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3400112月5日 晴 稍重 （27阪神5）第1日 第1競走 ��1，400�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
1：23．5
1：23．1

重
重

611 モウカッテル 牡2鹿 55
54 ☆松若 風馬田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 450＋101：26．3 13．6�

47 アリノマンボ 牝2鹿 54
51 ▲加藤 祥太聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 450－ 21：26．51 2．5�

24 タイキラメール 牡2栗 55 浜中 俊�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 472＋ 21：27．56 3．1�

815 ヒロブレイブ 牡2鹿 55 松山 弘平石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 468＋ 21：27．6� 4．3�
48 ウィップアロング 牡2青鹿 55

53 △義 英真岡田 牧雄氏 天間 昭一 浦河 三枝牧場 456＋ 21：27．91� 185．9�
714 ダンツブルース 牡2黒鹿55 小牧 太山元 哲二氏 山内 研二 浦河 藤春 修二 482＋ 81：28．22 16．0	
510 セイユウスプリング 牝2芦 54 古川 吉洋松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 436－101：28．3クビ 248．2

612 ゼットシャンティ 牡2黒鹿55 松田 大作�フォーレスト 池添 学 新ひだか 嶋田牧場 494－ 8 〃 クビ 45．2�
11 コスモアリエス 牡2鹿 55 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 444－ 21：28．72� 241．3�
12 トーアシラヌイ 牡2青鹿55 池添 謙一高山ランド 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 444－ 61：28．8� 16．3�
23 タガノティアラ 牝2鹿 54 酒井 学八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 41：29．43� 86．7�
713 ハニーブーケ 牝2鹿 54 北村 友一�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 448± 01：29．72 156．3�
816 ジャストセーブラブ 牝2鹿 54 武 豊ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 81：30．44 20．8�
59 テイエムオデュール 牝2鹿 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 日高テイエム

牧場株式会社 416－ 41：31．14 260．0�
36 ノブレジェンド 牡2鹿 55 岡田 祥嗣前田 亘輝氏 小島 茂之 様似 猿倉牧場 434－ 21：31．52� 117．8�
35 アクティブバルド 牝2鹿 54 国分 優作西森 鶴氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 418－ 41：31．6クビ 278．4�
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売 得 金
単勝： 20，638，000円 複勝： 28，593，000円 枠連： 11，110，500円
馬連： 44，340，200円 馬単： 27，890，300円 ワイド： 25，521，400円
3連複： 65，117，700円 3連単： 93，486，500円 計： 316，697，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 260円 � 110円 � 110円 枠 連（4－6） 1，570円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 650円 �� 710円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 18，670円

票 数

単勝票数 計 206380 的中 � 12123（4番人気）
複勝票数 計 285930 的中 � 15380（5番人気）� 79546（2番人気）� 85530（1番人気）
枠連票数 計 111105 的中 （4－6） 5459（4番人気）
馬連票数 計 443402 的中 �� 18147（4番人気）
馬単票数 計 278903 的中 �� 4787（13番人気）
ワイド票数 計 255214 的中 �� 8731（7番人気）�� 7815（10番人気）�� 45104（1番人気）
3連複票数 計 651177 的中 ��� 28051（4番人気）
3連単票数 計 934865 的中 ��� 3630（57番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．3―12．7―13．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．8―47．1―59．8―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モウカッテル �
�
父 アンライバルド �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2015．8．22 新潟9着

2013．4．16生 牡2鹿 母 ロングビクトリア 母母 エンゼルカロ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクティブバルド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月5日まで平地競

走に出走できない。
ノブレジェンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月5日まで平地競走
に出走できない。

※セイユウスプリング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3400212月5日 晴 稍重 （27阪神5）第1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

22 ビームオブホープ 牡2青鹿55 小牧 太�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 468＋ 41：56．0 2．5�
55 カフジプリンス 牡2栗 55 川須 栄彦加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 516－ 61：56．21 4．1�
44 ブリーズスズカ 牡2青鹿 55

53 △義 英真永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 458± 0 〃 ハナ 15．1�

77 ミラクルユニバンス 牡2栗 55 松山 弘平亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 446－ 21：56．41� 3．0�
11 ウイングエンペラー 牡2栗 55 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 480＋ 21：57．67 5．2�
66 モズジュピター 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太 �キャピタル・システム 牧田 和弥 日高 目黒牧場 438＋ 61：58．87 45．7	
33 シゲルオニオコゼ 牡2栗 55 酒井 学森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 小林 仁 512＋ 22：02．9大差 84．1
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売 得 金
単勝： 16，927，400円 複勝： 18，608，300円 枠連： 発売なし
馬連： 27，711，200円 馬単： 22，033，700円 ワイド： 14，230，800円
3連複： 35，129，000円 3連単： 94，064，400円 計： 228，704，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 200円 �� 450円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 5，880円

票 数

単勝票数 計 169274 的中 � 52279（1番人気）
複勝票数 計 186083 的中 � 61910（1番人気）� 37097（3番人気）
馬連票数 計 277112 的中 �� 43340（2番人気）
馬単票数 計 220337 的中 �� 18303（4番人気）
ワイド票数 計 142308 的中 �� 21471（2番人気）�� 7219（9番人気）�� 7956（8番人気）
3連複票数 計 351290 的中 ��� 16520（7番人気）
3連単票数 計 940644 的中 ��� 11597（25番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―14．1―12．9―11．8―12．2―12．2―13．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．6―39．7―52．6―1：04．4―1：16．6―1：28．8―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．4
1
3
2，4（1，7）（6，3，5）
2，4（7，5）－1，6－3

2
4
2，4（1，7）（6，3，5）・（2，4）（7，5）－1－6＝3

勝馬の
紹 介

ビームオブホープ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．10．11 京都7着

2013．4．7生 牡2青鹿 母 ナインミューズ 母母 リ リ オ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 カフジプリンス号の騎手川須栄彦は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルオニオコゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月5日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 ミスターファルク号（疾病〔右肩跛行〕のため）

第５回 阪神競馬 第１日



3400312月5日 晴 良 （27阪神5）第1日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時05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

22 トレジャートローヴ 牡2芦 55 池添 謙一吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448－ 21：36．7 3．3�
67 リングオブハピネス 牝2栗 54 浜中 俊五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 462－ 61：37．01� 16．4�
68 アイアンマン 牡2鹿 55 C．ルメール 杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 454＋ 61：37．21� 5．4�
79 マーティンクリベー 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 466± 01：37．62	 71．9�
11 ボンナヴァン 牡2鹿 55 松山 弘平吉田 晴哉氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 532＋121：37．7クビ 5．3�
710 アイファープリティ 牝2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 
島 一歩 新冠 川上 悦夫 432＋ 4 〃 クビ 3．0�
33 クリノリトミシュル 牝2鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 宝寄山 忠則 490＋20 〃 クビ 386．5	
812 ミ サ キ 牝2鹿 54 武 豊原 �子氏 平田 修 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 61：38．01� 12．8

44 ブラックインパクト 牝2鹿 54 川原 正一 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 434＋ 41：38．1	 12．4�

（兵庫）

811 ソ ル 牡2鹿 55 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466－ 6 〃 アタマ 58．4�

56 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－ 4 〃 ハナ 147．7
55 ポッドシルビア 牝2青鹿54 川須 栄彦小川眞査雄氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 426－ 61：38．2	 314．6�
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売 得 金
単勝： 22，418，500円 複勝： 34，409，100円 枠連： 10，872，700円
馬連： 44，563，000円 馬単： 27，380，600円 ワイド： 25，794，000円
3連複： 61，419，700円 3連単： 92，779，700円 計： 319，637，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 330円 � 210円 枠 連（2－6） 690円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 870円 �� 410円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 20，400円

票 数

単勝票数 計 224185 的中 � 52862（2番人気）
複勝票数 計 344091 的中 � 69797（2番人気）� 22459（7番人気）� 40722（4番人気）
枠連票数 計 108727 的中 （2－6） 12090（3番人気）
馬連票数 計 445630 的中 �� 13464（12番人気）
馬単票数 計 273806 的中 �� 5627（15番人気）
ワイド票数 計 257940 的中 �� 7395（13番人気）�� 17202（2番人気）�� 5774（16番人気）
3連複票数 計 614197 的中 ��� 10911（19番人気）
3連単票数 計 927797 的中 ��� 3297（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．4―49．2―1：01．9―1：13．6―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トレジャートローヴ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．21 京都3着

2013．2．22生 牡2芦 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3400412月5日 晴 良 （27阪神5）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時35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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

814 リボンフラワー 牝2芦 54 松田 大作池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 462± 01：48．7 2．7�
59 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 486± 0 〃 クビ 16．1�
58 フレグラントブレス 牝2芦 54 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454± 01：48．8� 5．6�
22 ティルヴィング 牝2青鹿54 古川 吉洋前田 幸治氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454－ 41：49．33 14．1�
23 ジューンソフィア 牝2鹿 54 国分 優作吉川 潤氏 今野 貞一 日高 日高大洋牧場 484＋ 41：49．51� 54．0�
815 デルマオギン 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478＋ 8 〃 クビ 90．3�
610 タガノガンチャン 牝2鹿 54 小牧 太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 2 〃 ハナ 8．4	
34 ラ ブ リ エ 牝2栗 54

51 ▲加藤 祥太 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 414－ 41：49．6� 188．7�

713 ショウナンマシェリ 牝2鹿 54 川原 正一�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 448－ 81：49．7� 23．1
（兵庫）

611 ピンクアゲート 牝2鹿 54 武 豊ディアレスト 高橋 義忠 浦河 小島牧場 458＋ 41：49．8クビ 29．4�
35 パ ロ ー マ 牝2鹿 54 C．ルメール 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 420－ 41：50．12 3．0�
11 リバーサイドパーク 牝2鹿 54 松山 弘平�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 450＋ 4 〃 クビ 86．7�
47 トーアイザヨイ 牝2鹿 54 池添 謙一高山ランド
 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 462＋ 61：50．41� 246．7�
712 メイショウエニシ 牝2黒鹿54 小林 徹弥松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 422± 01：50．82� 312．9�
46 ニホンピロアスター 牝2黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 454－ 21：51．75 353．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，782，600円 複勝： 41，439，000円 枠連： 13，431，600円
馬連： 49，139，100円 馬単： 31，344，800円 ワイド： 30，532，800円
3連複： 68，780，200円 3連単： 97，722，900円 計： 358，173，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 300円 � 180円 枠 連（5－8） 570円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 740円 �� 310円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 14，240円

票 数

単勝票数 計 257826 的中 � 75500（1番人気）
複勝票数 計 414390 的中 � 122778（1番人気）� 25515（6番人気）� 54949（3番人気）
枠連票数 計 134316 的中 （5－8） 18128（2番人気）
馬連票数 計 491391 的中 �� 19702（7番人気）
馬単票数 計 313448 的中 �� 8266（10番人気）
ワイド票数 計 305328 的中 �� 10070（8番人気）�� 28426（2番人気）�� 6245（12番人気）
3連複票数 計 687802 的中 ��� 15523（10番人気）
3連単票数 計 977229 的中 ��� 4975（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．2―48．6―1：01．2―1：13．7―1：25．5―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．0
3 13，12（2，14）（6，15）（3，7）5（1，10）8，11（4，9） 4 13，12（2，14）15（3，6，7）（5，10）（1，11）（8，9）4

勝馬の
紹 介

リボンフラワー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2015．10．10 京都3着

2013．5．16生 牝2芦 母 バ デ ィ ー ラ 母母 Magical Allure 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 ショウナンマシェリ号の騎手川原正一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・10

番）
メイショウエニシ号の騎手小林徹弥は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）

※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。



3400512月5日 晴 良 （27阪神5）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時25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
2：00．8
1：59．8

良
良

55 カサロサーダ 牝2鹿 54
53 ☆松若 風馬 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472 ―2：04．0 3．9�

11 ルージュバローズ 牝2黒鹿54 C．ルメール 猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 杵臼牧場 442 ―2：04．21� 1．6�
44 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 468 ―2：04．73 18．9�
78 エイシンミサイル 牡2鹿 55 武 豊�栄進堂 奥村 豊 新ひだか 前川 勇 500 ―2：04．8� 6．3�
810 アウトバースト 牡2鹿 55 松山 弘平山口 敦広氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 486 ―2：05．65 19．1	
33 モンストルコント 牡2黒鹿55 浜中 俊 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 490 ―2：05．81� 16．2

22 キャバレリアル 牝2鹿 54

52 △義 英真 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 466 ―2：06．01 71．1�
89 テイケイアムール 牡2鹿 55 川須 栄彦兼松 忠男氏 	島 一歩 浦河 藤春 修二 516 ―2：06．21
 41．3�
66 マンテンロード 牡2黒鹿55 花田 大昂小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 454 ―2：08．5大差 318．6
77 シゲルマグロ 牡2鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 日高 下河辺牧場 494 ― （競走中止） 54．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，020，000円 複勝： 52，305，400円 枠連： 9，499，400円
馬連： 35，784，100円 馬単： 31，875，300円 ワイド： 21，016，700円
3連複： 48，039，900円 3連単： 110，691，000円 計： 333，231，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 110円 � 250円 枠 連（1－5） 230円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 150円 �� 710円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 4，450円

票 数

単勝票数 計 240200 的中 � 49121（2番人気）
複勝票数 計 523054 的中 � 45128（2番人気）� 378716（1番人気）� 12966（6番人気）
枠連票数 計 94994 的中 （1－5） 31170（1番人気）
馬連票数 計 357841 的中 �� 100779（1番人気）
馬単票数 計 318753 的中 �� 35144（3番人気）
ワイド票数 計 210167 的中 �� 47689（1番人気）�� 5835（9番人気）�� 11733（4番人気）
3連複票数 計 480399 的中 ��� 34124（2番人気）
3連単票数 計1106910 的中 ��� 18020（12番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．2―13．3―12．6―11．9―12．1―12．2―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―37．3―50．6―1：03．2―1：15．1―1：27．2―1：39．4―1：51．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カサロサーダ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Manipulator 初出走

2013．1．26生 牝2鹿 母 センブラフェ 母母 Siembra Pasion 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 シゲルマグロ号は，競走中に疾病〔左手根骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

3400612月5日 晴 稍重 （27阪神5）第1日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時55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
1：11．0
1：10．2

良
不良

78 メイショウカネサダ 牡2栗 55 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日進牧場 510 ―1：12．5 4．0�
77 ロワゾブルー 牡2黒鹿55 C．ルメール 吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 508 ―1：13．45 5．2�
22 ワンダーリーデル 牡2鹿 55 松山 弘平山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 540 ― 〃 クビ 13．8�
33 タガノヴィッター 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 506 ―1：14．14 14．3�

11 シーザワールド 牡2鹿 55 川須 栄彦石川 達絵氏 武田 博 日高 山際 辰夫 488 ―1：14．2� 108．5�
89 スパイチャクラ 牝2黒鹿54 浜中 俊 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 476 ―1：14．51� 2．0�
810 メイショウティグレ 牡2黒鹿55 北村 友一松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 442 ―1：15．03 25．6	
44 キタサンシャドー 牡2鹿 55 小牧 太
大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 490 ―1：15．21 9．1�
55 ワイルドキッド 牡2栗 55 池添 謙一林 正道氏 浜田多実雄 新ひだか 三石橋本牧場 456 ―1：17．1大差 32．7�
66 テイエムスコット 牡2黒鹿55 藤懸 貴志竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 斉藤 正男 482 ―1：17．73� 213．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，817，200円 複勝： 27，842，800円 枠連： 10，214，100円
馬連： 39，399，700円 馬単： 29，280，800円 ワイド： 22，251，100円
3連複： 49，718，300円 3連単： 96，174，300円 計： 298，698，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 220円 � 360円 枠 連（7－7） 1，220円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 440円 �� 750円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 17，430円

票 数

単勝票数 計 238172 的中 � 46888（2番人気）
複勝票数 計 278428 的中 � 43917（2番人気）� 33059（3番人気）� 17269（6番人気）
枠連票数 計 102141 的中 （7－7） 6480（4番人気）
馬連票数 計 393997 的中 �� 21102（6番人気）
馬単票数 計 292808 的中 �� 8749（8番人気）
ワイド票数 計 222511 的中 �� 13579（4番人気）�� 7374（10番人気）�� 7487（9番人気）
3連複票数 計 497183 的中 ��� 9156（14番人気）
3連単票数 計 961743 的中 ��� 4000（55番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．1―11．9―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．8―47．7―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．7
3 7，8（2，9）－3，1，4，10－5－6 4 ・（7，8）9，2－3，1，4，10＝5－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウカネサダ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 チーフベアハート 初出走

2013．4．4生 牡2栗 母 ブラックティー 母母 チ ャ ッ プ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムスコット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月5日まで平地競

走に出走できない。



3400712月5日 晴 稍重 （27阪神5）第1日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

57 フミノスナイパー �4栗 57 北村 友一谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 488± 02：07．4 7．2�
33 ウインユニファイド 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 510＋ 82：07．82� 11．3�
813� エアカーディナル 牡4鹿 57 C．ルメール �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 486＋ 42：07．9� 4．0�
44 セフティーエムアイ 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 468－ 22：08．32� 68．2�
69 キングサムソン 牡3鹿 56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 22：08．4� 6．5�
812� デルマコテツ 牡4栗 57 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 446－ 22：08．5クビ 29．5	
11 デヴァスタシオン 牡3栃栗56 川原 正一一村 哲也氏 	島 一歩 千歳 社台ファーム 512＋ 22：08．71� 6．8


（兵庫）

68 マコトグロズヌイ 牡4芦 57 武 豊�ディアマント 	島 一歩 安平 ノーザンファーム 522－ 42：09．55 3．3�
711 アイファーマグオー 牡3栗 56 藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 498－ 2 〃 クビ 269．5�
22 � クリノエビスジン 牡4鹿 57 酒井 学栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 482－ 82：09．92� 12．3
710 マイネルライヒ 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 536－142：10．32� 65．9�

56 � カンタベリーバロン 牡3鹿 56
54 △義 英真峰 哲馬氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 456－122：11．89 231．8�

45 フォローガーネット 牝3鹿 54 浜中 俊松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 454＋ 62：12．01
 30．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，226，700円 複勝： 33，987，500円 枠連： 13，872，700円
馬連： 57，062，100円 馬単： 28，219，300円 ワイド： 29，848，200円
3連複： 69，940，100円 3連単： 91，327，400円 計： 348，484，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 240円 � 170円 枠 連（3－5） 4，010円

馬 連 �� 4，100円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 980円 �� 490円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 30，780円

票 数

単勝票数 計 242267 的中 � 26671（5番人気）
複勝票数 計 339875 的中 � 45525（3番人気）� 32903（6番人気）� 55705（2番人気）
枠連票数 計 138727 的中 （3－5） 2681（14番人気）
馬連票数 計 570621 的中 �� 10776（16番人気）
馬単票数 計 282193 的中 �� 3136（30番人気）
ワイド票数 計 298482 的中 �� 7548（12番人気）�� 16477（3番人気）�� 10756（10番人気）
3連複票数 計 699401 的中 ��� 12597（14番人気）
3連単票数 計 913274 的中 ��� 2151（111番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．4―13．8―12．9―12．2―12．4―12．3―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．1―37．5―51．3―1：04．2―1：16．4―1：28．8―1：41．1―1：53．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フミノスナイパー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．4 小倉6着

2011．5．4生 �4栗 母 サンシャインバレイ 母母 メイジホリデイ 23戦3勝 賞金 30，943，000円
〔発走状況〕 アイファーマグオー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※マイネルライヒ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3400812月5日 晴 稍重 （27阪神5）第1日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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
1：08．8
1：08．7

重
重

11 シゲルチャグチャグ 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 470－101：12．1 11．5�
23 � ゼ ア ミ 牡4芦 57

56 ☆松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Barnett Sta-
bles LLC 560＋32 〃 クビ 5．8�

36 コ ラ ン ダ ム 	6栗 57 浜中 俊山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 504＋ 21：12．2
 5．0�
816 セイジャッカル 牡3鹿 56 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 476＋ 41：12．83
 22．4�
35 � ストームジャガー 牡5鹿 57 C．ルメール 馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 496－ 61：13．0� 4．0�
510 ゴマスリオトコ 牡3黒鹿 56

53 ▲加藤 祥太小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 516＋ 21：13．21� 7．6	
48 ウェディングラン 牝3鹿 54 松田 大作小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 432＋ 4 〃 アタマ 186．9

47 � セ ト ア ロ ー 牡4鹿 57 武 豊難波 澄子氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

534＋ 61：13．3クビ 3．3�
714 スリーエスペラント 牡5栗 57 小牧 太永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 516－ 2 〃 ハナ 189．5
612 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＋ 8 〃 クビ 317．4�
12 スズカアルファ 牡5栗 57 小林 徹弥永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 490＋261：13．51� 386．2�
24 ブラボーランサー 牡4鹿 57 川原 正一田畑 富子氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 534＋101：13．6� 116．5�

（兵庫）

611 ワンラヴワンハート 牡3青鹿56 岡田 祥嗣山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 490－ 21：13．7クビ 59．8�
713 ヤマニンナジャーハ 牝3黒鹿54 松山 弘平土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 432± 01：13．8� 91．2�
59 トウカイインパルス 牡5青鹿57 池添 謙一内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 532＋ 41：14．22
 74．1�
815 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 444－ 41：15．79 245．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，506，900円 複勝： 34，422，200円 枠連： 18，267，800円
馬連： 67，006，900円 馬単： 34，351，400円 ワイド： 34，014，300円
3連複： 87，709，000円 3連単： 117，779，500円 計： 420，058，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 290円 � 220円 � 170円 枠 連（1－2） 4，570円

馬 連 �� 5，170円 馬 単 �� 10，630円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 1，170円 �� 580円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 49，410円

票 数

単勝票数 計 265069 的中 � 18414（6番人気）
複勝票数 計 344222 的中 � 27378（6番人気）� 39140（5番人気）� 58502（2番人気）
枠連票数 計 182678 的中 （1－2） 3092（14番人気）
馬連票数 計 670069 的中 �� 10027（18番人気）
馬単票数 計 343514 的中 �� 2423（32番人気）
ワイド票数 計 340143 的中 �� 5156（18番人気）�� 7340（15番人気）�� 15962（7番人気）
3連複票数 計 877090 的中 ��� 9125（24番人気）
3連単票数 計1177795 的中 ��� 1728（146番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．7―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．6―46．3―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルチャグチャグ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．8．2 小倉3着

2012．5．4生 牝3鹿 母 オーデコロン 母母 マ キ ー ナ 16戦2勝 賞金 34，468，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ゼアミ号の騎手松若風馬は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6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） 2頭 キュークッキング号・メイショウロッソ号
（非抽選馬） 1頭 アドマイヤリバティ号
※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。



3400912月5日 晴 良 （27阪神5）第1日 第9競走 ��
��1，400�

まんりょう

万 両 賞
発走14時35分 （芝・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

66 アンシエルワープ 牝2栃栗54 武 豊前原 敏行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 61：22．1 1．9�
11 � ポートレイト 牝2黒鹿54 古川 吉洋グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 414－ 2 〃 ハナ 31．4�
22 プリンシパルスター 牡2青鹿55 小牧 太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 436－ 21：22．2� 4．4�
55 マイネルラック 牡2鹿 55 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 472＋ 41：22．62	 8．1�
88 タガノミルキー 牝2芦 54 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430＋121：22．81	 30．6	
89 ファビラスヒーロー 牡2芦 55 松田 大作吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 480＋ 21：22．9	 36．1

44 
 ランランラン 牝2黒鹿54 川原 正一野島 泰氏 盛本 信春 日高 野島牧場 484－ 71：23．21� 114．0�

（兵庫） （兵庫）

77 � ジ ェ ス ロ 牡2鹿 55 松若 風馬松田 整二氏 日吉 正和 浦河 小島牧場 424＋ 61：23．84 8．1�
33 ゼンノトライブ 牡2黒鹿55 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 434－ 41：23．9	 5．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，971，500円 複勝： 46，375，400円 枠連： 11，942，100円
馬連： 65，862，700円 馬単： 47，627，900円 ワイド： 32，367，400円
3連複： 80，447，200円 3連単： 206，706，900円 計： 525，301，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 370円 � 130円 枠 連（1－6） 3，410円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 820円 �� 190円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 11，880円

票 数

単勝票数 計 339715 的中 � 137057（1番人気）
複勝票数 計 463754 的中 � 222046（1番人気）� 14187（7番人気）� 70384（2番人気）
枠連票数 計 119421 的中 （1－6） 2711（12番人気）
馬連票数 計 658627 的中 �� 18009（10番人気）
馬単票数 計 476279 的中 �� 8897（15番人気）
ワイド票数 計 323674 的中 �� 8663（12番人気）�� 54942（1番人気）�� 7964（13番人気）
3連複票数 計 804472 的中 ��� 28050（8番人気）
3連単票数 計2067069 的中 ��� 12607（40番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．5―11．9―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．3―47．2―58．8―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンシエルワープ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2015．7．25 中京2着

2013．3．25生 牝2栃栗 母 エリモハルカ 母母 エリモメロディー 4戦2勝 賞金 22，037，000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。

3401012月5日 晴 良 （27阪神5）第1日 第10競走 ��
��1，800�

あ こ う

赤 穂 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

814 ミ ツ バ 牡3鹿 55 C．ルメール�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B450＋ 61：52．4 4．0�
815 トラキチシャチョウ 牡4鹿 55 川原 正一 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 500－ 4 〃 クビ 6．7�

（兵庫）

11 スズカルパン 牡6鹿 55 小牧 太永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 462＋ 21：52．71� 10．2�
58 � エルフショット 	5青鹿53 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 466＋ 41：52．91
 50．3�
59 トップボンバー 牡4鹿 56 松若 風馬�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 458＋ 61：53．0
 4．0	
47 ロゼッタストーン 牡6鹿 53 浜中 俊太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 468－ 41：53．21� 16．8

610� マヤノカデンツァ 牡6栗 52 義 英真田所 英子氏 西村 真幸 新冠 村田牧場 B476－ 4 〃 ハナ 124．6�
35 キョウワランサー 牡4栗 54 池添 謙一�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B486＋161：53．3
 28．8�
713 スズカウラノス 牡6鹿 55 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 466－ 4 〃 ハナ 54．7
34 パフュームボム 牝4鹿 52 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478－ 2 〃 ハナ 42．5�
712 サンライズホーム 牡4青鹿56 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 490＋ 61：53．83 11．4�
611 シ ュ ミ ッ ト 牡5芦 56 北村 友一杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 490－ 2 〃 アタマ 14．3�
22 ブロンクスシルバー 牝4芦 52 酒井 学 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 498－101：54．0� 17．2�
23 ランドオザリール 牡4鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 81：54．63
 8．2�
46 ハナズインパルス 牝5黒鹿52 加藤 祥太M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 480－ 41：56．6大差 86．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，989，100円 複勝： 53，569，100円 枠連： 32，349，700円
馬連： 114，749，700円 馬単： 49，569，600円 ワイド： 55，044，700円
3連複： 148，223，500円 3連単： 191，440，700円 計： 679，936，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 220円 � 260円 枠 連（8－8） 1，280円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 550円 �� 840円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 18，740円

票 数

単勝票数 計 349891 的中 � 68744（2番人気）
複勝票数 計 535691 的中 � 107790（1番人気）� 60118（3番人気）� 45647（4番人気）
枠連票数 計 323497 的中 （8－8） 19544（5番人気）
馬連票数 計1147497 的中 �� 62229（2番人気）
馬単票数 計 495696 的中 �� 15678（3番人気）
ワイド票数 計 550447 的中 �� 26999（2番人気）�� 16613（6番人気）�� 13014（13番人気）
3連複票数 計1482235 的中 ��� 25882（7番人気）
3連単票数 計1914407 的中 ��� 7404（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．9―49．0―1：01．1―1：13．4―1：25．9―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミ ツ バ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．9．21 阪神5着

2012．3．28生 牡3鹿 母 セントクリスマス 母母 ゴールデンジャック 16戦3勝 賞金 52，892，000円
〔発走状況〕 ランドオザリール号は，枠内駐立不良〔坐る〕。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 パフュームボム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過怠金30，000円。（被害馬：2番）
〔調教再審査〕 ランドオザリール号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3401112月5日 晴 良 （27阪神5）第1日 第11競走 ��
��1，800�

さかせがわ

逆瀬川ステークス
発走15時45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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

88 ガリバルディ 牡4鹿 57 C．ルメール �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508± 01：47．0 1．9�
11 ブラックムーン 牡3鹿 56 浜中 俊 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 498＋ 41：47．32 6．3�
77 イリュミナンス 牝5鹿 55 武 豊中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 472－ 21：47．4クビ 8．8�
33 ムーンクレスト 牡3鹿 56 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 462＋ 61：47．5� 7．2�
44 タイセイアプローズ 牡3鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 470＋ 41：47．6	 4．6	
89 リヤンドファミユ 牡5鹿 57 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± 01：47．7� 32．2

22 ポセイドンバローズ 牡5栗 57 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B472± 01：47．8	 172．8�
66 サンライズタイセイ 牡5鹿 57 小牧 太松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 474± 0 〃 ハナ 16．0�
55 ラブラバード 牡5芦 57 北村 友一 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋241：48．86 42．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 63，143，700円 複勝： 97，313，100円 枠連： 26，315，000円
馬連： 159，060，200円 馬単： 101，769，000円 ワイド： 68，024，600円
3連複： 187，014，600円 3連単： 478，094，300円 計： 1，180，734，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 180円 枠 連（1－8） 560円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 270円 �� 310円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 3，950円

票 数

単勝票数 計 631437 的中 � 254713（1番人気）
複勝票数 計 973131 的中 � 535700（1番人気）� 82961（3番人気）� 69173（5番人気）
枠連票数 計 263150 的中 （1－8） 36212（3番人気）
馬連票数 計1590602 的中 �� 188467（3番人気）
馬単票数 計1017690 的中 �� 89553（3番人気）
ワイド票数 計 680246 的中 �� 71365（3番人気）�� 56927（4番人気）�� 18149（12番人気）
3連複票数 計1870146 的中 ��� 99847（5番人気）
3連単票数 計4780943 的中 ��� 87565（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．1―48．9―1：00．9―1：12．7―1：23．8―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガリバルディ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zafonic デビュー 2013．8．3 新潟2着

2011．2．7生 牡4鹿 母 シ ェ ン ク 母母 Buckwig 12戦5勝 賞金 86，593，000円
〔発走状況〕 リヤンドファミユ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 リヤンドファミユ号の調教師池江泰寿は，馬装（銜の装着）について注意義務を怠り戒告。
〔調教再審査〕 リヤンドファミユ号は，発走調教再審査。

3401212月5日 晴 良 （27阪神5）第1日 第12競走 ��
��1，400�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 3，400，000
3，400，000

円
円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

610� フォンタネットポー 牝3栗 54 池添 謙一吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 512－ 61：21．1 7．8�

35 ムーンエクスプレス 牝3鹿 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 420± 01：21．31	 4．6�
815 スナッチマインド 牝4鹿 55 浜中 俊 �シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 4 〃 同着 1．9�
58 スマートカルロス 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 472＋ 4 〃 クビ 27．0�
611 ピンストライプ 牡3青鹿56 松田 大作 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 530＋ 61：21．62 12．2	
712 ラインハート 牝4鹿 55 武 豊 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B462＋ 21：21．7クビ 16．1

34 ウインガニオン 牡3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 4 〃 クビ 13．6�
11 スリーアルテミス 牝7鹿 55

53 △義 英真永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 B484＋121：21．91	 219．2�
22 コウエイタケル 牡4鹿 57 北村 友一伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 480＋ 6 〃 ハナ 14．3
59 ショウナンアズサ 牝5鹿 55 古川 吉洋国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 B530＋ 81：22．0
 45．4�
713 アドマイヤコリン 牡7青鹿57 川須 栄彦近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 442－ 41：22．1クビ 81．1�
46 テーオートマホーク 牡5鹿 57 藤懸 貴志小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 三嶋牧場 466－ 2 〃 クビ 439．0�
23 マルクナッテ 牝4栗 55 酒井 学小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 428＋161：22．2� 146．2�
47 コリャコリャ 牝4鹿 55 国分 優作小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 480－ 21：22．3
 226．6�
814 キタサンエピソード 牡6栗 57 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 502＋ 41：22．5� 32．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 55，326，000円 複勝： 98，471，100円 枠連： 37，257，000円
馬連： 149，195，400円 馬単： 86，898，800円 ワイド： 72，039，200円
3連複： 186，655，800円 3連単： 347，187，600円 計： 1，033，030，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 210円 �
�

140円
110円 枠 連（3－6）（6－8）

590円
260円

馬 連 ��
��

1，390円
480円 馬 単 ��

��
3，110円
1，160円

ワ イ ド ��
��

800円
340円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ���
���

7，230円
5，240円

票 数

単勝票数 計 553260 的中 � 56345（3番人気）
複勝票数 計 984711 的中 � 55240（3番人気）� 116825（2番人気）� 530410（1番人気）
枠連票数 計 372570 的中 （3－6） 21676（6番人気）（6－8） 59439（2番人気）
馬連票数 計1491954 的中 �� 39102（9番人気）�� 125499（2番人気）
馬単票数 計 868988 的中 �� 10240（19番人気）�� 28579（9番人気）
ワイド票数 計 720392 的中 �� 19542（11番人気）�� 53078（2番人気）�� 97016（1番人気）
3連複票数 計1866558 的中 ��� 105839（1番人気）
3連単票数 計3471876 的中 ��� 17358（45番人気）��� 24031（22番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．5―11．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―46．2―57．5―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フォンタネットポー �
�
父 Dunkirk �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2014．10．11 京都1着

2012．3．2生 牝3栗 母 Flirtatious Miss 母母 Seductive Smile 9戦3勝 賞金 39，421，000円



（27阪神5）第1日 12月5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
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

195，670，000円
2，080，000円
14，800，000円
1，100，000円
17，040，000円
57，191，500円
3，822，000円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
371，767，600円
567，336，000円
195，132，600円
853，874，300円
518，241，500円
430，685，200円
1，088，195，000円
2，017，455，200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 6，042，687，400円

総入場人員 21，597名 （有料入場人員 20，410名）
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