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3402512月13日 晴 稍重 （26阪神5）第3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

814 フォルゴラーレ 牝2黒鹿54 浜中 俊藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 484＋ 41：57．8 3．2�
712 マダムウルル 牝2黒鹿54 幸 英明�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 466－101：58．12 11．6�
713 メイショウアルパ 牝2鹿 54 高倉 稜松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 470＋ 41：58．41� 18．3�
815 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 494± 01：58．5クビ 12．2�
35 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 428＋ 81：58．6� 12．1	
22 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 462± 01：58．7� 162．4

58 シゲルオカメマツリ 牝2黒鹿54 藤田 伸二森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 丸幸小林牧場 536－10 〃 クビ 5．9�
610 オウケンチョコ 牝2鹿 54 和田 竜二福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 宮内牧場 484＋ 22：00．310 21．3�
46 ストームアラート 牝2栗 54 岩田 康誠飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 B468－ 82：00．61� 2．8
11 モズフリムカナイデ 牝2芦 54 小牧 太北側 雅司氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 420－102：00．81� 43．8�
47 タガノプリマドンナ 牝2鹿 54 小林 徹弥八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－ 42：00．9� 273．6�
59 プリミティブライフ 牝2栗 54 国分 優作飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 444＋ 22：01．21� 50．9�
34 ナ ゴ ミ 牝2鹿 54 菱田 裕二�イクタ 崎山 博樹 新冠 ムラカミファーム 430－ 22：01．73 52．9�
23 ハニーズダンス 牝2栗 54 柴田 未崎岡田 繁幸氏 小野 次郎 浦河 丸村村下

ファーム 422－ 62：01．8� 205．2�
（14頭）

611 メイショウワゴコロ 牝2青鹿54 武 豊松本 好雄氏 中村 均 浦河 谷川牧場 440＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，288，800円 複勝： 29，533，300円 枠連： 11，959，800円
馬連： 34，626，100円 馬単： 21，220，800円 ワイド： 20，421，700円
3連複： 42，057，600円 3連単： 55，616，300円 計： 234，724，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 320円 � 480円 枠 連（7－8） 720円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 600円 �� 900円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 21，170円

票 数

単勝票数 差引計 192888（返還計 11585） 的中 � 46951（2番人気）
複勝票数 差引計 295333（返還計 20165） 的中 � 71370（2番人気）� 20906（4番人気）� 12642（7番人気）
枠連票数 差引計 119598（返還計 734） 的中 （7－8） 12719（2番人気）
馬連票数 差引計 346261（返還計 62118） 的中 �� 18291（4番人気）
馬単票数 差引計 212208（返還計 38123） 的中 �� 5989（8番人気）
ワイド票数 差引計 204217（返還計 39760） 的中 �� 9193（5番人気）�� 5792（10番人気）�� 2617（19番人気）
3連複票数 差引計 420576（返還計141711） 的中 ��� 5619（17番人気）
3連単票数 差引計 556163（返還計189090） 的中 ��� 1904（54番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―14．6―13．5―12．9―12．8―12．5―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―39．7―53．2―1：06．1―1：18．9―1：31．4―1：44．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

フォルゴラーレ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2014．9．27 阪神8着

2012．4．13生 牝2黒鹿 母 イ リ デ 母母 Red Duchess 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走除外〕 メイショウワゴコロ号は，発馬機内で暴れた際，疾病〔上唇部裂創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。

3402612月13日 晴 稍重 （26阪神5）第3日 第2競走 ��
��1，400�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
1：23．5
1：23．1

重
重

713 ブルーガーディアン 牡2黒鹿55 藤岡 佑介 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 476＋ 81：26．6 2．3�
611 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 472＋ 2 〃 ハナ 5．4�
815 スマートシルフ 牡2黒鹿55 和田 竜二大川 徹氏 松田 国英 日高 増尾牧場 500＋ 21：27．13 9．3�
48 ショウサンカーズ 牡2鹿 55 小牧 太鈴木 昭和氏 牧田 和弥 新ひだか 仲野牧場 474－ 41：27．63 3．0�
612 マ タ ン ギ �2芦 55 小林 徹弥�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 424± 01：27．7� 246．2	
35 グランソルティス 牡2栗 55 藤田 伸二名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 450－ 21：28．02 14．4

12 ファーマアイス 牝2鹿 54 池添 謙一中西 功氏 加藤 敬二 浦河 赤田牧場 484－ 61：28．1	 29．7�
11 ビービーロイド 牡2鹿 55 国分 恭介坂東 勝彦氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 444＋ 41：28．2	 112．7�
23 シ ェ リ エ 牝2鹿 54 荻野 琢真桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 高田 利雄 476－ 6 〃 アタマ 97．5
47 ム イ ビ エ ン 牝2鹿 54 竹之下智昭�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 476－ 21：28．3クビ 437．1�
24 ハードミルキー 牡2栗 55 菱田 裕二津田 一男氏 西橋 豊治 日高 ナカノファーム 472－ 21：28．51
 70．8�
36 ナムラパッキャオ 牡2鹿 55 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 532－ 21：28．6� 24．8�
59 サンダルエチケット 牝2栗 54 高倉 稜芳賀 克也氏 白井 寿昭 新冠 ムラカミファーム 462－ 61：28．81	 84．9�
816 フォースター 牡2栗 55 柴田 未崎中西 功氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 454＋ 41：29．75 160．7�
714 テイエムイプシロン 牡2栗 55 北村 友一竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 日高テイエム

牧場株式会社 460－101：30．12	 296．7�
510 カシノマッハ 牡2栗 55 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 480＋ 81：31．69 79．9�
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売 得 金
単勝： 27，488，000円 複勝： 31，759，500円 枠連： 10，869，900円
馬連： 46，792，500円 馬単： 26，456，700円 ワイド： 23，970，000円
3連複： 57，353，000円 3連単： 84，453，200円 計： 309，142，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 150円 � 210円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 310円 �� 410円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 4，650円

票 数

単勝票数 計 274880 的中 � 91882（1番人気）
複勝票数 計 317595 的中 � 73592（2番人気）� 54246（3番人気）� 30829（4番人気）
枠連票数 計 108699 的中 （6－7） 14189（2番人気）
馬連票数 計 467925 的中 �� 66743（2番人気）
馬単票数 計 264567 的中 �� 20689（2番人気）
ワイド票数 計 239700 的中 �� 20861（3番人気）�� 14650（4番人気）�� 10342（5番人気）
3連複票数 計 573530 的中 ��� 32562（3番人気）
3連単票数 計 844532 的中 ��� 13143（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．6―48．2―1：00．9―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．4
3 3，11（12，13）15（4，14，16）（6，8）（9，7）2，5，1＝10 4 ・（3，11）13（12，15）（4，14）（6，16）（7，8）（2，9）5，1＝10

勝馬の
紹 介

ブルーガーディアン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ウェイオブライト デビュー 2014．8．10 小倉6着

2012．3．28生 牡2黒鹿 母 ブルーポラリス 母母 マーズプリンセス 4戦1勝 賞金 6，250，000円
〔制裁〕 ムイビエン号の騎手竹之下智昭は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※フォースター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第５回 阪神競馬 第３日



3402712月13日 晴 良 （26阪神5）第3日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時10分 （芝・右・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

22 レッドカーラ 牝2黒鹿54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 426－ 21：36．0 10．9�
34 ト キ ワ 牝2鹿 54 幸 英明田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 460－ 21：36．31� 5．7�
57 チェリーシェイディ 牝2栗 54 秋山真一郎戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 456－ 41：36．4� 6．1�
69 ブ チ コ 牝2白 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470－ 81：36．5クビ 2．7�
33 ピアレスピンク 牝2黒鹿54 和田 竜二 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 488＋ 21：36．92� 17．4�
813 ラ ン ウ ェ イ 牝2鹿 54 川田 将雅井高 義光氏 小崎 憲 新ひだか 井高牧場 454－ 21：37．11� 4．4	
814 スナークエンジェル 牝2黒鹿54 高倉 稜杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 428＋ 6 〃 クビ 193．4

11 メイショウナゴミ 牝2青鹿54 武 豊松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 438－ 61：37．2クビ 15．0�
712 ソ ニ ッ ク 牝2栗 54 国分 優作高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 416＋ 41：37．3� 190．1�
610 ホ ザ ン ナ 牝2栗 54 北村 友一薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 478＋ 61：37．4� 15．7�
46 ツァリーツァ 牝2栗 54 菱田 裕二増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか 大典牧場 472± 0 〃 クビ 235．0�
45 ハラペーニョペパー 牝2芦 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 482＋ 41：37．61� 46．9�
711 シゲルハナガサ 牝2栗 54 藤田 伸二森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 432＋ 41：37．91� 125．4�
58 ファイヤウィード 牝2鹿 54 柴田 未崎松田 整二氏 日吉 正和 新ひだか 坂本 春信 488－ 61：38．43 468．7�
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売 得 金
単勝： 29，646，100円 複勝： 44，780，700円 枠連： 11，881，800円
馬連： 51，343，100円 馬単： 29，888，200円 ワイド： 28，982，300円
3連複： 67，328，500円 3連単： 100，183，800円 計： 364，034，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 280円 � 170円 � 200円 枠 連（2－3） 2，120円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 8，860円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，290円 �� 610円

3 連 複 ��� 7，690円 3 連 単 ��� 58，190円

票 数

単勝票数 計 296461 的中 � 21561（5番人気）
複勝票数 計 447807 的中 � 34995（5番人気）� 78871（3番人気）� 58611（4番人気）
枠連票数 計 118818 的中 （2－3） 4336（10番人気）
馬連票数 計 513431 的中 �� 10973（16番人気）
馬単票数 計 298882 的中 �� 2529（38番人気）
ワイド票数 計 289823 的中 �� 7197（14番人気）�� 5595（19番人気）�� 12599（7番人気）
3連複票数 計 673285 的中 ��� 6563（30番人気）
3連単票数 計1001838 的中 ��� 1248（217番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．1―11．8―12．2―11．9―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．6―47．4―59．6―1：11．5―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドカーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2014．11．22 京都4着

2012．1．19生 牝2黒鹿 母 シンデレラロマンス 母母 シ ン デ ィ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 ツァリーツァ号の騎手菱田裕二は，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30，000円。（被害馬：11番・1番）

3402812月13日 晴 良 （26阪神5）第3日 第4競走 ��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

58 ザイディックメア 牡2鹿 55 W．ビュイック �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 466－ 21：49．7 13．3�
（英）

712 アズマクィーン 牝2鹿 54 菱田 裕二東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 450± 0 〃 アタマ 95．4�
57 クローディオ 牡2鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454－ 61：49．8� 3．2�
34 レジメンタル 牡2栗 55 小牧 太�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 442－ 21：49．9� 3．7�
69 ゼットスマイル 牡2栗 55 藤岡 佑介�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 500＋ 21：50．11� 33．1	
813 ダノンブライト 牡2青鹿55 池添 謙一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 456± 0 〃 ハナ 4．9

711 レッドアルティスタ 牡2鹿 55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 470－ 41：50．41� 17．2�
46 アキトオリオン 牡2鹿 55 四位 洋文岡田 昭利氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 492＋ 2 〃 ハナ 8．9�
11 スクリーンショット 牡2栗 55 国分 優作桑畑 信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 434＋ 21：50．61� 64．8�
45 ウインアーマー 牡2栗 55 川田 将雅�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 21：50．81� 6．5�
610 ビュトンドール 牡2栗 55 北村 友一加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 488－ 21：51．33 346．5�
22 アイデンティティー 牝2鹿 54 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 408－ 21：51．72� 478．3�
814 ページェントリー 牝2青鹿54 幸 英明杉田 周作氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 438－ 6 〃 ハナ 235．9�
33 ボールドハート 牡2鹿 55 国分 恭介増田 陽一氏 中村 均 新冠 奥山 博 496－ 41：52．76 173．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，250，800円 複勝： 45，881，200円 枠連： 12，323，700円
馬連： 51，914，100円 馬単： 31，099，200円 ワイド： 29，066，700円
3連複： 66，653，400円 3連単： 102，798，900円 計： 365，988，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 380円 � 2，020円 � 170円 枠 連（5－7） 1，650円

馬 連 �� 53，930円 馬 単 �� 78，790円

ワ イ ド �� 13，690円 �� 860円 �� 4，780円

3 連 複 ��� 44，000円 3 連 単 ��� 433，300円

票 数

単勝票数 計 262508 的中 � 15721（6番人気）
複勝票数 計 458812 的中 � 28406（6番人気）� 4507（11番人気）� 97235（1番人気）
枠連票数 計 123237 的中 （5－7） 5780（7番人気）
馬連票数 計 519141 的中 �� 746（51番人気）
馬単票数 計 310992 的中 �� 296（87番人気）
ワイド票数 計 290667 的中 �� 530（51番人気）�� 9163（12番人気）�� 1534（32番人気）
3連複票数 計 666534 的中 ��� 1136（79番人気）
3連単票数 計1027989 的中 ��� 172（599番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．2―12．5―12．3―12．4―11．5―11．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．6―49．1―1：01．4―1：13．8―1：25．3―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザイディックメア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．11．1 京都4着

2012．5．2生 牡2鹿 母 シルキーラグーン 母母 シーヴィーナス 2戦1勝 賞金 6，100，000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。



3402912月13日 晴 良 （26阪神5）第3日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時30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
1：08．6
1：07．8

良
良

11 セトノビーナス 牝2鹿 54 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 444 ―1：11．1 3．6�
55 カネトシスキーム 牝2鹿 54 藤岡 佑介兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 432 ―1：11．31� 12．0�
77 ル フ ナ 牝2鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 422 ―1：11．61� 1．9�
810 ジャーマテーラ 牡2芦 55 川田 将雅本間 茂氏 	島 一歩 新ひだか 森 政巳 466 ―1：11．81� 8．3�
44 ロングヒット 牡2鹿 55 国分 恭介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 464 ―1：12．11� 7．6�
89 メイショウララムリ 牡2鹿 55 菱田 裕二松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 432 ― 〃 クビ 54．9	
66 リッカギムレットー 牝2鹿 54 秋山真一郎立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 404 ― 〃 ハナ 33．6

22 ロングロザリオ 牝2栗 54 国分 優作中井 敏雄氏 長浜 博之 浦河 小島牧場 390 ―1：12．31
 66．0�
33 ワンダーユナニーム 牡2鹿 55 和田 竜二山本 信行氏 中竹 和也 新ひだか 米田牧場 460 ―1：12．72
 48．7�
78 マーベラスカフェ 牝2黒鹿54 岩田 康誠笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 430 ―1：14．08 16．2
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売 得 金
単勝： 22，194，300円 複勝： 30，227，800円 枠連： 9，073，500円
馬連： 38，671，100円 馬単： 26，994，500円 ワイド： 21，177，600円
3連複： 44，338，700円 3連単： 88，233，800円 計： 280，911，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 190円 � 110円 枠 連（1－5） 2，150円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 500円 �� 180円 �� 330円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 7，600円

票 数

単勝票数 計 221943 的中 � 48040（2番人気）
複勝票数 計 302278 的中 � 55987（2番人気）� 26254（5番人気）� 104995（1番人気）
枠連票数 計 90735 的中 （1－5） 3267（8番人気）
馬連票数 計 386711 的中 �� 18193（7番人気）
馬単票数 計 269945 的中 �� 7072（12番人気）
ワイド票数 計 211776 的中 �� 9128（8番人気）�� 35080（1番人気）�� 15109（4番人気）
3連複票数 計 443387 的中 ��� 34368（3番人気）
3連単票数 計 882338 的中 ��� 8417（25番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．7―11．8―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．4―47．2―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セトノビーナス �
�
父 デュランダル �

�
母父 Alzao 初出走

2012．5．3生 牝2鹿 母 ルヴァーガール 母母 Girl of My Dreams 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3403012月13日 晴 良 （26阪神5）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走13時05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

89 リ ア フ ァ ル 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 512 ―1：56．8 2．2�
33 バスタータイプ 牡2鹿 55 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 508 ―1：56．9� 4．9�
55 ジュンスパーヒカル 牡2鹿 55 W．ビュイック 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462 ―1：57．11� 4．2�

（英）

44 メイショウブユウ 牡2鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 474 ―1：57．95 19．0�
11 ガラドリエル 牝2栗 54 岩田 康誠�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 494 ―1：58．22 18．6	
88 ワンダーアツレッタ 牡2黒鹿55 武 豊山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 494 ―1：59．79 10．8

22 ハクユウファイアー 牡2黒鹿55 国分 優作 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新冠 佐藤 信広 562 ―2：01．310 78．2�
77 ショウナンバインド 牡2黒鹿55 浜中 俊国本 哲秀氏 西浦 勝一 日高 下河辺牧場 520 ―2：02．68 8．3�
66 ク ル ム ロ フ 牡2鹿 55 幸 英明髙樽さゆり氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 506 ― 〃 クビ 39．0
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売 得 金
単勝： 28，677，000円 複勝： 33，369，800円 枠連： 9，417，600円
馬連： 44，974，800円 馬単： 31，337，200円 ワイド： 23，244，700円
3連複： 49，558，300円 3連単： 106，426，800円 計： 327，006，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（3－8） 480円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 250円 �� 220円 �� 350円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，590円

票 数

単勝票数 計 286770 的中 � 104115（1番人気）
複勝票数 計 333698 的中 � 104710（1番人気）� 46801（3番人気）� 63866（2番人気）
枠連票数 計 94176 的中 （3－8） 15186（2番人気）
馬連票数 計 449748 的中 �� 56338（2番人気）
馬単票数 計 313372 的中 �� 26017（2番人気）
ワイド票数 計 232447 的中 �� 23567（2番人気）�� 28939（1番人気）�� 15363（4番人気）
3連複票数 計 495583 的中 ��� 55389（1番人気）
3連単票数 計1064268 的中 ��� 29779（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―14．8―13．3―12．7―12．8―12．8―13．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―39．6―52．9―1：05．6―1：18．4―1：31．2―1：44．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ア フ ァ ル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2012．2．5生 牡2鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 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。

追 加 記 事（第 5回阪神競馬第 2日第 2競走）
〔その他〕　　ウエスタンルーポ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3403112月13日 晴 良 （26阪神5）第3日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時35分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

66 メイショウワダイコ 牡2鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 522＋ 41：12．6 5．0�
22 ミ ツ バ 牡2鹿 55 幸 英明�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 448± 01：12．92 9．0�
33 スマートカルロス 牡2鹿 55 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 460＋ 81：13．11� 1．5�
55 ウェディングラン 牝2鹿 54 国分 優作小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 418＋ 21：13．73� 54．6�
44 キモンダッシュ 牡2鹿 55 菱田 裕二小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 西村 和夫 462－ 41：13．91� 21．1�
77 メイショウオオラカ 牡2鹿 55 小牧 太松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 高昭牧場 432－ 41：14．11� 16．2	
89 クインズロンペール 牡2芦 55 岩田 康誠 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 506＋121：14．84 7．7

11 ブラックショコラ 牝2黒鹿54 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 460－ 81：15．01� 67．3�
88 ベルウッドクラルテ 牡2鹿 55 国分 恭介鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 442－ 41：16．27 43．2
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売 得 金
単勝： 28，064，200円 複勝： 74，848，200円 枠連： 10，437，500円
馬連： 49，227，600円 馬単： 42，548，900円 ワイド： 27，321，100円
3連複： 61，340，500円 3連単： 164，488，600円 計： 458，276，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 130円 � 130円 � 110円 枠 連（2－6） 2，480円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 330円 �� 160円 �� 220円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 6，780円

票 数

単勝票数 計 280642 的中 � 44047（2番人気）
複勝票数 計 748482 的中 � 57752（2番人気）� 57512（3番人気）� 522370（1番人気）
枠連票数 計 104375 的中 （2－6） 3260（7番人気）
馬連票数 計 492276 的中 �� 21661（6番人気）
馬単票数 計 425489 的中 �� 9492（10番人気）
ワイド票数 計 273211 的中 �� 17248（5番人気）�� 52565（1番人気）�� 30484（2番人気）
3連複票数 計 613405 的中 ��� 96100（1番人気）
3連単票数 計1644886 的中 ��� 17573（22番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．0―12．2―12．1―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウワダイコ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．11．16 京都11着

2012．5．17生 牡2鹿 母 フミノオリヒメ 母母 リ フ ァ ン 3戦2勝 賞金 12，200，000円

3403212月13日 晴 良 （26阪神5）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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
1：48．5
1：47．8

重
重

66 タガノバラード 牝3黒鹿54 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 420－121：54．3 5．8�

33 ハギノウィッシュ 牝5鹿 55 柴田 未崎日隈 良江氏 �島 一歩 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 クビ 40．3�
88 グッドタイムロール 牝3栗 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508± 01：54．4クビ 1．9�
44 スカイグラフィティ 牝4芦 55 川田 将雅飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 490± 01：55．14 10．7�
11 ウインクルミラクル 牝3鹿 54 武 豊�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 468± 0 〃 ハナ 6．6�
55 ボージェスト 牝3栗 54 W．ビュイック 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 21：55．41� 3．6	

（英）

77 シ ナ ー ラ 牝4鹿 55 和田 竜二 �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 442＋ 71：55．93 57．8

22 � メイショウミヤジマ 牝4黒鹿55 竹之下智昭松本 好雄氏 梅内 忍 浦河 三嶋牧場 434± 0 〃 アタマ 155．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 31，758，700円 複勝： 47，075，000円 枠連： 発売なし
馬連： 55，696，100円 馬単： 42，407，100円 ワイド： 25，366，200円
3連複： 59，087，700円 3連単： 170，099，100円 計： 431，489，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 490円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 8，240円 馬 単 �� 16，110円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 260円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 47，960円

票 数

単勝票数 計 317587 的中 � 43202（3番人気）
複勝票数 計 470750 的中 � 41552（4番人気）� 10892（7番人気）� 248014（1番人気）
馬連票数 計 556961 的中 �� 5236（16番人気）
馬単票数 計 424071 的中 �� 1974（29番人気）
ワイド票数 計 253662 的中 �� 2526（19番人気）�� 30254（2番人気）�� 5658（11番人気）
3連複票数 計 590877 的中 ��� 9334（15番人気）
3連単票数 計1700991 的中 ��� 2571（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―24．7―37．5―49．8―1：02．3―1：14．9―1：27．7―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
6－8，4－7，1，5，2，3
6－8，4（7，5）3，1，2

2
4
6－8，4－7，1，5（2，3）
6－8（4，5）3，7，1，2

勝馬の
紹 介

タガノバラード �

父 ブライアンズタイム �


母父 Saint Ballado デビュー 2014．2．23 京都5着

2011．2．13生 牝3黒鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise 7戦2勝 賞金 17，150，000円
〔制裁〕 ボージェスト号の騎手W．ビュイックは，負担重量について注意義務を怠り戒告。
※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。



3403312月13日 晴 良 （26阪神5）第3日 第9競走 ��
��1，200�

た か さ ご

高 砂 特 別
発走14時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

611 ペイシャモンシェリ 牡3鹿 56 国分 優作北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 462＋101：11．5 3．0�
22 ケ ッ キ セ ヨ 牡4鹿 57 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 486＋12 〃 ハナ 17．8�
11 タッチシタイ 牡4栗 57 池添 謙一小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 486± 01：11．81� 12．4�
34 ボーンレジェンド 牝3鹿 54 W．ビュイック �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 484＋ 21：11．9	 8．4�

（英）

58 サンライズマーチ 牡4鹿 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 484－ 4 〃 クビ 6．6�
59 スランジバール 牡5鹿 57 藤岡 佑介	日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 484＋ 4 〃 ハナ 12．4

712 ヤマニンメンヒル 牡5鹿 57 北村 友一土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 476± 01：12．11 127．1�
46 ク ー ゲ ル 牡3栗 56 武 豊幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 512－ 4 〃 クビ 3．0�
814 スワンボート 牡4鹿 57 藤田 伸二田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 464＋ 21：12．41� 75．9
610
 エルウェーオージャ �6青 57 小牧 太雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 484－ 21：12．5	 89．1�
815 ウィットウォーター 牝3黒鹿54 幸 英明鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B448＋ 41：12．6	 37．3�
35 ヒルノケアンズ 牝4黒鹿55 田中 健�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 474± 01：12．7	 84．9�
713
 リアリーサムシング 牡6栗 57 国分 恭介吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 484＋ 8 〃 ハナ 138．2�
47 シニスタークイーン 牝5黒鹿55 高倉 稜	宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 458＋ 4 〃 クビ 237．0�
23 シャッセロール 牝4鹿 55 四位 洋文名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 460＋ 41：13．12	 37．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，753，200円 複勝： 51，331，800円 枠連： 22，286，800円
馬連： 93，941，900円 馬単： 47，283，000円 ワイド： 43，311，600円
3連複： 117，670，100円 3連単： 175，130，300円 計： 585，708，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 410円 � 260円 枠 連（2－6） 2，340円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 710円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 6，610円 3 連 単 ��� 27，630円

票 数

単勝票数 計 347532 的中 � 89963（2番人気）
複勝票数 計 513318 的中 � 109515（2番人気）� 26101（7番人気）� 47113（4番人気）
枠連票数 計 222868 的中 （2－6） 7378（11番人気）
馬連票数 計 939419 的中 �� 24516（13番人気）
馬単票数 計 472830 的中 �� 7693（19番人気）
ワイド票数 計 433116 的中 �� 10689（15番人気）�� 16245（8番人気）�� 5830（21番人気）
3連複票数 計1176701 的中 ��� 13346（22番人気）
3連単票数 計1751303 的中 ��� 4595（93番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―11．8―11．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．0―46．8―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャモンシェリ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2013．11．2 京都5着

2011．5．14生 牡3鹿 母 ウィズペイシェンス 母母 コンクラーベ 10戦3勝 賞金 36，657，000円
〔制裁〕 ケッキセヨ号の調教師岡田稲男は，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。

ペイシャモンシェリ号の騎手国分優作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。

3403412月13日 晴 良 （26阪神5）第3日 第10競走 ��
��1，400�

ろっこう

六甲アイランドステークス
発走15時10分 （芝・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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

34 ミッキーラブソング 牡3黒鹿56 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 460± 01：21．0 5．6�
22 マルタカシクレノン 牡6青鹿57 秋山真一郎國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 512－ 21：21．1� 17．6�
611 コナブリュワーズ 牝4黒鹿55 武 豊 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 14．4�
35 ダンツキャンサー 牝3黒鹿54 浜中 俊山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 468＋ 21：21．2クビ 4．9�
815 サンマルクイーン 牝5栗 55 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 464－ 2 〃 クビ 18．2�
47 	 キョウエイバサラ 牡6芦 57 藤岡 佑介田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 526＋ 81：21．3� 60．8	
11 ヤマニンプチガトー 牝5栗 55 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 496＋161：21．4
 45．7

712 ロ ノ 牡5黒鹿57 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 476＋ 81：21．5� 6．6�
713 メイケイペガスター 牡4青 57 四位 洋文名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 2 〃 アタマ 3．7
23 � デ ン フ ァ レ 牝7栗 55 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 488－ 2 〃 ハナ 150．8�
46 コレクターアイテム 牝4黒鹿55 W．ビュイック �G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B494＋18 〃 ハナ 7．4�

（英）

610 マイネボヌール 牝5青鹿55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 462－101：21．81
 24．2�

814� イエスイットイズ 牡5鹿 57 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 528＋ 41：22．0
 122．9�
59 アンヴァルト 牡7青鹿57 高倉 稜 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：22．21� 67．8�
58 クインズハリジャン 牡3黒鹿56 藤田 伸二 �クイーンズ・ランチ 白井 寿昭 むかわ 上水牧場 516＋ 2 〃 クビ 33．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，924，900円 複勝： 62，794，800円 枠連： 35，691，200円
馬連： 124，499，100円 馬単： 56，624，700円 ワイド： 52，363，800円
3連複： 153，342，600円 3連単： 223，189，000円 計： 748，430，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 470円 � 440円 枠 連（2－3） 2，570円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 7，100円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 1，380円 �� 4，200円

3 連 複 ��� 23，180円 3 連 単 ��� 116，660円

票 数

単勝票数 計 399249 的中 � 56662（3番人気）
複勝票数 計 627948 的中 � 92677（2番人気）� 31520（8番人気）� 34606（6番人気）
枠連票数 計 356912 的中 （2－3） 10754（11番人気）
馬連票数 計1244991 的中 �� 21847（17番人気）
馬単票数 計 566247 的中 �� 5977（29番人気）
ワイド票数 計 523638 的中 �� 11603（12番人気）�� 9835（15番人気）�� 3125（50番人気）
3連複票数 計1533426 的中 ��� 4960（79番人気）
3連単票数 計2231890 的中 ��� 1387（384番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―33．8―45．0―56．4―1：08．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーラブソング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．11．23 京都6着

2011．4．4生 牡3黒鹿 母 コ イ ウ タ 母母 ヴァイオレットラブ 12戦4勝 賞金 49，852，000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。



3403512月13日 晴 良 （26阪神5）第3日 第11競走 ��
��1，800�第65回チャレンジカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，25．12．7以降26．12．7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 40，000，000円 13，000，00013，000，000
円
円 6，000，000円 4，000，000円

付 加 賞 441，000円 95，000
95，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

56 トーセンスターダム 牡3黒鹿55 武 豊島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：45．9 15．2�
55 デウスウルト �6黒鹿54 川田 将雅吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 62．7�
811 フ ル ー キ ー 牡4青鹿55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 同着 4．3�
68 アズマシャトル 牡3鹿 54 和田 竜二東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 496＋101：46．11� 18．3�
67 ダイワマッジョーレ 牡5鹿 57．5 W．ビュイック 大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 442－ 21：46．2クビ 44．2	

（英）

33 スマートレイアー 牝4芦 55 池添 謙一大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 470－ 6 〃 クビ 4．5

79 マコトブリジャール 牝4鹿 52 秋山真一郎�ディアマント 	島 一歩 様似 出口 繁夫 404－ 21：46．51
 109．6�
710 ウインフルブルーム 牡3栗 55 国分 恭介�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 518＋121：46．81
 12．8�
44 エイシンヒカリ 牡3芦 56 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 498＋ 6 〃 アタマ 1．9
11 アドマイヤタイシ 牡7黒鹿56 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 41：47．01� 60．7�
22 シゲルササグリ 牡5黒鹿54 菱田 裕二森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 514± 01：47．2
 220．3�
812 バッドボーイ 牡4鹿 54 幸 英明畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 516－ 6 〃 クビ 75．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 185，049，500円 複勝： 209，548，000円 枠連： 61，106，400円
馬連： 431，446，300円 馬単： 249，404，500円 ワイド： 191，899，000円
3連複： 587，749，100円 3連単： 1，302，108，000円 計： 3，218，310，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 380円 �
�

750円
170円 枠 連（5－5）（5－8）

11，240円
1，060円

馬 連 ��
��

12，050円
1，850円 馬 単 ��

��
22，430円
4，480円

ワ イ ド ��
��

5，900円
1，420円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 33，620円 3 連 単 ���
���

167，840円
118，990円

票 数

単勝票数 計1850495 的中 � 96927（5番人気）
複勝票数 計2095480 的中 � 130330（6番人気）� 59232（9番人気）� 417188（2番人気）
枠連票数 計 611064 的中 （5－5） 2033（31番人気）（5－8） 23100（9番人気）
馬連票数 計4314463 的中 �� 13615（40番人気）�� 91595（12番人気）
馬単票数 計2494045 的中 �� 4140（67番人気）�� 21007（28番人気）
ワイド票数 計1918990 的中 �� 8215（41番人気）�� 35581（14番人気）�� 22653（22番人気）
3連複票数 計5877491 的中 ��� 13109（77番人気）
3連単票数 計13021080 的中 ��� 2812（522番人気） ��� 3967（439番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．5―11．8―11．7―11．6―11．0―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．3―47．1―58．8―1：10．4―1：21．4―1：33．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンスターダム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．10．20 京都1着

2011．3．14生 牡3黒鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 8戦4勝 賞金 100，022，000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。

3403612月13日 晴 良 （26阪神5）第3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

66 タ マ ラ マ �5黒鹿57 W．ビュイック H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512＋ 21：36．0 4．6�

（英）

55 エイシンペペラッツ 牡3栗 56 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 478－ 41：36．21 3．7�
810 ダイナミックガイ 牡4栗 57 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 480－ 41：36．3	 19．4�
33 ノーブルコロネット 牝4鹿 55 四位 洋文�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 ハナ 5．5�
67 サトノキングリー 牡4鹿 57 浜中 俊里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484＋ 2 〃 クビ 3．4�
22 タツストロング 牡5栗 57 川田 将雅原 司郎氏 
島 一歩 日高 坂戸 節子 506＋101：36．51� 8．2	
44 アドマイヤコリン 牡6青鹿57 幸 英明近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 442－ 21：36．71� 42．3

811 マラムデール 牝3栗 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 432± 01：36．8� 27．6�
78 パープルタイヨー 牡8鹿 57 菱田 裕二中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 450－ 21：37．22	 206．4
79 ラスカルトップ 牡5鹿 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 446－ 81：37．51� 41．6�
11 ウォーシップマーチ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 456＋ 21：38．45 34．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 59，020，400円 複勝： 74，465，800円 枠連： 34，546，100円
馬連： 138，870，400円 馬単： 71，623，600円 ワイド： 63，987，300円
3連複： 156，672，200円 3連単： 319，170，700円 計： 918，356，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 180円 � 340円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，020円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 5，320円 3 連 単 ��� 23，150円

票 数

単勝票数 計 590204 的中 � 102169（3番人気）
複勝票数 計 744658 的中 � 127278（2番人気）� 119983（3番人気）� 45776（6番人気）
枠連票数 計 345461 的中 （5－6） 79686（1番人気）
馬連票数 計1388704 的中 �� 96634（4番人気）
馬単票数 計 716236 的中 �� 21400（10番人気）
ワイド票数 計 639873 的中 �� 39249（4番人気）�� 15500（12番人気）�� 14618（13番人気）
3連複票数 計1566722 的中 ��� 22079（15番人気）
3連単票数 計3191707 的中 ��� 9994（81番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．2―12．6―12．6―11．1―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．8―49．4―1：02．0―1：13．1―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ マ ラ マ �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2011．9．17 札幌5着

2009．3．6生 �5黒鹿 母 カトゥーンバ 母母 Elizabeth Bay 36戦4勝 賞金 69，712，000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3日 12月13日（土曜日） 晴 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 147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

250，560，000円
13，700，000円
1，601，000円
22，040，000円
58，223，000円
4，026，000円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
532，115，900円
735，615，900円
229，594，300円
1，162，003，100円
676，888，400円
551，112，000円
1，463，151，700円
2，891，898，500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 8，242，379，800円

総入場人員 15，873名 （有料入場人員 14，308名）
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