番人気）�� 14109（6番人気）
3連複票数 計 696241 的中 ��� 28255（5番人気）
3連単票数 計1047158 的中 ��� 9983（15番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．2―12．2―12．2―12．1―12．1―12．4―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．2―48．4―1：00．6―1：12．7―1：24．8―1：37．2―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F37．0
1
3
3（7，8）－（1，11）6，12，4，10－5，9，2・（3，8）－（1，7）（11，12）（6，2）（4，10）5，9

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

勝馬の
紹 介

ノ ガ ロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．9．12 阪神4着

2013．2．7生 牡2栗 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 3戦1勝 賞金 6，850，000円
〔発走状況〕 グッドスカイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3401612月6日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27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

55 ビップハテンコウ 牡3鹿 58 中村 将之鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 村上 雅規 504＋ 63：23．6 45．4�
77 テイエムオドロキ 牝4栗 58 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 464＋ 2 〃 クビ 17．5�
44 キーアイテム 牡4鹿 60 石神 深一北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 466＋ 23：23．92 24．5�
88 キングオブタイム 牡4黒鹿60 北沢 伸也 �シルクレーシング 加用 正 新冠 樋渡 信義 512－ 43：24．0� 6．4�
66 � アスターコリント �6黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 武田 博 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 522＋ 23：24．31	 8．3�
33 ショウリュウバイオ �5栗 60 平沢 健治バイオ	 池添 学 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 クビ 5．8

11 ヤギリヒマワリ 牝4鹿 58 大江原 圭内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 470－ 83：28．4大差 193．6�
89 スリープレシャス 牡7青 60 草野 太郎永井商事	 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460－ 23：28．61
 80．1�
22 グランプリブルー 牡6栗 60 熊沢 重文北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 482－ 8 （競走中止） 1．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 20，361，800円 複勝： 47，360，300円 枠連： 6，897，200円
馬連： 28，694，800円 馬単： 27，681，900円 ワイド： 17，461，400円
3連複： 44，701，100円 3連単： 114，650，700円 計： 307，809，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，540円 複 勝 � 2，400円 � 730円 � 1，330円 枠 連（5－7） 13，290円

馬 連 �� 14，790円 馬 単 �� 52，160円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 2，700円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 46，370円 3 連 単 ��� 516，280円

票 数

単勝票数 計 203618 的中 � 3586（7番人気）
複勝票数 計 473603 的中 � 5060（7番人気）� 18062（5番人気）� 9366（6番人気）
枠連票数 計 68972 的中 （5－7） 402（22番人気）
馬連票数 計 286948 的中 �� 1503（23番人気）
馬単票数 計 276819 的中 �� 398（53番人気）
ワイド票数 計 174614 的中 �� 1262（25番人気）�� 1666（19番人気）�� 2526（17番人気）
3連複票数 計 447011 的中 ��� 723（55番人気）
3連単票数 計1146507 的中 ��� 161（341番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 52．3－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビップハテンコウ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．10．4 阪神8着

2012．2．2生 牡3鹿 母 サンターナズソング 母母 ゴールドパーシア 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 グランプリブルー号は，2周目4号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



3401712月6日 曇 良 （27阪神5）第2日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時25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

714 エターナルユース 牝2栗 54 藤岡 康太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 426 ―1：23．9 32．7�

611 ミュゲプリンセス 牝2鹿 54 国分 優作�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 434 ―1：24．0� 3．6�
510 フジクイーン 牝2栗 54

52 △�島 克駿平口 信行氏 加用 正 浦河 笹島 智則 480 ― 〃 アタマ 6．1�
59 ラガーダンスドール 牝2黒鹿 54

52 △義 英真奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 前川 正美 452 ―1：24．21� 18．4�
816 リュウキンカ 牝2栗 54 北村 友一 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 426 ― 〃 ハナ 10．1	
818 ティーゲット 牝2栗 54 菱田 裕二深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 474 ―1：24．3� 12．9

48 タイムレスメロディ 牝2鹿 54 内田 博幸 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 414 ― 〃 アタマ 3．8�
35 ス ケ ア ー ド 牝2栗 54 �島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 新ひだか 木下牧場 406 ―1：24．51� 54．8�
612 チェリーランウェイ 牝2青鹿54 川須 栄彦�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 492 ―1：24．6クビ 25．4
36 フェアリーフォース 牝2鹿 54 松田 大作上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 414 ―1：24．81� 237．3�
715 カ チ ノ ハ ナ 牝2栗 54

52 △城戸 義政華山 龍一氏 作田 誠二 新冠 ビッグレッドファーム 424 ―1：24．9� 264．5�
713 エ ク デ ィ ス 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 416 ―1：25．0� 8．7�
11 ゼ ッ ト ガ ガ 牝2青鹿54 高倉 稜�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 450 ―1：25．1クビ 50．4�
47 モ ズ ツ ド イ 牝2芦 54 国分 恭介 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 辻 牧場 422 ―1：25．73� 184．9�
23 オタカラハッケン 牝2芦 54 武 幸四郎泉 一郎氏 飯田 祐史 新ひだか 坂本牧場 434 ―1：25．91� 46．7�
12 エ ア シ ョ ウ 牝2黒鹿54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―1：26．21� 20．9�
817 ハギノベリーニ 牝2鹿 54 池添 謙一日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416 ―1：27．810 98．4�
24 クールオチョウ 牝2鹿 54 太宰 啓介川上 哲司氏 目野 哲也 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 456 ―1：28．97 130．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，115，100円 複勝： 28，794，000円 枠連： 17，472，100円
馬連： 45，680，300円 馬単： 24，562，400円 ワイド： 26，266，300円
3連複： 60，686，600円 3連単： 75，361，400円 計： 301，938，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，270円 複 勝 � 810円 � 170円 � 190円 枠 連（6－7） 1，490円

馬 連 �� 6，830円 馬 単 �� 19，570円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 2，680円 �� 550円

3 連 複 ��� 14，440円 3 連 単 ��� 137，970円

票 数

単勝票数 計 231151 的中 � 5639（10番人気）
複勝票数 計 287940 的中 � 6742（10番人気）� 54739（1番人気）� 41694（3番人気）
枠連票数 計 174721 的中 （6－7） 9056（7番人気）
馬連票数 計 456803 的中 �� 5179（22番人気）
馬単票数 計 245624 的中 �� 941（62番人気）
ワイド票数 計 262663 的中 �� 2823（25番人気）�� 2418（33番人気）�� 13227（2番人気）
3連複票数 計 606866 的中 ��� 3150（46番人気）
3連単票数 計 753614 的中 ��� 396（414番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．0―12．5―11．9―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．1―48．6―1：00．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エターナルユース �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．5．4生 牝2栗 母 ア マ ラ ン ス 母母 ノーノーネヴアー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3401812月6日 曇 良 （27阪神5）第2日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時55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

78 サトノマルス 牡2青 55 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 430 ―1：36．6 1．7�
811 ラスファジャス 牡2鹿 55 菱田 裕二 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484 ―1：36．81� 5．7�
55 レ イ ナ ア ラ 牝2黒鹿54 佐藤 友則名古屋友豊� 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―1：37．43� 41．0�
（笠松）

67 ゼットマックイーン 牡2鹿 55 太宰 啓介�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 広田牧場 444 ―1：37．5� 101．7�
79 ウォータープリアム 牡2栗 55 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 520 ―1：37．6� 13．9	
66 ナンヨーリノ 牝2黒鹿54 内田 博幸中村 德也氏 松田 国英 浦河 福岡 光夫 450 ―1：37．7� 10．5

810 メイショウドスコイ 牡2黒鹿55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 426 ―1：37．8� 74．6�
11 ローデルバーン 牡2黒鹿55 池添 謙一佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 464 ―1：37．9� 5．5�
22 ア プ ロ ム 牡2黒鹿55 藤岡 康太水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 494 ―1：38．11� 20．2
44 プリマーベル 牝2鹿 54 四位 洋文飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 438 ―1：38．63 18．6�
33 タイセイドライヴ 牡2栗 55

53 △�島 克駿田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 滝本 健二 428 ―1：39．66 190．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 25，463，200円 複勝： 42，372，100円 枠連： 10，384，800円
馬連： 48，124，600円 馬単： 35，686，300円 ワイド： 25，411，700円
3連複： 59，116，800円 3連単： 126，238，800円 計： 372，798，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 500円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，090円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 9，160円

票 数

単勝票数 計 254632 的中 � 117041（1番人気）
複勝票数 計 423721 的中 � 225800（1番人気）� 45372（2番人気）� 9099（8番人気）
枠連票数 計 103848 的中 （7－8） 19792（2番人気）
馬連票数 計 481246 的中 �� 86559（1番人気）
馬単票数 計 356863 的中 �� 45332（2番人気）
ワイド票数 計 254117 的中 �� 38273（1番人気）�� 5269（13番人気）�� 2233（26番人気）
3連複票数 計 591168 的中 ��� 11881（13番人気）
3連単票数 計1262388 的中 ��� 9984（29番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．7―12．4―12．2―11．7―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．6―50．0―1：02．2―1：13．9―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノマルス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2013．5．2生 牡2青 母 ゴッドフェニックス 母母 ロンドンブリッジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3401912月6日 曇 良 （27阪神5）第2日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

611 サンマルアリュール 牝3栗 54 小牧 太相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 512－ 21：25．2 6．7�
816 ヒデノヒロイン 牝4芦 55 藤岡 康太大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 438－ 8 〃 ハナ 5．2�
510 テイエムリヴィエラ 牝4鹿 55 佐藤 友則竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B464－ 4 〃 アタマ 11．8�

（笠松）

48 ナリタノヘア 牝3鹿 54
51 ▲加藤 祥太�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 418－101：25．73 8．0�

36 ヴェルメンティーノ 牝4栗 55
54 ☆松若 風馬吉川 朋宏氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B434－ 8 〃 ハナ 25．5�

23 � トーコーヴィオラ 牝5黒鹿 55
53 △�島 克駿森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 ハナ 37．5	

35 モズマッテタワ 牝5黒鹿55 内田 博幸 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 486－ 61：25．8クビ 8．7

815 ア ブ ニ ー ル 牝4鹿 55 竹之下智昭中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 61：26．11� 89．0�
47 サンマルメジャール 牝3鹿 54 北村 友一相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 454－ 21：26．2� 42．7�
612 サンレイフローラ 牝5鹿 55

53 △義 英真永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B452－ 4 〃 ハナ 144．2
11 ニシノシュロ 牝4青鹿55 国分 恭介西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 514＋ 61：26．41	 27．3�
59 アスタキサンチン 牝3栗 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 446－ 4 〃 ハナ 16．2�
714� ナ ウ シ カ 牝4鹿 55 松田 大作平川 浩之氏 加藤 和宏 新ひだか カントリー牧場 418－ 21：26．61
 133．4�
24 イルーシヴキャット 牝4栗 55 川田 将雅 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 478＋141：26．7クビ 5．0�
12 � アイファーハート 牝3黒鹿54 太宰 啓介中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 438＋ 2 〃 クビ 312．0�
713 ウインクルミラクル 牝4鹿 55 四位 洋文�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 480－ 41：26．8クビ 5．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，313，100円 複勝： 39，021，100円 枠連： 18，773，600円
馬連： 70，449，900円 馬単： 31，068，200円 ワイド： 40，685，900円
3連複： 97，110，000円 3連単： 111，359，900円 計： 433，781，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 190円 � 350円 枠 連（6－8） 1，270円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，370円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 6，010円 3 連 単 ��� 33，450円

票 数

単勝票数 計 253131 的中 � 30172（4番人気）
複勝票数 計 390211 的中 � 58004（1番人気）� 57673（2番人気）� 24444（7番人気）
枠連票数 計 187736 的中 （6－8） 11409（2番人気）
馬連票数 計 704499 的中 �� 36569（2番人気）
馬単票数 計 310682 的中 �� 7112（5番人気）
ワイド票数 計 406859 的中 �� 17676（4番人気）�� 7402（18番人気）�� 9548（14番人気）
3連複票数 計 971100 的中 ��� 12110（17番人気）
3連単票数 計1113599 的中 ��� 2413（88番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―12．3―12．1―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．1―47．4―59．5―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．1．24 京都8着

2012．5．5生 牝3栗 母 ミスサイベリア 母母 Miss Tobacco 14戦2勝 賞金 21，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3402012月6日 曇 良 （27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 （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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

58 カリスマサンスカイ 牡7鹿 57 松田 大作畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B540－ 41：11．9 22．8�
45 メイショウワダイコ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 518± 01：12．0� 17．0�
712 タッチシタイ 牡5栗 57 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 500＋ 21：12．1� 14．6�
814 カ メ ッ ト 牡4栗 57 北村 友一林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 472± 01：12．41� 6．0�
610 サンマディソン 牝4鹿 55 四位 洋文加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 450－ 6 〃 クビ 50．4�
57 ク ー ゲ ル 牡4栗 57

55 △義 英真幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 512± 01：12．61 7．8�
34 リッシンロケット 牡5芦 57

55 △城戸 義政小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 474＋ 8 〃 ハナ 66．1	
22 テーオーソルジャー 牡4栗 57 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 466－16 〃 ハナ 4．4

69 タキオンレディー 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 462＋101：12．81� 10．5�
46 ア ヴ ァ ー ル 牝4栗 55 内田 博幸前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 454＋ 41：13．01� 26．8
33 スランジバール 牡6鹿 57

56 ☆松若 風馬�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 486－ 4 〃 アタマ 81．0�
711 イントゥザストーム 牝6鹿 55 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 426＋ 21：13．1クビ 157．6�
11 � クレアドール 牝4青鹿 55

53 △	島 克駿 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 492－ 21：13．41� 7．5�
813 ブリンディス 牡3青鹿56 佐藤 友則新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B516＋ 8 （競走中止） 4．0�

（笠松）

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，819，800円 複勝： 42，413，000円 枠連： 21，168，600円
馬連： 77，226，600円 馬単： 36，820，900円 ワイド： 41，602，300円
3連複： 102，569，900円 3連単： 135，428，600円 計： 488，049，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 600円 � 670円 � 400円 枠 連（4－5） 3，120円

馬 連 �� 23，200円 馬 単 �� 51，610円

ワ イ ド �� 5，270円 �� 2，490円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 74，680円 3 連 単 ��� 545，470円

票 数

単勝票数 計 308198 的中 � 10767（9番人気）
複勝票数 計 424130 的中 � 18125（8番人気）� 16073（9番人気）� 29732（7番人気）
枠連票数 計 211686 的中 （4－5） 5251（14番人気）
馬連票数 計 772266 的中 �� 2579（51番人気）
馬単票数 計 368209 的中 �� 535（109番人気）
ワイド票数 計 416023 的中 �� 2017（51番人気）�� 4339（31番人気）�� 3863（35番人気）
3連複票数 計1025699 的中 ��� 1030（160番人気）
3連単票数 計1354286 的中 ��� 180（1006番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．0―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．2―36．2―48．2―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カリスマサンスカイ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2010．8．15 小倉4着

2008．1．19生 牡7鹿 母 ジャングルムーン 母母 Emmaline 40戦4勝 賞金 71，572，000円
〔競走中止〕 ブリンディス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3402112月6日 曇 良 （27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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

89 レプランシュ 牡2鹿 55 内田 博幸 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472＋101：51．7 4．0�
88 フロムマイハート 牝2栗 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－ 6 〃 ハナ 12．1�
77 ダノンシャルマン 牡2鹿 55 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 492± 01：51．8� 2．5�
66 ヒーズインラブ 牡2鹿 55 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 518－ 2 〃 クビ 3．3�
33 サンライズクロンヌ 牡2栗 55 小牧 太松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 472± 01：52．01� 6．1	
44 ウォーターミリオン 牡2栗 55 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 436－ 41：52．1	 55．3

55 テイエムハヤブサ 牡2青鹿55 国分 恭介竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 444＋ 61：53．37 32．3�
11 
 リ ン 牝2黒鹿54 佐藤 友則渋谷 高雄氏 山中 輝久 浦河 福岡 光夫 446＋ 81：53．4	 152．7�

（笠松） （笠松）

22 
 ノブタイザン 牡2栗 55 杉浦 健太平野 正行氏 碇 清次郎 新冠 中本牧場 480－ 21：53．5	 77．4
（兵庫） （兵庫）

（9頭）

売 得 金
単勝： 45，661，300円 複勝： 48，412，400円 枠連： 15，506，900円
馬連： 96，330，800円 馬単： 63，176，500円 ワイド： 42，158，700円
3連複： 113，202，800円 3連単： 286，413，600円 計： 710，863，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 230円 � 110円 枠 連（8－8） 2，150円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 740円 �� 240円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 12，170円

票 数

単勝票数 計 456613 的中 � 89169（3番人気）
複勝票数 計 484124 的中 � 89567（3番人気）� 36470（5番人気）� 151596（1番人気）
枠連票数 計 155069 的中 （8－8） 5569（7番人気）
馬連票数 計 963308 的中 �� 31959（9番人気）
馬単票数 計 631765 的中 �� 12498（15番人気）
ワイド票数 計 421587 的中 �� 13280（10番人気）�� 51876（2番人気）�� 15180（8番人気）
3連複票数 計1132028 的中 ��� 44834（7番人気）
3連単票数 計2864136 的中 ��� 17050（46番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―12．8―12．8―13．5―13．1―12．0―10．8―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．5―38．3―51．1―1：04．6―1：17．7―1：29．7―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．0
3 4（6，8）（3，7）（5，9）（1，2） 4 4，8－（6，7）（3，9）－5，2，1

勝馬の
紹 介

レプランシュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fasliyev デビュー 2015．8．15 新潟1着

2013．4．12生 牡2鹿 母 レディドーヴィル 母母 Mercalle 3戦2勝 賞金 17，217，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3402212月6日 曇 良 （27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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

45 メイショウウタゲ 牡4栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 514＋ 41：51．6 4．6�
33 エノラブエナ 牡4鹿 57 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム B552＋ 41：51．7� 3．0�
57 ハギノタイクーン 牡6鹿 57 川田 将雅日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 536－ 41：51．8	 21．3�
11 トップディーヴォ 牡3鹿 56 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 482－ 2 〃 ハナ 5．3�
56 タイセイドリーム 牡5鹿 57 佐藤 友則田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 546＋ 41：52．01 43．5	

（笠松）

710 アテンファースト 牡5栗 57 池添 謙一玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 480± 01：52．1	 87．5

44 
 マ ス ク ゾ ロ 牡4黒鹿57 菱田 裕二門野 重雄氏 岡田 稲男 米

Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

538＋121：52．73	 5．5�
69 ナムララオウ 牡5栗 57 松田 大作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 500－ 61：52．8� 94．4�
812 シグナルプロシード 牡5鹿 57 川須 栄彦髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 520－ 21：53．11� 17．4
22 テイエムグンカン 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 500－ 61：53．52	 9．0�
68 ハ ル カ フ ジ 牡7鹿 57 内田 博幸河内 孝夫氏 奥村 豊 新冠 中地 康弘 474－ 41：53．82 105．7�
813 コスモナイスガイ 牡5黒鹿57 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム B538－221：54．01� 63．4�
711 ロングリバイバル 牡4鹿 57 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 浦河 酒井牧場 506± 01：54．31� 18．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，532，200円 複勝： 53，909，700円 枠連： 29，676，200円
馬連： 136，193，700円 馬単： 62，854，700円 ワイド： 57，661，200円
3連複： 177，498，200円 3連単： 278，715，600円 計： 837，041，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 140円 � 340円 枠 連（3－4） 490円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，300円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 18，360円

票 数

単勝票数 計 405322 的中 � 69952（2番人気）
複勝票数 計 539097 的中 � 87254（3番人気）� 119553（1番人気）� 30630（7番人気）
枠連票数 計 296762 的中 （3－4） 46188（1番人気）
馬連票数 計1361937 的中 �� 132446（1番人気）
馬単票数 計 628547 的中 �� 26599（5番人気）
ワイド票数 計 576612 的中 �� 46462（2番人気）�� 10584（18番人気）�� 15096（11番人気）
3連複票数 計1774982 的中 ��� 35415（13番人気）
3連単票数 計2787156 的中 ��� 11003（59番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．9―12．8―12．6―12．5―12．3―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．9―49．7―1：02．3―1：14．8―1：27．1―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウウタゲ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．3．23 阪神1着

2011．5．6生 牡4栗 母 シールビーバック 母母 マロンシェーバー 18戦5勝 賞金 75，860，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２レース目



3402312月6日 曇 良 （27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，26．12．6以降27．11．29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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

12 テイエムタイホー 牡6栗 56 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 496＋121：20．7 4．1�
611 ミッキーラブソング 牡4黒鹿54 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 464－ 41：20．91� 5．0�
11 � マイネルエテルネル 牡5栗 54 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 502＋ 4 〃 ハナ 42．6�

816 ニシノビークイック 牡6栗 52 国分 恭介西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 本桐牧場 488－ 41：21．0	 129．0�
714 ブラヴィッシモ 牡3鹿 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B504＋ 8 〃 ハナ 2．5�
815 コナブリュワーズ 牝5黒鹿52 北村 友一 	サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 482＋101：21．21	 31．2

35 マテンロウハピネス 牡3鹿 53 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B448＋ 41：21．3クビ 9．5�
36 セカンドテーブル 牡3栗 53 佐藤 友則山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 464＋141：21．4
 31．9�

（笠松）

48 ニ ン ジ ャ 牡6鹿 53 熊沢 重文ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 474＋ 6 〃 アタマ 27．8
23 レオパルディナ 牝3鹿 50 水口 優也 	キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 438± 0 〃 クビ 56．0�
47 ニ ザ エ モ ン 牡7黒鹿53 �島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 470＋ 41：21．5クビ 176．6�
24 ゴールドベル 牡6黒鹿52 松若 風馬松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 486＋16 〃 クビ 87．7�
612 シャイニーホーク 牡7栗 53 内田 博幸小林 昌志氏 田中 剛 平取 雅 牧場 508－ 21：21．6クビ 164．1�
510 ブレイズアトレイル 牡6芦 55 藤岡 康太 	サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 〃 ハナ 10．5�
59 タガノアザガル 牡3黒鹿54 �島 良太八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 61：21．7
 47．2�
713 ダノンプログラマー �9青鹿55 国分 優作�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 470－ 21：21．8クビ 31．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，965，700円 複勝： 84，494，400円 枠連： 49，215，800円 馬連： 238，177，200円 馬単： 113，373，600円
ワイド： 91，839，400円 3連複： 314，442，900円 3連単： 521，629，100円 5重勝： 597，833，300円 計： 2，085，971，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 180円 � 710円 枠 連（1－6） 1，200円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，970円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 11，600円 3 連 単 ��� 46，530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����� 22，025，430円

票 数

単勝票数 計 749657 的中 � 144983（2番人気）
複勝票数 計 844944 的中 � 143085（2番人気）� 135974（3番人気）� 22840（9番人気）
枠連票数 計 492158 的中 （1－6） 31601（5番人気）
馬連票数 計2381772 的中 �� 154475（3番人気）
馬単票数 計1133736 的中 �� 38603（6番人気）
ワイド票数 計 918394 的中 �� 50054（3番人気）�� 11541（21番人気）�� 9232（25番人気）
3連複票数 計3144429 的中 ��� 20323（33番人気）
3連単票数 計5216291 的中 ��� 8127（125番人気）
5重勝票数 計5978333 的中 ����� 19

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．0―57．3―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムタイホー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 Lord At War デビュー 2011．7．2 京都4着

2009．4．29生 牡6栗 母 マンダリンママ 母母 Stani River 38戦7勝 賞金 162，059，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3402412月6日 曇 良 （27阪神5）第2日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 キングストーン 牡4鹿 57 松田 大作寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 490－ 42：04．0 4．6�
55 � ザトゥルーエアー 牡4鹿 57 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 472＋ 6 〃 ハナ 17．0�
78 レ ン ト ラ ー 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 2．4�
22 ゴールドテーラー 牝5栗 55 小牧 太中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 428± 02：04．1クビ 7．0�
44 マイネリベルタス 牝4鹿 55 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 432－ 8 〃 ハナ 18．2	
66 レーヴデトワール 牝4黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 466＋102：04．63 8．7

33 サイモンラムセス 牡5鹿 57 内田 博幸澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B440－ 62：04．81	 5．2�
810 ナインテイルズ 牡4栗 57

55 △義 英真岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 480＋122：05．12 35．7�
67 キンショータイム 牡5栗 57

54 ▲加藤 祥太礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 496－ 62：05．31
 145．4
811 レッドカチューシャ 牝5青鹿55 国分 恭介 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482＋ 82：05．4
 98．2�
79 ラスカルトップ 牡6鹿 57

56 ☆松若 風馬永井 宏明氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 450± 02：05．5クビ 52．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 65，614，700円 複勝： 63，924，800円 枠連： 29，803，300円
馬連： 154，930，700円 馬単： 74，492，900円 ワイド： 66，369，700円
3連複： 187，805，600円 3連単： 369，817，900円 計： 1，012，759，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 300円 � 140円 枠 連（1－5） 5，020円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 6，830円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 340円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 28，100円

票 数

単勝票数 計 656147 的中 � 112899（2番人気）
複勝票数 計 639248 的中 � 103992（3番人気）� 40735（6番人気）� 143617（1番人気）
枠連票数 計 298033 的中 （1－5） 4595（19番人気）
馬連票数 計1549307 的中 �� 26915（17番人気）
馬単票数 計 744929 的中 �� 8173（28番人気）
ワイド票数 計 663697 的中 �� 11228（19番人気）�� 55604（2番人気）�� 20868（11番人気）
3連複票数 計1878056 的中 ��� 35795（16番人気）
3連単票数 計3698179 的中 ��� 9541（102番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―14．3―13．8―12．9―12．0―11．8―11．2―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．8―39．1―52．9―1：05．8―1：17．8―1：29．6―1：40．8―1：52．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングストーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．24 京都3着

2011．3．6生 牡4鹿 母 エアウイングス 母母 シークレットシェアラー 13戦4勝 賞金 68，339，000円

５レース目



（27阪神5）第2日 12月6日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156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

218，420，000円
2，080，000円
11，420，000円
1，270，000円
19，590，000円
62，095，500円
4，553，800円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
418，389，900円
565，390，500円
234，211，800円
1，036，852，600円
558，587，800円
491，853，700円
1，353，046，500円
2，329，412，400円
597，833，300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 7，585，578，500円

総入場人員 26，225名 （有料入場人員 24，810名）
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