
3407312月26日 晴 重 （27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00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

47 サクレディーヴァ 牝2芦 54 秋山真一郎 K.S．ヤップ氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 504－ 61：53．8 4．1�
713 デルマチャチャ 牝2鹿 54

53 ☆小崎 綾也浅沼 廣幸氏 藤沢 則雄 日高 ファニーヒルファーム 486－ 61：54．01� 26．5�
714 マルクデラポム 牝2青鹿54 川島 信二三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 474＋ 61：54．42� 17．9�
611 クレスクント 牝2芦 54 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 510± 0 〃 ハナ 5．1�
11 クリノセゴビア 牝2黒鹿54 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 450＋ 6 〃 クビ 5．1�
36 ジャーマンアイリス 牝2芦 54 幸 英明金子真人ホール

ディングス	 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 454± 01：54．5クビ 29．3

59 ティルヴィング 牝2青鹿54 岩田 康誠前田 幸治氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452－ 21：54．6� 8．3�
12 タイセイフラム 牝2鹿 54 菱田 裕二田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 B428＋ 41：55．02� 287．7�
24 シャインダイアン 牝2黒鹿54 佐藤 友則�三嶋牧場 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 468± 01：55．42� 30．2

（笠松）

816 カスタネット 牝2栗 54 岡田 祥嗣手嶋 康雄氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 430± 01：56．57 136．9�
510 シャルメーヌ 牝2鹿 54 和田 竜二三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 470－ 41：56．6� 23．8�
35 タガノボワテュール 牝2栗 54 古川 吉洋八木 良司氏 高橋 亮 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436＋ 41：57．13 87．9�
48 ア リ モ ニ ー 牝2栗 54 国分 優作 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 目野 哲也 浦河 ヒダカフアーム 472－ 21：58．05 276．6�
23 タイセイアモーレ 牝2黒鹿54 M．デムーロ田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 468＋121：58．31� 4．7�
815 チチェルキア 牝2栗 54 C．ルメール 市川義美ホール

ディングス	 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 482－ 22：00．0大差 19．1�
612 オーシャンムーサ 牝2鹿 54 柴田 未崎上田 宗義氏 田所 秀孝 新ひだか 沖田 哲夫 430－ 82：00．85 267．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，103，500円 複勝： 45，180，500円 枠連： 13，582，300円
馬連： 63，274，300円 馬単： 31，680，100円 ワイド： 36，713，900円
3連複： 90，729，200円 3連単： 110，286，300円 計： 416，550，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 730円 � 410円 枠 連（4－7） 2，530円

馬 連 �� 7，550円 馬 単 �� 10，950円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 1，530円 �� 5，550円

3 連 複 ��� 30，660円 3 連 単 ��� 127，320円

票 数

単勝票数 計 251035 的中 � 48920（1番人気）
複勝票数 計 451805 的中 � 80155（2番人気）� 13546（10番人気）� 26173（6番人気）
枠連票数 計 135823 的中 （4－7） 4145（11番人気）
馬連票数 計 632743 的中 �� 6902（29番人気）
馬単票数 計 316801 的中 �� 2169（44番人気）
ワイド票数 計 367139 的中 �� 3793（33番人気）�� 6307（16番人気）�� 1675（47番人気）
3連複票数 計 907292 的中 ��� 2219（95番人気）
3連単票数 計1102863 的中 ��� 628（429番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．8―49．5―1：02．1―1：14．7―1：27．5―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サクレディーヴァ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．11．23 京都3着

2013．2．6生 牝2芦 母 ラフェクレール 母母 アドマイヤマカディ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 タガノボワテュール号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チチェルキア号・オーシャンムーサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

1月26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 メッザルーナ号
※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。

3407412月26日 晴 重 （27阪神5）第7日 第2競走 ��1，400�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
1：23．5
1：23．1

重
重

713 セカンドエフォート 牡2青鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 494－ 21：25．2 7．3�
611 カ キ ナ ダ 牡2鹿 55 内田 博幸鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新ひだか 原 達也 490＋121：25．3� 227．7�
24 ワンダーリーデル 牡2鹿 55 松若 風馬山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 532－ 81：25．72� 3．6�
47 スノードルフィン 牡2黒鹿55 和田 竜二 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 494± 01：25．91� 4．7�
59 グランアルバス 牡2鹿 55 小牧 太飯田 訓大氏 森 秀行 日高 本間牧場 466－ 61：26．11� 42．1�
11 ミキノカンタータ 牝2黒鹿54 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 432± 01：26．42 122．9	
48 タガノキングパワー 牡2鹿 55 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 41：26．72 161．1

714 トウケイドライヴ 牡2鹿 55 武 豊木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 458＋ 81：27．12� 14．5�
23 アリノマンボ 牝2鹿 54

52 △加藤 祥太聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 446－ 4 〃 クビ 2．9�
816 ホッコースイセイ 牝2栗 54 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 456＋ 21：27．3� 50．8
612 テイエムフライヤー 牡2青鹿 55

53 △義 英真竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 456－ 61：27．93� 229．8�
12 クリノシャンティイ 牡2黒鹿55 藤岡 康太栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 北星村田牧場 454＋ 61：28．11� 29．0�
35 ナンヨートゥループ 牡2黒鹿55 佐藤 友則中村 德也氏 西村 真幸 新冠 村上 欽哉 460＋ 21：28．52� 52．4�

（笠松）

510 ドルフィンマーク �2黒鹿55 H．ボウマン 大塚 亮一氏 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 B516＋14 〃 クビ 17．3�
（豪）

815 ソフトランディング 牝2鹿 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 21：28．71� 28．9�

36 アウェイキング 牝2鹿 54 柴田 未崎髙嶋 哲氏 梅田 智之 浦河 有限会社
吉田ファーム 452± 01：28．91� 191．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，573，100円 複勝： 58，983，700円 枠連： 19，534，800円
馬連： 67，707，500円 馬単： 35，782，300円 ワイド： 40，281，200円
3連複： 91，750，300円 3連単： 124，182，200円 計： 468，795，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 240円 � 5，580円 � 170円 枠 連（6－7） 14，750円

馬 連 �� 74，370円 馬 単 �� 60，710円

ワ イ ド �� 18，380円 �� 590円 �� 15，190円

3 連 複 ��� 104，410円 3 連 単 ��� 811，090円

票 数

単勝票数 計 305731 的中 � 33183（4番人気）
複勝票数 計 589837 的中 � 65710（4番人気）� 1978（16番人気）� 114070（2番人気）
枠連票数 計 195348 的中 （6－7） 1026（20番人気）
馬連票数 計 677075 的中 �� 751（71番人気）
馬単票数 計 357823 的中 �� 442（99番人気）
ワイド票数 計 402812 的中 �� 540（74番人気）�� 18955（5番人気）�� 654（69番人気）
3連複票数 計 917503 的中 ��� 659（163番人気）
3連単票数 計1241822 的中 ��� 111（1025番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．0―34．3―46．5―59．0―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セカンドエフォート �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Concern デビュー 2015．8．9 札幌3着

2013．2．14生 牡2青鹿 母 ディフィカルト 母母 Wings of Jove 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 タガノキングパワー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ヤマニンロスター号
（非抽選馬） 2頭 シカイリョーコー号・ラブジェネラル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 阪神競馬 第７日



3407512月26日 晴 稍重 （27阪神5）第7日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時00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

818 ド ゥ ー カ 牡2栗 55 川田 将雅金山 圭充氏 作田 誠二 浦河 三枝牧場 490－ 41：36．3 5．5�
48 ディープエクシード 牡2鹿 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 パカパカ

ファーム 480± 01：36．4� 3．9�
36 エ マ ノ ン 牝2黒鹿54 浜中 俊丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：36．5� 5．0�
11 レッドヴェルサス 牡2鹿 55 H．ボウマン �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B502＋ 21：36．6� 7．0�

（豪）

611 ナ ー ウ ル 牝2青鹿54 松若 風馬金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 454－ 41：37．02� 33．1�

816 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 482－ 21：37．32 7．7

12 � スペードクイーン 牝2栗 54 C．ルメール 吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 474＋ 41：37．4クビ 4．7�
47 ショーストーム 牡2鹿 55 藤岡 康太吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 474＋ 6 〃 クビ 27．3�
612 マーティンクリベー 牡2鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 466± 01：37．71	 123．1
714 オールドラゴン 牡2栗 55

53 △義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 新冠伊藤牧場 422± 0 〃 アタマ 66．5�
713 バイキングスター 牡2黒鹿55 酒井 学古賀 禎彦氏 飯田 祐史 日高 浜本牧場 434－101：37．91
 290．3�
35 ブラックインパクト 牝2鹿 54

52 △加藤 祥太 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 430－ 4 〃 ハナ 150．8�
59 � ラ ト ナ プ ラ 牝2鹿 54 幸 英明前田 葉子氏 笹田 和秀 米 Bryant H.

Prentice, III 418－ 21：38．64 195．5�
23 ジョウショウキセキ 牡2鹿 55 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 若林 武雄 454± 0 〃 ハナ 441．8�
715 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 460－ 41：38．7クビ 46．9�
（笠松）

24 トウカイフェイト 牝2鹿 54 柴田 未崎内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 岡部牧場 454－ 6 〃 クビ 292．3�
510 ニュードラゴン 牝2黒鹿54 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 460＋101：39．23 340．4�
817 ク イ ン ダ ム 牝2芦 54 秋山真一郎西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 �川 啓一 426－ 41：40．47 501．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，810，900円 複勝： 61，996，000円 枠連： 23，715，600円
馬連： 75，326，500円 馬単： 38，008，900円 ワイド： 45，165，500円
3連複： 98，147，400円 3連単： 128，063，800円 計： 503，234，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 150円 � 180円 枠 連（4－8） 620円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 370円 �� 560円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 9，440円

票 数

単勝票数 計 328109 的中 � 47683（4番人気）
複勝票数 計 619960 的中 � 94976（3番人気）� 122183（1番人気）� 81768（4番人気）
枠連票数 計 237156 的中 （4－8） 29309（3番人気）
馬連票数 計 753265 的中 �� 60089（2番人気）
馬単票数 計 380089 的中 �� 13547（4番人気）
ワイド票数 計 451655 的中 �� 32030（2番人気）�� 19591（7番人気）�� 30284（3番人気）
3連複票数 計 981474 的中 ��� 47550（2番人気）
3連単票数 計1280638 的中 ��� 9828（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．2―35．7―48．1―1：00．8―1：12．5―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．5
3 ・（16，18）－（14，17）（2，4，12）（1，7）（8，15）（5，9，10，13）6（3，11） 4 16，18（14，2，17，7）1（8，4，12）6，5（3，9）（13，15）10，11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ド ゥ ー カ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2015．8．16 小倉2着

2013．4．12生 牡2栗 母 シェリーバレンシア 母母 マ ル ケ ッ タ 6戦1勝 賞金 13，600，000円
〔制裁〕 レッドヴェルサス号の騎手H．ボウマンは，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クインダム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月26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。
（非当選馬） 4頭 ショウナンマシェリ号・タガノガンチャン号・ヒロンスキー号・ローデルバーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3407612月26日 晴 稍重 （27阪神5）第7日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時30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

816 ギ モ ー ヴ 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：03．8 3．9�
48 インザサイレンス 牡2芦 55 小牧 太岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 462－ 62：04．01� 15．7�
611 ゴールドラッシュ 牡2鹿 55 H．ボウマン 前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 82：04．1� 25．5�
（豪）

36 ヨ カ グ ラ 牡2栗 55 武 豊 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 14．0�
23 	 マテンロウゴースト 牡2栗 55 M．デムーロ寺田千代乃氏 中内田充正 愛 Nobutaka

Tada 502± 02：04．31� 2．1�
24 エイシンミサイル 牡2鹿 55 岩田 康誠	栄進堂 奥村 豊 新ひだか 前川 勇 500± 0 〃 クビ 18．5

47 ショウナンアストル 牡2栗 55 松田 大作�湘南 吉村 圭司 新ひだか 乾 皆雄 460± 02：04．4
 20．7�
59 ディスピュート 牡2鹿 55 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 430－ 42：04．5
 320．9�
612 ライペンミノル 牡2栗 55 松若 風馬吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 524－ 6 〃 ハナ 76．0
510 コークスクリュー 牡2鹿 55 藤岡 康太	ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 82：04．6クビ 98．0�
713 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 412－ 42：04．81 23．8�

（笠松）

12 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 478－10 〃 クビ 6．6�

35 ジューンソフィア 牝2鹿 54 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 日高 日高大洋牧場 478－ 62：05．11� 79．7�
815 コウザンアプローチ 牡2鹿 55 幸 英明山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 496＋182：05．2
 97．4�
11 クーイカヌウ 牡2栗 55 酒井 学	錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 468－102：05．73 303．1�
714 トウケイイダテン 牡2鹿 55 中井 裕二木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 468＋ 62：06．65 153．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，151，800円 複勝： 61，090，700円 枠連： 20，844，100円
馬連： 80，715，500円 馬単： 43，473，500円 ワイド： 49，074，500円
3連複： 102，622，100円 3連単： 142，032，400円 計： 536，004，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 340円 � 740円 枠 連（4－8） 1，320円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 930円 �� 2，010円 �� 5，860円

3 連 複 ��� 33，160円 3 連 単 ��� 133，900円

票 数

単勝票数 計 361518 的中 � 72794（2番人気）
複勝票数 計 610907 的中 � 115826（2番人気）� 43578（4番人気）� 17482（9番人気）
枠連票数 計 208441 的中 （4－8） 12175（5番人気）
馬連票数 計 807155 的中 �� 20391（10番人気）
馬単票数 計 434735 的中 �� 7234（14番人気）
ワイド票数 計 490745 的中 �� 14079（10番人気）�� 6235（20番人気）�� 2090（43番人気）
3連複票数 計1026221 的中 ��� 2321（83番人気）
3連単票数 計1420324 的中 ��� 769（347番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．6―49．3―1：01．8―1：14．4―1：27．1―1：38．8―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギ モ ー ヴ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．11．15 京都2着

2013．1．19生 牝2鹿 母 ヒカルアマランサス 母母 ス タ ー ミ ー 3戦1勝 賞金 9，100，000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） 3頭 エーティーサンダー号・サンライズサーカス号・スリーアリアン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3407712月26日 晴 稍重 （27阪神5）第7日 第5競走 ��
��1，400�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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

11 カフジビーナス 牝2鹿 54 勝浦 正樹加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 410 ―1：25．7 21．8�
24 エイシンヒアゴーズ 牡2黒鹿55 武 豊�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 444 ― 〃 クビ 2．6�
612 デザートナイト 牡2鹿 55 H．ボウマン 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 494 ― 〃 アタマ 14．5�
（豪）

817 オンマイステージ 牝2芦 54 M．デムーロ大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠 秋田牧場 432 ―1：25．8クビ 4．9�
715 ユーキホープ 牡2鹿 55 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 和田牧場 504 ― 〃 アタマ 92．7�
12 オールインワン 牡2鹿 55 池添 謙一金山 圭充氏 作田 誠二 浦河 笹島 政信 484 ―1：26．01� 6．1	
713 エイシンシシオウ 牡2黒鹿55 C．ルメール�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 514 ― 〃 クビ 10．3

35 カ ソ ク 牝2鹿 54 秋山真一郎芹澤 精一氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 480 ―1：26．21� 43．0�
714 オンブルオール 牝2鹿 54 A．アッゼニ �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 432 ― 〃 クビ 14．1

（英）

59 クラウンサングリア 牡2青鹿55 太宰 啓介矢野 恭裕氏 大根田裕之 新冠 パカパカ
ファーム 494 ―1：26．3クビ 296．4�

818 ゲンパチヨシツネ 牡2鹿 55 古川 吉洋平野 武志氏 加用 正 浦河 大道牧場 446 ―1：26．4� 10．6�
36 トウケイエース 牡2鹿 55 小牧 太木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 宮内牧場 482 ―1：26．71� 27．4�
47 マジョレット 牝2青鹿54 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 442 ― 〃 ハナ 30．5�
510 ロッソオンダーク 牡2鹿 55 松若 風馬吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 460 ―1：27．02 120．5�
48 キリエレガント 牝2鹿 54 佐藤 友則�本桐牧場 沖 芳夫 新ひだか 本桐牧場 396 ― 〃 クビ 161．1�

（笠松）

23 タマモパフューム 牝2鹿 54
52 △加藤 祥太タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 424 ―1：27．1	 314．5�

816 イケジュンクイーン 牝2黒鹿54 松田 大作鈴木 等氏 北出 成人 新冠 武田牧場 430 ―1：27．2	 332．0�
611 リベランジェロ 牡2鹿 55 北村 友一奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 510 ―1：27．62	 143．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，829，300円 複勝： 43，658，700円 枠連： 24，934，800円
馬連： 67，828，600円 馬単： 34，267，100円 ワイド： 38，622，800円
3連複： 81，764，600円 3連単： 104，706，600円 計： 428，612，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 440円 � 150円 � 410円 枠 連（1－2） 740円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 6，670円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 4，330円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 13，700円 3 連 単 ��� 104，130円

票 数

単勝票数 計 328293 的中 � 12031（8番人気）
複勝票数 計 436587 的中 � 20856（8番人気）� 105229（1番人気）� 22689（7番人気）
枠連票数 計 249348 的中 （1－2） 25847（4番人気）
馬連票数 計 678286 的中 �� 21375（7番人気）
馬単票数 計 342671 的中 �� 3850（22番人気）
ワイド票数 計 386228 的中 �� 9600（9番人気）�� 2221（45番人気）�� 8267（11番人気）
3連複票数 計 817646 的中 ��� 4476（48番人気）
3連単票数 計1047066 的中 ��� 729（334番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフジビーナス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 テ ン ビ ー 初出走

2013．4．13生 牝2鹿 母 タッソーニー 母母 プリヴィレッジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 デザートナイト号の騎手H．ボウマンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 エペイスト号・コイスルキセキ号・ソフィアエレガンテ号・ティアップアラシ号・ナヴラトリ号・ナノセカンド号・

ナムラシャーロット号・ピンクパレット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

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

発走12時50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

22 ナムラアラシ 牡2鹿 55 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 496 ―1：54．5 7．9�
66 グロリアスメーカー 牝2鹿 54 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 434 ―1：55．13� 3．9�
89 ベ ル ク リ ア 牝2芦 54 M．デムーロ水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 468 ― 〃 クビ 2．3�
11 エレジェントマイン 牝2鹿 54

52 △加藤 祥太下河�行雄氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 446 ―1：55．73� 32．7�
88 タマモマリンバ 牡2鹿 55 国分 恭介タマモ	 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 478 ―1：56．01� 33．0

33 スクリューネイバー 牡2芦 55 和田 竜二松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486 ―1：56．53 18．0�
44 シュルーバック 牝2鹿 54 古川 吉洋西森 鶴氏 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 512 ―1：57．35 105．9�
77 スカイエモーション 牡2鹿 55 小牧 太山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 佐竹 学 560 ―1：57．93� 12．5
55 キャプテンブレイズ 牡2鹿 55 武 豊玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 笹島 政信 510 ―1：58．64 4．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，349，100円 複勝： 35，938，600円 枠連： 10，740，500円
馬連： 61，753，500円 馬単： 40，237，300円 ワイド： 29，837，400円
3連複： 70，282，300円 3連単： 156，136，900円 計： 440，275，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 150円 � 110円 � 110円 枠 連（2－6） 1，620円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 410円 �� 360円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 10，410円

票 数

単勝票数 計 353491 的中 � 35714（4番人気）
複勝票数 計 359386 的中 � 45746（4番人気）� 89912（2番人気）� 92304（1番人気）
枠連票数 計 107405 的中 （2－6） 5112（5番人気）
馬連票数 計 617535 的中 �� 28676（6番人気）
馬単票数 計 402373 的中 �� 7791（14番人気）
ワイド票数 計 298374 的中 �� 16745（6番人気）�� 19966（4番人気）�� 39989（1番人気）
3連複票数 計 702823 的中 ��� 47197（2番人気）
3連単票数 計1561369 的中 ��� 10868（33番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―13．8―12．4―12．9―12．9―12．6―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．9―51．3―1：04．2―1：17．1―1：29．7―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．4
1
3
6，8（2，9）（1，5，7）4，3・（6，8）7（2，9，5）3（1，4）

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

勝馬の
紹 介

ナムラアラシ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

2013．4．27生 牡2鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3407912月26日 晴 稍重 （27阪神5）第7日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走13時20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
2：00．8
1：59．8

良
良

611 サトノダイヤモンド 牡2鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500－ 22：03．8 1．2�
35 クィーンズベスト 牝2鹿 54 岩田 康誠林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：04．43� 22．7�
713 ナムラシングン 牡2黒鹿55 内田 博幸奈村 睦弘氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 512＋ 6 〃 クビ 6．8�
58 マイネルハニー 牡2鹿 55 H．ボウマン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 464＋ 2 〃 ハナ 16．1�
（豪）

610 フロムマイハート 牝2栗 54 A．アッゼニ �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 430＋ 22：04．71� 19．6�

（英）

59 メイケイレジェンド 牡2鹿 55 武 豊名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 472± 02：05．12� 20．4	
815 テイエムハヤブサ 牡2青鹿55 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 444± 02：05．41� 284．3

814 キャノンストーム 牡2黒鹿55 川田 将雅前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504－ 4 〃 ハナ 14．3�
22 スパーキングジョイ 牡2栗 55 藤岡 康太幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 62：05．5� 133．5�
23 グローリーミスト 牡2青鹿55 小牧 太 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：05．6� 181．3
34 コスモヴェッキオ 牡2黒鹿55 高倉 稜岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 456－142：06．45 234．7�
46 ノーザンエンブレム 牝2黒鹿54 荻野 琢真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 安平 ノーザンファーム 456－102：06．93 600．6�
712 ヴ レ 牡2栗 55 和田 竜二宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 512－14 〃 ハナ 103．4�
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 444－ 22：07．21� 361．0�

（笠松） （笠松）

47 	 ガンバレショコラ 牝2栗 54 藤田 弘治 �ファーストビジョン鈴木 正也 平取 川向高橋育
成牧場 476－132：07．52 389．7�

（金沢） （金沢）

（15頭）

売 得 金
単勝： 70，350，500円 複勝： 228，849，500円 枠連： 21，309，500円
馬連： 102，601，400円 馬単： 84，683，500円 ワイド： 62，080，900円
3連複： 126，256，800円 3連単： 311，006，600円 計： 1，007，138，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 190円 � 120円 枠 連（3－6） 720円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 320円 �� 170円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 3，730円

票 数

単勝票数 計 703505 的中 � 445805（1番人気）
複勝票数 計2288495 的中 � 1795149（1番人気）� 64082（5番人気）� 159943（2番人気）
枠連票数 計 213095 的中 （3－6） 22794（4番人気）
馬連票数 計1026014 的中 �� 86808（6番人気）
馬単票数 計 846835 的中 �� 63946（5番人気）
ワイド票数 計 620809 的中 �� 46452（5番人気）�� 113309（1番人気）�� 15770（10番人気）
3連複票数 計1262568 的中 ��� 75798（5番人気）
3連単票数 計3110066 的中 ��� 60380（9番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．5―12．9―13．1―12．8―12．6―11．8―11．5―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―37．8―50．7―1：03．8―1：16．6―1：29．2―1：41．0―1：52．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．6
1
3
5，10，13（2，7，14）8，11，4，15，9，12，1－6，3・（5，10）13（2，7，14）8（4，11）15，9（12，3）－（1，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノダイヤモンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen デビュー 2015．11．8 京都1着

2013．1．30生 牡2鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 マイネルハニー号の騎手H．ボウマンは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成28年1月5日から平成28年

1月11日まで騎乗停止。（被害馬：14番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3408012月26日 晴 稍重 （27阪神5）第7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）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

47 タムロミラクル 牡3青鹿56 M．デムーロ谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 474＋ 21：52．0 3．5�
23 ウインユニファイド 牡3黒鹿56 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 514＋ 41：52．1� 12．0�
24 インテグラード 牡4青鹿57 A．アッゼニ�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488± 01：52．2クビ 34．4�

（英）

714 ロイヤルパンプ 牡3栗 56 松若 風馬吉田 千津氏 長浜 博之 平取 稲原牧場 528－ 4 〃 クビ 6．6�
11 デ モ ニ オ 牡4青 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：52．41� 3．8	
59 � メイショウハクラク 牡4栗 57 藤岡 康太松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 下河辺牧場 502＋ 61：52．61	 37．2

36 � スリーマキシマム 牡4鹿 57

55 △加藤 祥太永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 486＋ 21：52．7� 318．8�
713 サダムダイジョウブ 牡5青 57 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 41：52．8クビ 8．0�
612 オリハルコン 牡4黒鹿57 H．ボウマン �G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 538＋ 41：53．01	 8．9

（豪）

815 シ ュ ネ ー ル 牡4鹿 57 浜中 俊永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 504± 01：53．1� 13．8�
510 カシノランド 牡3黒鹿 56

54 △
島 克駿柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 478± 0 〃 クビ 12．2�
816 コンクエストシチー 牡3栗 56 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 470± 01：53．2� 140．9�
12 � ペプチドムーン 牡4栗 57

55 △義 英真沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 474± 01：54．05 292．5�
48 グランドデザイン 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 462＋ 41：54．42� 119．9�
611 ダ ン シ ン グ 牝3栗 54 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 488－ 21：55．46 314．8�
35 ビッグスペンダー 牡3鹿 56 竹之下智昭中辻 明氏 日吉 正和 新冠 パカパカ

ファーム 452＋ 81：55．93 206．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，219，200円 複勝： 66，591，000円 枠連： 26，418，300円
馬連： 105，702，400円 馬単： 47，203，500円 ワイド： 57，261，100円
3連複： 130，760，000円 3連単： 178，632，600円 計： 650，788，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 300円 � 810円 枠 連（2－4） 1，920円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 2，200円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 18，730円 3 連 単 ��� 70，110円

票 数

単勝票数 計 382192 的中 � 86736（1番人気）
複勝票数 計 665910 的中 � 125403（2番人気）� 55414（7番人気）� 16984（9番人気）
枠連票数 計 264183 的中 （2－4） 10639（10番人気）
馬連票数 計1057024 的中 �� 30586（11番人気）
馬単票数 計 472035 的中 �� 7963（16番人気）
ワイド票数 計 572611 的中 �� 14025（13番人気）�� 6638（28番人気）�� 4585（35番人気）
3連複票数 計1307600 的中 ��� 5235（63番人気）
3連単票数 計1786326 的中 ��� 1847（261番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．0―49．4―1：02．0―1：14．4―1：26．6―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タムロミラクル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2015．2．8 小倉2着

2012．3．15生 牡3青鹿 母 タムロイーネー 母母 フィールドロマン 11戦2勝 賞金 24，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビクトリーミノル号
※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。



3408112月26日 晴 稍重 （27阪神5）第7日 第9競走 ��
��2，400�

え さ か

江 坂 特 別
発走14時30分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

11 ア ル タ ー �3栗 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 504± 02：28．6 2．7�
46 サンデーウィザード 牡3鹿 55 和田 竜二巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 452± 02：28．81	 60．4�
22 カラフルブラッサム 牝5鹿 55 岩田 康誠吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 470－ 22：29．22	 6．4�
47 マドリードカフェ 牡4黒鹿57 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 チャンピオン

ズファーム 530＋ 8 〃 クビ 32．2�
58 
 デ ィ ル ガ 牝4栗 55 武 豊前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 480＋ 62：29．41� 19．6�
815 エクストレミティー 牡4鹿 57 A．アッゼニ P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B506－ 4 〃 クビ 11．9�

（英）

59 クリプトグラム 牡3栗 55 内田 博幸 	キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472－ 82：29．5クビ 3．6

34 アドマイヤカーリン 牡7青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：29．92	 53．9�
712 グランディフローラ 牝3鹿 53 松若 風馬 	社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 458－ 62：30．0	 13．3�
23 クロニクルスカイ 牡4鹿 57 勝浦 正樹 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド 536＋102：30．21	 96．7�
814 シャンパーニュ 牡4芦 57 M．デムーロ グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 9．9�
610 レッドアルティスタ 牡3鹿 55 菱田 裕二 東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 468＋162：30．3	 27．0�
35 レッドシェリフ 牡7栗 57 小牧 太 東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 518＋142：30．72	 182．4�
611� レイトライザー 牡5黒鹿57 浜中 俊中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 472＋ 62：30．9 60．1�
713 ダンディーズムーン 牡4鹿 57 幸 英明田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 62：31．0 50．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 53，451，200円 複勝： 87，122，800円 枠連： 38，356，100円
馬連： 157，948，700円 馬単： 70，234，500円 ワイド： 80，341，800円
3連複： 204，778，800円 3連単： 282，947，000円 計： 975，180，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 940円 � 190円 枠 連（1－4） 2，520円

馬 連 �� 6，900円 馬 単 �� 8，600円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 370円 �� 3，770円

3 連 複 ��� 9，700円 3 連 単 ��� 46，970円

票 数

単勝票数 計 534512 的中 � 152758（1番人気）
複勝票数 計 871228 的中 � 206924（1番人気）� 16183（11番人気）� 125251（3番人気）
枠連票数 計 383561 的中 （1－4） 11753（10番人気）
馬連票数 計1579487 的中 �� 18833（23番人気）
馬単票数 計 702345 的中 �� 6118（31番人気）
ワイド票数 計 803418 的中 �� 9160（24番人気）�� 63711（2番人気）�� 5074（36番人気）
3連複票数 計2047788 的中 ��� 15824（29番人気）
3連単票数 計2829470 的中 ��� 4367（136番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―13．4―12．8―12．4―11．9―12．3―12．4―12．6―12．1―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．4―38．8―51．6―1：04．0―1：15．9―1：28．2―1：40．6―1：53．2―2：05．3―2：16．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．4
1
3
7，12（5，6，13）（4，8）1（3，14）2，10（9，15）11
13，14，12（6，8，3）7（4，1）－（5，15）－2（9，10）－11

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

勝馬の
紹 介

ア ル タ ー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．9．21 新潟3着

2012．2．15生 �3栗 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 9戦3勝 賞金 41，515，000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，主として騎乗中の国名を表示している。

3408212月26日 晴 稍重 （27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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

58 � テーオーヘリオス 牡3鹿 56 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa
Stud LTD. 500＋121：23．1 2．4�

610	 ヒルノデイバロー 牡4黒鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B514－ 41：23．31
 3．0�
45 ゴーインググレート 牡5栗 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 480－ 21：23．72
 37．2�
711 テ ン ペ ル 牡7黒鹿57 高倉 稜山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 8 〃 ハナ 351．9�
57 ロードガルーダ 牡6青 57 H．ボウマン �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 508± 0 〃 ハナ 29．9�

（豪）

712 メイショウアイアン 牡5鹿 57 �島 克駿松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 508＋ 41：23．8� 14．1	
34 サ ノ イ チ 牡4鹿 57 内田 博幸ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 484－ 21：24．01 8．2

813	 セ イ ラ 牝6栗 55 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 478＋ 21：24．1クビ 15．0�
46 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 B542＋ 21：24．31 50．8�
33 セトノミッシー 牝5鹿 55 国分 優作難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B446± 01：24．4� 427．0
22 サクセスフェイト 牡6黒鹿57 A．アッゼニ 髙嶋 哲氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 460＋ 6 〃 ハナ 25．9�
（英）

814 ネヴァーハーツ 牝6栃栗55 幸 英明廣崎利洋HD� 野中 賢二 新冠 川上牧場 482± 01：24．61
 62．5�
69 シャイニーガール 牝4鹿 55 太宰 啓介小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 480± 01：24．8� 58．8�
11 ミッキーシーガル 牡3青鹿56 川田 将雅野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 41：24．9� 9．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 56，097，500円 複勝： 84，900，400円 枠連： 33，078，900円
馬連： 187，453，500円 馬単： 84，780，700円 ワイド： 82，876，900円
3連複： 216，392，700円 3連単： 357，519，100円 計： 1，103，099，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 120円 � 430円 枠 連（5－6） 320円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，230円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 8，830円

票 数

単勝票数 計 560975 的中 � 183261（1番人気）
複勝票数 計 849004 的中 � 211262（2番人気）� 220108（1番人気）� 28896（9番人気）
枠連票数 計 330789 的中 （5－6） 77849（1番人気）
馬連票数 計1874535 的中 �� 433224（1番人気）
馬単票数 計 847807 的中 �� 106294（1番人気）
ワイド票数 計 828769 的中 �� 158271（1番人気）�� 14367（17番人気）�� 14706（16番人気）
3連複票数 計2163927 的中 ��� 52595（7番人気）
3連単票数 計3575191 的中 ��� 29345（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―47．5―59．4―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テーオーヘリオス �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2015．5．3 京都6着

2012．5．11生 牡3鹿 母 Reagle Mary 母母 Really Rising 10戦4勝 賞金 55，729，000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。



3408312月26日 晴 稍重 （27阪神5）第7日 第11競走 ��
��1，400�第10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 1，232，000円 352，000円 176，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

713 ロサギガンティア 牡4青 57 M．デムーロ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 528＋ 21：21．4 8．2�
815 ダンスディレクター 牡5鹿 57 浜中 俊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 444＋ 4 〃 ハナ 12．9�
11 ビッグアーサー 牡4鹿 57 藤岡 康太中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 522± 01：21．61� 2．7�
36 サンライズメジャー 牡6栗 57 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 490＋101：21．92 17．1�
35 ウ リ ウ リ 牝5青 55 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476＋10 〃 クビ 4．7	
23 ア フ ォ ー ド 牡7鹿 57 和田 竜二前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 462± 0 〃 ハナ 334．7

612 アルマワイオリ 牡3黒鹿56 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 468＋ 6 〃 ハナ 41．0�
12 ダイワマッジョーレ 牡6鹿 57 A．アッゼニ 大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 438－ 41：22．0� 24．6�

（英）

816 マイネルアウラート 牡4黒鹿57 H．ボウマン �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 2 〃 ハナ 41．1

（豪）

714 ク ラ レ ン ト 牡6栗 57 内田 博幸前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 502－ 21：22．21	 17．8�
611 タガノブルグ 牡4鹿 57 川田 将雅八木 秀之氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋141：22．3クビ 105．7�
510 メイショウツガル 牡7鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 466＋ 41：22．51	 459．2�
59 メイショウライナー 牡5鹿 57 幸 英明松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 480＋ 2 〃 ハナ 189．1�
817 スマートオリオン 牡5栗 57 武 幸四郎大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 518＋161：22．6� 63．5�
48 ダノンシャーク 牡7鹿 57 C．ルメール�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 446－ 21：22．7� 10．1�
24 テイエムタイホー 牡6栗 57 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 500＋ 4 〃 ハナ 13．8�
47 アクティブミノル 牡3黒鹿56 武 豊吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 488＋12 〃 ハナ 16．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 209，861，600円 複勝： 279，352，000円 枠連： 124，893，000円
馬連： 717，005，800円 馬単： 269，316，100円 ワイド： 310，827，400円
3連複： 1，010，300，000円 3連単： 1，482，538，200円 計： 4，404，094，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 280円 � 320円 � 140円 枠 連（7－8） 1，930円

馬 連 �� 5，940円 馬 単 �� 9，350円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 680円 �� 830円

3 連 複 ��� 6，830円 3 連 単 ��� 49，650円

票 数

単勝票数 計2098616 的中 � 203951（3番人気）
複勝票数 計2793520 的中 � 220116（3番人気）� 181381（6番人気）� 712086（1番人気）
枠連票数 計1248930 的中 （7－8） 50079（9番人気）
馬連票数 計7170058 的中 �� 99415（18番人気）
馬単票数 計2693161 的中 �� 21592（33番人気）
ワイド票数 計3108274 的中 �� 41216（21番人気）�� 121485（2番人気）�� 96918（5番人気）
3連複票数 計10103000 的中 ��� 110893（12番人気）
3連単票数 計14825382 的中 ��� 21646（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―34．8―46．6―57．9―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．8
3 7（4，17）（1，6，13）（9，16）（3，14）（8，15）（5，10）12，2，11 4 ・（7，4，17）（1，6，13，16）（3，9，14）15（8，12）（5，10）2，11

勝馬の
紹 介

ロサギガンティア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Big Shuffle デビュー 2013．7．7 函館4着

2011．4．18生 牡4青 母 ターフローズ 母母 Turfquelle 17戦5勝 賞金 198，791，000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。

3408412月26日 晴 稍重 （27阪神5）第7日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時25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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

36 カフジテイク 牡3青鹿56 秋山真一郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 482± 01：23．5 4．3�
24 ロードヴォルケーノ 牡4鹿 57 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 41：23．92� 13．8�
48 ロスヴァイセ 牝4黒鹿55 浜中 俊 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476＋161：24．0クビ 22．8�
510 マズルファイヤー 牡5青鹿57 岩田 康誠 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 566－ 4 〃 クビ 26．1�
611 メジャーガラメキ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 ハナ 19．7	
816 ワイルドダラー 牡4青鹿57 M．デムーロ Him Rock Racing 和田 雄二 新ひだか 平野牧場 B502－ 2 〃 ハナ 8．2

11 アイアムナチュラル 牡4鹿 57 H．ボウマン 堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 528＋ 8 〃 アタマ 10．8�

（豪）

612 ショコラブラン 牡3芦 56
54 △�島 克駿 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472－ 41：24．21� 7．4�

59 ガ ン ジ ー 牡4栗 57 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 508＋101：24．41� 8．9
35 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± 01：24．61� 52．3�
47 ウインクルキラリ 牝5栗 55 松若 風馬塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 480－ 4 〃 ハナ 221．6�
23 アドマイヤビジン 牝4芦 55 菱田 裕二近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 500＋32 〃 ハナ 26．2�
12 サウススターマン 牡4黒鹿57 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 496＋ 21：24．7クビ 3．8�
714 マ ッ セ ナ 牡4鹿 57

55 △加藤 祥太 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 ハナ 186．7�
815	 ゴールドブラザー 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼加藤 充彦氏 高橋 康之 浦河 浦河土肥牧場 498＋121：24．8� 155．5�
713 ケ ッ キ セ ヨ 牡5鹿 57 内田 博幸一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 488± 0 〃 ハナ 43．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 84，947，100円 複勝： 133，733，600円 枠連： 61，160，100円
馬連： 252，810，600円 馬単： 98，614，000円 ワイド： 126，878，900円
3連複： 315，382，000円 3連単： 443，842，800円 計： 1，517，369，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 320円 � 630円 枠 連（2－3） 2，230円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，900円 �� 3，770円

3 連 複 ��� 18，030円 3 連 単 ��� 70，500円

票 数

単勝票数 計 849471 的中 � 156633（2番人気）
複勝票数 計1337336 的中 � 217385（2番人気）� 105011（6番人気）� 46778（9番人気）
枠連票数 計 611601 的中 （2－3） 21229（10番人気）
馬連票数 計2528106 的中 �� 73686（9番人気）
馬単票数 計 986140 的中 �� 16397（16番人気）
ワイド票数 計1268789 的中 �� 35925（9番人気）�� 17030（21番人気）�� 8443（43番人気）
3連複票数 計3153820 的中 ��� 13118（60番人気）
3連単票数 計4438428 的中 ��� 4564（239番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―11．9―12．3―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．5―46．4―58．7―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．1
3 11，14（1，15）2（3，12）13（4，9）10（5，8）16，7，6 4 11，14（1，15）（2，12）13（3，9）（4，10）8，16，5（7，6）

勝馬の
紹 介

カフジテイク �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2015．1．17 京都10着

2012．5．13生 牡3青鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 12戦3勝 賞金 48，493，000円
〔発走状況〕 マッセナ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マッセナ号は，平成27年12月27日から平成28年1月25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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アグネスダリム号・サトノアルバトロス号・サンライズウェイ号・トワエモア号・メイショウゲンブ号
※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。



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

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 186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

299，440，000円
2，080，000円
15，320，000円
2，700，000円
27，320，000円
73，399，000円
5，099，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
705，744，800円
1，187，397，500円
418，568，000円
1，940，128，300円
878，281，500円
959，962，300円
2，539，166，200円
3，821，894，500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 12，451，143，100円

総入場人員 19，524名 （有料入場人員 18，047名）
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