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3406112月15日 晴 稍重 （25阪神5）第6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 カシノボルト 牡2鹿 55 藤岡 佑介柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社
松田牧場 508－ 21：14．4 4．0�

713 シゲルビッチュウ �2青鹿55 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 434± 01：14．72 10．4�
35 ペプチドムーン 牡2栗 55 幸 英明沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 466－ 61：14．8� 6．6�
47 クリノサプライズ 牡2芦 55 畑端 省吾栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 永村 侑 444± 01：15．01� 200．2�
816 ヒミノマンサク 牝2栗 54 熊沢 重文佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 446± 01：15．1クビ 227．1�
48 サージェントペパー 牡2鹿 55 小坂 忠士薪浦 亨氏 小原伊佐美 日高 下川 茂広 504＋ 21：15．2� 70．0�
12 コウザンバニー 牝2栗 54 秋山真一郎山下 良子氏 田所 秀孝 浦河 大柳ファーム 462± 0 〃 ハナ 10．6	
510 ミキノグランプリ 牡2栗 55 国分 恭介谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 434± 01：15．3クビ 4．2

612 マルサンマリナー 牝2黒鹿54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 様似 様似堀牧場 458－ 61：15．62 203．2�
36 マコトシャングリラ 牡2栗 55 C．ルメール�ディアマント 森 秀行 様似 出口 繁夫 498＋ 4 〃 ハナ 26．4

（仏）

24 スズカプリティー 牝2鹿 54 池添 謙一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 454± 0 〃 クビ 18．3�
611 アグネスミライ 牝2鹿 54 岩田 康誠渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 478± 01：15．7クビ 5．1�
714 ハクユウドルフィン 牡2青鹿55 北村 友一 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 438＋ 41：16．01� 11．7�
23 クリノベンザイテン 牝2栗 54 武 幸四郎栗本 博晴氏 藤沢 則雄 新ひだか タイヘイ牧場 432－ 21：16．21� 123．2�
11 カシノキララ 牝2栗 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 454－ 81：16．3クビ 240．6�
59 シゲルシンシュウ 牡2青 55 上村 洋行森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 石川 栄一 456＋ 21：16．62 89．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，939，700円 複勝： 30，522，900円 枠連： 11，454，700円
馬連： 40，719，500円 馬単： 26，724，100円 ワイド： 21，078，800円
3連複： 58，261，700円 3連単： 84，237，900円 計： 289，939，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 270円 � 200円 枠 連（7－8） 960円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 540円 �� 570円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 18，430円

票 数

単勝票数 計 169397 的中 � 33906（1番人気）
複勝票数 計 305229 的中 � 67526（1番人気）� 25467（5番人気）� 39923（3番人気）
枠連票数 計 114547 的中 （7－8） 8897（2番人気）
馬連票数 計 407195 的中 �� 21173（4番人気）
馬単票数 計 267241 的中 �� 7433（7番人気）
ワイド票数 計 210788 的中 �� 9963（4番人気）�� 9366（6番人気）�� 5180（14番人気）
3連複票数 計 582617 的中 ��� 12445（9番人気）
3連単票数 計 842379 的中 ��� 3375（52番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．0―12．7―13．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノボルト �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Southern Halo デビュー 2013．8．11 小倉7着

2011．3．20生 牡2鹿 母 サザンシーラ 母母 オージーカンパニー 8戦1勝 賞金 9，350，000円
〔制裁〕 カシノボルト号の騎手藤岡佑介は，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：9番）

ミキノグランプリ号の騎手国分恭介は，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：9番）
※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 ゴライコウ号
（非抽選馬） 2頭 ウインネオルーラー号・モアアンドモア号
※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。

3406212月15日 晴 稍重 （25阪神5）第6日 第2競走 ��
��1，400�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
1：23．5
1：23．1

重
重

611� トータルヒート 牝2栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-
ration, LTD. 440－ 21：26．3 3．0�

（仏）

36 � メンカウラー 牡2黒鹿55 岩田 康誠前田 幸治氏 小崎 憲 米
Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B484－ 21：26．61� 21．0�
23 � ハタノデバット 牡2鹿 55 四位 洋文 �グッドラック・ファーム 昆 貢 米 SF Blood-

stock LLC 482＋ 4 〃 クビ 12．6�
12 ボールドジャパン 牡2鹿 55 国分 恭介増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 504－ 21：26．7クビ 7．8�
816 ダンツトゥルース 牡2鹿 55 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 468－12 〃 クビ 89．6�
59 アルプサロン 牝2栗 54 藤岡 佑介鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 メイプルファーム 472－ 21：27．76 215．5	
713 ピアノコンクール 牝2栗 54 川島 信二�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 446－ 21：28．12	 105．2

35 チ ャ ー マ ー 牡2青鹿55 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490± 0 〃 アタマ 2．4�
48 フミノホクトセイ 牡2鹿 55 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 丸幸小林牧場 450－ 41：28．52	 61．7�
24 ワードイズボンド 牡2青 55 幸 英明宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 534－ 21：28．71
 18．9
510 ウォーターブギウギ 牡2栗 55 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 472＋ 61：28．8クビ 309．6�
815 マルシゲダイハード 牡2鹿 55 秋山真一郎坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 494－ 41：28．9	 43．5�
714 サンレイロッキー 牡2鹿 55

52 ▲森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 462＋ 21：29．1� 105．8�
47 ナムラハッピー 牝2鹿 54 酒井 学奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 476－101：29．42 48．3�
612� ノブシェンカー 牡2鹿 55 藤田 伸二前田 亘輝氏 森 秀行 米

R Gorham &
Mast Thor-
oughbreds LLC

508＋24 〃 クビ 10．3�
11 タマモパンテオン 牡2鹿 55 小林 徹弥タマモ� 川村 禎彦 新冠 長浜牧場 B468± 01：30．78 444．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，490，300円 複勝： 33，178，700円 枠連： 12，395，000円
馬連： 41，190，300円 馬単： 29，871，400円 ワイド： 21，629，100円
3連複： 58，276，200円 3連単： 98，946，900円 計： 316，977，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 400円 � 280円 枠 連（3－6） 270円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 610円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 25，800円

票 数

単勝票数 計 214903 的中 � 57691（2番人気）
複勝票数 計 331787 的中 � 70959（2番人気）� 18176（6番人気）� 28416（4番人気）
枠連票数 計 123950 的中 （3－6） 34704（1番人気）
馬連票数 計 411903 的中 �� 10121（11番人気）
馬単票数 計 298714 的中 �� 4827（18番人気）
ワイド票数 計 216291 的中 �� 5095（12番人気）�� 9196（5番人気）�� 2301（22番人気）
3連複票数 計 582762 的中 ��� 7589（18番人気）
3連単票数 計 989469 的中 ��� 2831（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．8―47．3―1：00．0―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F39．0
3 4（5，11）（2，16）14，1－6（12，10）（13，8，15）9－7，3 4 ・（4，5，11）16，2，14，6（1，10）13（8，12）（9，3）15，7

勝馬の
紹 介

�トータルヒート �
�
父 Street Cry �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2013．8．4 小倉8着

2011．4．14生 牝2栗 母 Lethal Heat 母母 Lethal Leta 4戦1勝 賞金 6，000，000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。

第５回 阪神競馬 第６日



3406312月15日 晴 良 （25阪神5）第6日 第3競走 ��
��1，200�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
1：08．6
1：07．8

良
良

611 カ メ ッ ト 牡2栗 55 北村 友一林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 452＋ 41：11．3 12．9�
816 ナ ウ シ カ 牝2鹿 54 酒井 学平川 浩之氏 宮 徹 新ひだか カントリー牧場 426± 01：11．4� 50．9�
510� エイシンソルティー 牝2芦 54 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 Redmon

Farm, LLC 472＋ 21：11．5	 2．4�
12 サチノクイーン 牝2鹿 54 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B462± 01：11．6� 32．5�
815 ルスナイプリンセス 牝2鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 490－10 〃 ハナ 5．6	
48 メイショウライウン 牡2鹿 55 上村 洋行松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 442＋ 41：11．92 302．2

36 ヘリオドール 牝2青鹿54 C．ルメール�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 2 〃 クビ 6．0�
（仏）

612 ウィステリアカット 牝2鹿 54 幸 英明大迫 基弘氏 松永 昌博 新ひだか 千代田牧場 472－ 81：12．11
 20．7�
59 アルーリングアイズ 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 394＋ 21：12．2クビ 37．7
714 スズカローラー 牝2鹿 54 池添 謙一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 454± 0 〃 クビ 23．2�
713 バンブーカッサーノ 牡2芦 55

52 ▲森 一馬�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 456－ 81：12．3クビ 16．7�
35 ペルーティアラ 牝2黒鹿54 難波 剛健古賀 和夫氏 梅田 智之 新冠 対馬 正 474± 0 〃 クビ 170．3�
24 サーレムフォレスト 牝2鹿 54 藤田 伸二 �社台レースホース橋口弘次郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 41：12．4クビ 6．0�
11 カフジホーク 牡2栗 55 川島 信二加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 434＋ 2 〃 クビ 147．5�
47 ヒロノスイート 牝2鹿 54 国分 恭介守内ひろ子氏 境 直行 浦河 鮫川 啓一 428＋101：12．82� 88．0�
23 オグリキセキ 牝2黒鹿54 佐久間寛志小栗 孝一氏 鹿戸 明 浦河 鵜木 唯義 404± 01：13．01
 293．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，780，200円 複勝： 34，660，200円 枠連： 12，357，100円
馬連： 42，163，600円 馬単： 29，825，000円 ワイド： 22，861，200円
3連複： 58，256，900円 3連単： 91，494，100円 計： 313，398，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 310円 � 1，010円 � 150円 枠 連（6－8） 1，840円

馬 連 �� 20，410円 馬 単 �� 37，820円

ワ イ ド �� 4，390円 �� 500円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 17，110円 3 連 単 ��� 177，700円

票 数

単勝票数 計 217802 的中 � 13317（5番人気）
複勝票数 計 346602 的中 � 26823（5番人気）� 6551（11番人気）� 87540（1番人気）
枠連票数 計 123571 的中 （6－8） 4982（10番人気）
馬連票数 計 421636 的中 �� 1525（46番人気）
馬単票数 計 298250 的中 �� 582（83番人気）
ワイド票数 計 228612 的中 �� 1211（43番人気）�� 12333（4番人気）�� 2778（24番人気）
3連複票数 計 582569 的中 ��� 2513（56番人気）
3連単票数 計 914941 的中 ��� 380（481番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．0―12．0―12．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．2
3 ・（2，11）（6，13）（7，14）（5，8）（10，15）（3，16）12（4，9）－1 4 2，11（6，13）14（7，15）（8，16）（5，10，9）（3，12）4－1

勝馬の
紹 介

カ メ ッ ト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．2 京都7着

2011．4．15生 牡2栗 母 グランジョイ 母母 レイナロバリー 3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マルクナッテ号
（非抽選馬） 1頭 ピッカピカヒメ号
※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15日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（25阪神5）第6日 第4競走 ��3，110�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時35分 （芝・ダート）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：25．0良・良

610� マ サ ラ イ ト 牡9鹿 62 林 満明丸井サカミ氏 中村 均 三石 本桐牧場 514＋ 43：30．3 8．1�
813 ニジブルーム 牡5芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 クビ 2．7�
22 コウエイキング �5鹿 62 植野 貴也西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド 474＋103：30．4クビ 20．7�
46 ヴィーヴァギブソン �6鹿 60 西谷 誠芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 522＋103：31．03� 6．9�
33 カ ゼ カ オ ル 牡4鹿 60 北沢 伸也荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 486＋ 43：31．32 51．6�
11 	 エーシンジーライン 牡8黒鹿60 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 506＋ 8 〃 クビ 21．2	
57 メイショウゾウセン 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 472＋ 63：32．25 5．7

69 � セイカペガサス 牡6黒鹿60 大江原 圭久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 480± 03：32．3� 117．2�
711 サトノケンオー �6栗 62 熊沢 重文里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－103：33．68 22．8�
814 オンワードデューク 牝5栗 60 難波 剛健樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 466＋103：33．92 7．9
34 レーザーインパクト 牡4鹿 60 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 460＋ 63：35．49 32．4�
45 マ サ デ パ ン 牡5黒鹿60 上野 翔加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 478－ 23：35．5� 281．3�
712� ブ チ カ マ シ 牡9黒鹿62 草野 太郎中西 功氏 加藤 敬二 青森 久保フアーム 486＋ 2 （競走中止） 13．0�
58 ジュヌドラゴン �6黒鹿60 山本 康志諸江 幸祐氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 484－ 2 （競走中止） 26．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，843，200円 複勝： 29，482，100円 枠連： 15，703，300円
馬連： 39，738，400円 馬単： 26，710，000円 ワイド： 20，310，700円
3連複： 64，664，000円 3連単： 94，525，200円 計： 309，976，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 250円 � 150円 � 470円 枠 連（6－8） 650円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，050円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 6，310円 3 連 単 ��� 39，350円

票 数

単勝票数 計 188432 的中 � 18405（5番人気）
複勝票数 計 294821 的中 � 29640（5番人気）� 66639（1番人気）� 12809（8番人気）
枠連票数 計 157033 的中 （6－8） 18100（2番人気）
馬連票数 計 397384 的中 �� 24301（3番人気）
馬単票数 計 267100 的中 �� 7844（7番人気）
ワイド票数 計 203107 的中 �� 10208（4番人気）�� 2325（26番人気）�� 4524（11番人気）
3連複票数 計 646640 的中 ��� 7574（16番人気）
3連単票数 計 945252 的中 ��� 1773（114番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 53．5－3F 40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→
→�→」
�
�

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

勝馬の
紹 介

�マ サ ラ イ ト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キャロルハウス

2004．2．19生 牡9鹿 母 ギャラントハウス 母母 ギャラントルックス 障害：13戦3勝 賞金 58，924，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ジュヌドラゴン号は，1周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
ブチカマシ号は，9号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

※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） 2頭 ウォンテッド号・マッキーバッハ号
（非抽選馬） 8頭 アイティゴールド号・コスモソユーズ号・サンレイランキング号・スズカマジェスタ号・トウシンボルト号・

ハッピーティア号・ボストンプラチナ号・レンディル号



3406512月15日 晴 良 （25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25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

46 アドマイヤデウス 牡2栗 55 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 468－ 22：04．5 1．5�
33 ロードフェンネル 牡2黒鹿55 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 4 〃 クビ 4．1�
814 エクストレミティー 牡2鹿 55 C．ウィリアムズ P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486－ 62：05．13� 11．1�

（豪）

610 メレアグロス 牡2鹿 55 M．バルザローナ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 512－ 6 〃 アタマ 17．4�
（英）

712 マイネルプレッジ 牡2鹿 55 川島 信二 �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 428－ 42：05．2� 90．9�

11 ローレルトルネード 牡2栗 55 藤田 伸二 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 478－ 42：05．51� 13．2	
34 ハイベストバイオ 牡2黒鹿55 酒井 学バイオ� 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534－ 42：05．6� 88．5

711 オ ミ キ 牡2鹿 55 幸 英明幅田 昌伸氏 宮 徹 平取 スガタ牧場 474－ 22：05．92 41．4�
69 カンタベリーツルギ 牡2鹿 55 国分 恭介峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 430－ 22：06．11	 178．6�
57 ミュゼクリエイター 牡2鹿 55 国分 優作髙橋 仁氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 454－ 82：06．31	 84．1
22 ナインテイルズ 牡2栗 55 北村 友一岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 482－ 8 〃 ハナ 52．1�
58 オペラハット 牡2鹿 55 小林 徹弥小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 B452＋ 62：06．51� 67．6�
813 シゲルヒダカ 牡2黒鹿 55

52 ▲森 一馬森中 蕃氏 小原伊佐美 新ひだか 武 牧場 504± 02：07．24 471．3�
45 ヒ ュ ウ ガ 牡2鹿 55 藤岡 佑介菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 474＋102：07．83� 167．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，122，900円 複勝： 118，526，300円 枠連： 13，639，300円
馬連： 48，435，300円 馬単： 45，332，200円 ワイド： 28，986，400円
3連複： 74，367，900円 3連単： 171，765，100円 計： 530，175，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 120円 � 200円 枠 連（3－4） 200円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 130円 �� 260円 �� 370円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，320円

票 数

単勝票数 計 291229 的中 � 158331（1番人気）
複勝票数 計1185263 的中 � 847035（1番人気）� 141876（2番人気）� 47767（3番人気）
枠連票数 計 136393 的中 （3－4） 50693（1番人気）
馬連票数 計 484353 的中 �� 164677（1番人気）
馬単票数 計 453322 的中 �� 106934（1番人気）
ワイド票数 計 289864 的中 �� 77996（1番人気）�� 23971（2番人気）�� 14445（4番人気）
3連複票数 計 743679 的中 ��� 99334（1番人気）
3連単票数 計1717651 的中 ��� 96675（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．0―13．9―13．3―12．6―11．7―11．3―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．5―51．4―1：04．7―1：17．3―1：29．0―1：40．3―1：52．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤデウス �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．3 京都3着

2011．6．6生 牡2栗 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 アドマイヤデウス号の騎手岩田康誠は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・4番）
※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15日 曇 良 （25阪神5）第6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

710 グレナディアーズ 牡2鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 508 ―1：38．2 17．2�
812 シードオブハピネス 牝2黒鹿54 池添 謙一�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 424 ― 〃 クビ 8．1�
68 ダブルミッション 牡2鹿 55 M．バルザローナ 広尾レース� 角居 勝彦 大樹 大樹ファーム 472 ―1：38．51� 5．2�

（英）

45 フォローハート 牝2黒鹿54 C．ウィリアムズ 松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 482 ― 〃 クビ 25．0�
（豪）

57 ト シ ザ キ ミ 牝2鹿 54 岩田 康誠上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 462 ―1：38．6� 13．2	
56 ティーエスネオ 牡2芦 55 幸 英明田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 506 ― 〃 アタマ 10．8

44 ベッラレジーナ 牝2鹿 54 秋山真一郎有限会社シルク平田 修 安平 ノーザンファーム 426 ―1：38．7� 2．4�
69 ミッキーナイト 牡2栗 55 C．ルメール 野田みづき氏 大久保龍志 新ひだか 矢野牧場 460 ―1：38．8クビ 4．8�

（仏）

11 サンライズアルプス 牡2鹿 55 藤田 伸二松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 436 ―1：39．33 39．2
711 ヒロノアドバンス 牡2鹿 55 国分 恭介サンエイ開発� 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター 448 ―1：39．51	 151．5�
33 オンワードアーサー 牡2芦 55 熊沢 重文樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 474 ― 〃 アタマ 142．6�
813 クリノエクセレンス 牝2黒鹿54 藤岡 佑介栗本 博晴氏 大根田裕之 伊達 高橋農場 414 ―1：40．13� 131．2�
22 ムーンウォーカー 牝2鹿 54 国分 優作田所 英子氏 梅内 忍 日高 正和山本牧場 472 ―1：42．7大差 194．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，237，800円 複勝： 43，291，900円 枠連： 16，545，200円
馬連： 47，931，000円 馬単： 35，209，600円 ワイド： 23，198，500円
3連複： 65，197，100円 3連単： 117，783，600円 計： 377，394，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 450円 � 260円 � 210円 枠 連（7－8） 3，920円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 11，330円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，170円 �� 800円

3 連 複 ��� 8，270円 3 連 単 ��� 76，050円

票 数

単勝票数 計 282378 的中 � 12976（7番人気）
複勝票数 計 432919 的中 � 21718（7番人気）� 45267（4番人気）� 63263（3番人気）
枠連票数 計 165452 的中 （7－8） 3122（13番人気）
馬連票数 計 479310 的中 �� 7421（21番人気）
馬単票数 計 352096 的中 �� 2295（41番人気）
ワイド票数 計 231985 的中 �� 4041（19番人気）�� 4872（16番人気）�� 7378（9番人気）
3連複票数 計 651971 的中 ��� 5822（31番人気）
3連単票数 計1177836 的中 ��� 1143（226番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．7―13．7―13．2―11．8―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．6―50．3―1：03．5―1：15．3―1：26．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F34．7
3 ・（5，6）7（4，8）10（3，9，12，13）11－（2，1） 4 ・（5，6）（7，10）（4，8）（12，13）（3，9）11（2，1）

勝馬の
紹 介

グレナディアーズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2011．1．29生 牡2鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 サンライズアルプス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 サンライズアルプス号は，発走調教再審査。
※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15日 曇 稍重 （25阪神5）第6日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時25分 （ダート・右）
500万円以下；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
1：11．0
1：10．2

良
不良

66 � ベストルーラー 牡2黒鹿55 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 484－ 41：12．6 1．6�
22 ディアゴッホ 牡2栗 55 藤岡 佑介ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 500－ 81：12．81� 57．9�
11 トラストフェアリー 牝2栗 54 秋山真一郎菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 426＋ 61：12．9	 32．1�
78 プ ロ ス パ ー 牡2黒鹿55 藤田 伸二前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ B472± 0 〃 アタマ 30．3�
55 ナモンレジェンド 牡2鹿 55 北村 友一�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 496－ 41：13．0
 27．4�
44 グラナディラ 牝2鹿 54 幸 英明水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 B516＋ 41：13．1クビ 4．2	
67 クリノプリムラ 牝2栗 54 国分 優作栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 432＋ 41：13．95 314．7

79 ゼンノジェネラル 牡2鹿 55 C．ウィリアムズ 大迫久美子氏 鮫島 一歩 新冠 村上 欽哉 454± 01：14．0	 22．6�

（豪）

810 メイショウカフウ 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 480＋14 〃 アタマ 8．4�
33 ブラボーランサー 牡2鹿 55 国分 恭介田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 524＋ 81：14．63
 32．9
811 シシャモオージ 牡2黒鹿 55

52 ▲森 一馬大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 458＋ 21：15．13 17．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，381，600円 複勝： 113，702，600円 枠連： 16，578，600円
馬連： 60，372，700円 馬単： 54，248，200円 ワイド： 30，392，100円
3連複： 79，426，000円 3連単： 202，582，400円 計： 592，684，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 790円 � 500円 枠 連（2－6） 5，550円

馬 連 �� 4，390円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 840円 �� 6，810円

3 連 複 ��� 22，240円 3 連 単 ��� 78，040円

票 数

単勝票数 計 353816 的中 � 181444（1番人気）
複勝票数 計1137026 的中 � 754348（1番人気）� 14527（10番人気）� 24717（8番人気）
枠連票数 計 165786 的中 （2－6） 2208（15番人気）
馬連票数 計 603727 的中 �� 10164（14番人気）
馬単票数 計 542482 的中 �� 7153（14番人気）
ワイド票数 計 303921 的中 �� 4189（20番人気）�� 9295（8番人気）�� 1058（43番人気）
3連複票数 計 794260 的中 ��� 2636（60番人気）
3連単票数 計2025824 的中 ��� 1916（184番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．9―12．0―12．1―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベストルーラー �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Aptitude デビュー 2013．11．2 京都1着

2011．3．4生 牡2黒鹿 母 Mila’s Fame 母母 Pleasant Fame 3戦2勝 賞金 15，400，000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。

3406812月15日 曇 良 （25阪神5）第6日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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 7，200，000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
1：32．0
1：30．7

良
良

815 ダンツクロノス 牡3鹿 56 藤田 伸二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 506＋ 61：34．7 15．9�
12 ノーブルコロネット 牝3鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472± 01：35．01� 3．8�

（仏）

817 エメラルドヴァレー 牝5青鹿55 国分 恭介吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 426－ 4 〃 クビ 58．9�
59 ミラクルラヴィ 牝3栗 54 四位 洋文藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 480＋121：35．21 18．8�
612 ラスカルトップ 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452－ 41：35．3� 4．6�

（豪）

24 コスモルーシー 牝4黒鹿55 酒井 学 	ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 466＋ 4 〃 クビ 106．3

510 アドマイヤキンカク 牡3鹿 56 M．バルザローナ 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 ハナ 2．3�

（英）

714 サ ト ノ ネ ネ 牝3鹿 54 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 454＋ 81：35．5� 43．0�
48 セ シ リ ア 牝4栗 55 川島 信二田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 452＋121：35．6� 38．5
35 カイシュウタビビト 牡4芦 57 池添 謙一飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 510＋ 61：35．81 47．3�
36 ケルンフォーティー 牡4栗 57 熊沢 重文谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 456－ 6 〃 ハナ 44．4�
23 ラッキーマンボ 牝3鹿 54 国分 優作 	三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 498＋ 21：35．9� 21．5�
47 � オーファメイ 牝4鹿 55 藤岡 佑介吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460－20 〃 ハナ 134．7�
11 � チ ー ズ マ ヨ 牝4鹿 55 上村 洋行戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 434－ 81：36．0� 203．9�
611 デジタルハーツ 牡4鹿 57 幸 英明林 正道氏 大久保龍志 浦河 高村牧場 480＋ 2 〃 クビ 56．9�
816 ジェネロシティー 牝3鹿 54 小林 徹弥	髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 472－101：36．1� 34．3�
713 デンコウスカイ 牝3鹿 54 北村 友一田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 482＋121：36．42 288．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 32，928，100円 複勝： 58，867，300円 枠連： 21，040，300円
馬連： 72，401，100円 馬単： 49，006，300円 ワイド： 38，170，500円
3連複： 108，133，000円 3連単： 190，818，100円 計： 571，364，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 530円 � 190円 � 1，050円 枠 連（1－8） 1，980円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 8，570円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 6，140円 �� 3，120円

3 連 複 ��� 29，670円 3 連 単 ��� 197，510円

票 数

単勝票数 計 329281 的中 � 16332（4番人気）
複勝票数 計 588673 的中 � 26213（5番人気）� 108144（2番人気）� 12224（13番人気）
枠連票数 計 210403 的中 （1－8） 7865（8番人気）
馬連票数 計 724011 的中 �� 16624（8番人気）
馬単票数 計 490063 的中 �� 4225（24番人気）
ワイド票数 計 381705 的中 �� 8611（7番人気）�� 1495（44番人気）�� 2977（33番人気）
3連複票数 計1081330 的中 ��� 2690（75番人気）
3連単票数 計1908181 的中 ��� 713（440番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．1―47．0―59．1―1：10．5―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツクロノス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．9．16 阪神1着

2010．4．6生 牡3鹿 母 ウインデンファーレ 母母 リーガルジョイ 14戦2勝 賞金 20，775，000円
※出走取消馬 スリーキャピトル号（疾病〔右肩跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ビリオネア号・メイショウコウボウ号
※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15日 晴 良 （25阪神5）第6日 第9競走 ��
��1，200�

た か さ ご

高 砂 特 別
発走14時30分 （芝・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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

813 ワキノブレイブ 牡3青鹿56 四位 洋文脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 484－ 21：09．6 4．7�
57 ジンセイハオマツリ 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ 小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 486± 0 〃 クビ 21．3�

（豪）

22 ケイアイウィルゴー 牝3鹿 54 藤田 伸二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 460± 0 〃 アタマ 7．8�
69 メイショウヒデタダ 牡4黒鹿57 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 476＋101：09．7クビ 9．3�
56 ミリオンフレッシュ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 478＋10 〃 クビ 55．5�
710 ネオヴァンクル 牡4栗 57 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 528± 01：09．8クビ 42．6�
11 シンジュボシ 牝3栗 54 岩田 康誠 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 488＋ 2 〃 ハナ 4．5

812 ドリームフォワード 牡6栗 57 M．バルザローナ セゾンレースホース	 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 21：09．9� 29．3�

（英）

68 カシノランナウェイ 	3栗 56 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 488－ 41：10．32� 3．5�
44 ヤマニンブルジョン 牡3栗 56 C．ルメール 土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 478－ 21：10．4� 7．9

（仏）

711 タニノマイルストン 牝4栗 55 国分 恭介谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 440＋ 21：10．5クビ 235．4�
33 
 ケンブリッジヒーロ 牡5栗 57 北村 友一中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 480＋ 61：10．71� 29．6�
45 ケントヒーロー 牡3栗 56 幸 英明田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 482＋18 〃 クビ 55．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，523，900円 複勝： 55，906，100円 枠連： 22，930，200円
馬連： 90，998，600円 馬単： 56，462，600円 ワイド： 38，487，900円
3連複： 118，937，300円 3連単： 212，693，800円 計： 628，940，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 500円 � 260円 枠 連（5－8） 3，310円

馬 連 �� 6，310円 馬 単 �� 11，860円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 800円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 12，670円 3 連 単 ��� 76，200円

票 数

単勝票数 計 325239 的中 � 55071（3番人気）
複勝票数 計 559061 的中 � 99088（2番人気）� 24185（7番人気）� 56739（4番人気）
枠連票数 計 229302 的中 （5－8） 5127（13番人気）
馬連票数 計 909986 的中 �� 10655（24番人気）
馬単票数 計 564626 的中 �� 3515（41番人気）
ワイド票数 計 384879 的中 �� 5621（20番人気）�� 12371（9番人気）�� 4927（22番人気）
3連複票数 計1189373 的中 ��� 6930（46番人気）
3連単票数 計2126938 的中 ��� 2060（257番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．3―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．4―45．7―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．2
3 3，7，9（2，13）10（5，12）1，4（6，11，8） 4 ・（3，7）9，13（2，10）12（1，8）5，4（6，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワキノブレイブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．8．19 新潟2着

2010．5．3生 牡3青鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ 19戦3勝 賞金 61，085，000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。

3407012月15日 晴 良 （25阪神5）第6日 第10競走 ��
��1，800�

もとまち

元町ステークス
発走15時05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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

44 ゼ ロ ス 牡4鹿 57 国分 恭介杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 506＋ 61：48．1 13．8�
33 オ リ ー ビ ン 牡4栗 57 岩田 康誠吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 480－ 41：48．42 6．8�
55 ヘミングウェイ 牡3黒鹿56 M．バルザローナ 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 486＋281：48．5� 4．3�
（英）

812 バッドボーイ 牡3鹿 56 幸 英明畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 520＋24 〃 ハナ 5．3�
22 リヤンドファミユ 牡3鹿 56 池添 謙一 �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 456＋20 〃 クビ 2．6�
79 ア ー デ ン ト 牡4芦 57 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 41：48．6� 10．7	
（豪）

811 アルティシムス 牡5鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 2 〃 クビ 94．4


67 エスカナール 牝5黒鹿55 C．ルメール 下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 484＋ 81：48．81	 16．9�
（仏）

68 ベストクルーズ 牝6芦 55 北村 友一飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 446＋ 21：48．9� 40．5�
11 
 ロードロックスター 牡7鹿 57 藤田 伸二 ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm 516＋ 61：49．0� 38．2�
710 フサイチアソート �8栗 57 酒井 学岡田 牧雄氏 佐山 優 早来 ノーザンファーム 448± 01：49．85 131．9�
56 イセノスバル 牡7青 57 熊沢 重文大橋 正子氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 520＋ 41：50．75 260．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，302，600円 複勝： 78，025，200円 枠連： 23，398，600円
馬連： 133，416，800円 馬単： 82，027，800円 ワイド： 51，541，800円
3連複： 166，424，600円 3連単： 359，189，900円 計： 950，327，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 320円 � 190円 � 170円 枠 連（3－4） 3，250円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，010円 �� 640円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 47，720円

票 数

単勝票数 計 563026 的中 � 32282（6番人気）
複勝票数 計 780252 的中 � 52779（6番人気）� 113875（4番人気）� 139133（2番人気）
枠連票数 計 233986 的中 （3－4） 5319（18番人気）
馬連票数 計1334168 的中 �� 32277（16番人気）
馬単票数 計 820278 的中 �� 7761（36番人気）
ワイド票数 計 515418 的中 �� 12711（15番人気）�� 12400（16番人気）�� 20602（6番人気）
3連複票数 計1664246 的中 ��� 21449（23番人気）
3連単票数 計3591899 的中 ��� 5556（176番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．0―12．5―12．1―11．8―11．3―11．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―36．8―49．3―1：01．4―1：13．2―1：24．5―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼ ロ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．6．19 函館4着

2009．4．13生 牡4鹿 母 サムソンフェアリー 母母 テ ィ ス ワ 25戦5勝 賞金 86，521，000円
※エスカナール号は，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。

２レース目



3407112月15日 晴 良 （25阪神5）第6日 第11競走 ��
��2，000�ベテルギウスステークス

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬
は超過額1，100万円毎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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

78 ナムラビクター 牡4鹿 55 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 524＋122：04．6 8．4�
22 ソ ロ ル 牡3黒鹿55 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 484＋ 42：04．91� 5．1�

（豪）

810 タイムズアロー 牡5栗 56 幸 英明 �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 490－ 22：05．0� 18．6�

79 ハートビートソング 牡6栗 56 C．ルメール �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 508－ 42：05．1	 2．0�
（仏）

55 ヴァンヌーヴォー 牡4鹿 56 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B504± 02：05．2クビ 8．4�

33 メテオロロジスト 牡6栗 56 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス	 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 512＋ 4 〃 クビ 10．9


66 ダノンスパシーバ 牡6鹿 56 藤岡 佑介	ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 508－ 22：05．83	 111．1�
44 オースミイチバン 牡4栗 56 川島 信二	オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 530＋10 〃 クビ 143．4�
811 キ ラ ウ エ ア 牡6黒鹿56 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス	 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 470± 02：05．9	 62．8
67 ブ ル ロ ッ ク 牡6鹿 56 国分 優作小林 秀樹氏 高橋 亮 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B492± 02：06．32	 400．4�
11 ジョヴァンニ 牡4栗 56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 82：06．72	 7．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 100，042，900円 複勝： 131，891，600円 枠連： 47，740，600円 馬連： 261，984，800円 馬単： 153，865，900円
ワイド： 92，382，400円 3連複： 314，643，000円 3連単： 758，071，800円 5重勝： 722，157，900円 計： 2，582，780，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 260円 � 200円 � 380円 枠 連（2－7） 410円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，430円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 8，660円 3 連 単 ��� 43，530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����� 7，202，070円

票 数

単勝票数 計1000429 的中 � 94702（5番人気）
複勝票数 計1318916 的中 � 133980（4番人気）� 198045（2番人気）� 81357（7番人気）
枠連票数 計 477406 的中 （2－7） 87520（1番人気）
馬連票数 計2619848 的中 �� 88907（9番人気）
馬単票数 計1538659 的中 �� 24563（17番人気）
ワイド票数 計 923824 的中 �� 31320（8番人気）�� 15568（20番人気）�� 19760（17番人気）
3連複票数 計3146430 的中 ��� 26834（29番人気）
3連単票数 計7580718 的中 ��� 12855（138番人気）
5重勝票数 計7221579 的中 ����� 74

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．1―36．2―50．1―1：02．4―1：14．8―1：27．5―1：39．9―1：52．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラビクター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2012．4．15 阪神16着

2009．5．16生 牡4鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 12戦5勝 賞金 92，726，000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。

3407212月15日 晴 良 （25阪神5）第6日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走16時20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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

816 クリノヒマラヤオー 牡3黒鹿56 C．ルメール 栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 484＋ 81：54．1 4．0�
（仏）

11 アドマイヤジャコモ 牡5鹿 57 M．バルザローナ 近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 506－ 41：54．52� 37．5�
（英）

59 ブルータンザナイト 牡4青鹿57 熊沢 重文桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 552－ 21：54．71	 19．5�
48 スズカウラノス 牡4鹿 57 北村 友一永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 458± 0 〃 クビ 13．1�
23 マーベラスバロン 牡5鹿 57 幸 英明笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 500± 01：54．8クビ 6．0�
35 エアラギオール 牡5黒鹿57 岩田 康誠 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500＋ 4 〃 ハナ 2．2	
47 
 シルクプラズマ 牡5黒鹿57 酒井 学有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 470± 01：55．01	 120．6

510
 ミラグロッサ 牝5栗 55 秋山真一郎 �社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 2 〃 クビ 41．7�
713
 リバータイキ 牡4栗 57 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 518＋22 〃 ハナ 19．5
24 カノヤプレジデント �3鹿 56 国分 恭介神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 478＋ 2 〃 ハナ 59．9�
12 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 484± 01：55．1� 73．9�
815 トップオブカハラ 牡6芦 57 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 494＋ 41：55．2� 203．5�
611 カッパドキア 牡3黒鹿56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 476－ 21：55．83� 10．1�
612 スーパーオービット 牡7鹿 57

54 ▲森 一馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 464± 01：56．01	 329．3�

714 ハッピーマリーン 牝4栗 55 川島 信二道永 幸治氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 522＋ 4 〃 ハナ 228．5�
（15頭）

36 
 モズオーロラ 牡3鹿 56 藤田 伸二北側 雅司氏 森 秀行 日高 目黒牧場 446＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 75，114，700円 複勝： 111，074，100円 枠連： 45，485，200円
馬連： 184，315，200円 馬単： 112，369，400円 ワイド： 84，086，000円
3連複： 249，666，000円 3連単： 527，990，900円 計： 1，390，101，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 770円 � 430円 枠 連（1－8） 3，380円

馬 連 �� 5，980円 馬 単 �� 9，480円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 1，280円 �� 5，500円

3 連 複 ��� 29，720円 3 連 単 ��� 113，380円

票 数

単勝票数 差引計 751147（返還計 2672） 的中 � 151745（2番人気）
複勝票数 差引計1110741（返還計 5058） 的中 � 178191（2番人気）� 32368（8番人気）� 64383（6番人気）
枠連票数 差引計 454852（返還計 2091） 的中 （1－8） 9946（16番人気）
馬連票数 差引計1843152（返還計 25603） 的中 �� 22784（20番人気）
馬単票数 差引計1123694（返還計 14182） 的中 �� 8750（30番人気）
ワイド票数 差引計 840860（返還計 14367） 的中 �� 10458（20番人気）�� 16595（13番人気）�� 3673（43番人気）
3連複票数 差引計2496660（返還計 65263） 的中 ��� 6200（80番人気）
3連単票数 差引計5279909（返還計111448） 的中 ��� 3437（309番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―38．0―50．9―1：04．1―1：16．9―1：29．1―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノヒマラヤオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．7．21 新潟8着

2010．5．10生 牡3黒鹿 母 クリノスペシャル 母母 ペパーミントグラス 11戦3勝 賞金 27，980，000円
〔競走除外〕 モズオーロラ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 キクノグラード号
※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。

５レース目



（25阪神5）第6日 12月15日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 168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

218，990，000円
8，200，000円
1，280，000円
19，860，000円
63，477，000円
5，042，800円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
468，707，900円
839，129，000円
259，268，100円
1，063，667，300円
701，652，500円
473，125，400円
1，416，253，700円
2，910，099，700円
722，157，900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 8，854，061，500円

総入場人員 17，665名 （有料入場人員 16，152名）
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