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3402512月12日 晴 重 （27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

44 オースミハナチャン 牝2栗 54 小牧 太�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 496－ 41：55．8 2．8�
710 アークマイニング 牝2栗 54 幸 英明門野 文典氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 490＋ 2 〃 クビ 11．1�
22 ナ ー ウ ル 牝2青鹿54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 458－ 21：57．18 2．2�
79 キタイチサクラ 牝2栗 54 岩田 康誠小関 昭次氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 458－ 6 〃 アタマ 5．7�
811 アイルーロス 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 青森 諏訪牧場 440－ 21：57．95 26．5	
55 リベリーターン 牝2鹿 54 和田 竜二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 488± 01：58．11� 28．7

68 セイエスパーニャ 牝2黒鹿54 高倉 稜金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 城地 清満 432＋ 41：58．31� 203．2�
56 イ ザ ナ イ 牝2鹿 54 国分 優作松田 整二氏 松下 武士 新ひだか 松田牧場 462＋ 81：58．72� 28．4�
11 ブルベアバラクーダ 牝2栗 54 松山 弘平 �ブルアンドベア 田中 章博 浦河 王蔵牧場 454－ 81：58．8� 118．9
67 トモノメジェール 牝2栗 54 池添 謙一共田 義夫氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 458－ 41：59．22� 17．2�
33 アカネバローロ 牝2鹿 54 酒井 学ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 470－ 62：00．68 130．2�
812 クールオチョウ 牝2鹿 54 秋山真一郎川上 哲司氏 目野 哲也 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 454－ 22：00．7� 281．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，535，400円 複勝： 35，004，500円 枠連： 10，790，900円
馬連： 44，798，300円 馬単： 29，448，700円 ワイド： 22，736，900円
3連複： 62，796，200円 3連単： 108，863，100円 計： 336，974，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 180円 � 110円 枠 連（4－7） 490円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 340円 �� 150円 �� 370円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 5，430円

票 数

単勝票数 計 225354 的中 � 63978（2番人気）
複勝票数 計 350045 的中 � 99228（2番人気）� 24410（4番人気）� 128914（1番人気）
枠連票数 計 107909 的中 （4－7） 16760（3番人気）
馬連票数 計 447983 的中 �� 28230（4番人気）
馬単票数 計 294487 的中 �� 11623（7番人気）
ワイド票数 計 227369 的中 �� 14460（4番人気）�� 51068（1番人気）�� 13014（5番人気）
3連複票数 計 627962 的中 ��� 61545（2番人気）
3連単票数 計1088631 的中 ��� 14535（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．7―51．9―1：05．0―1：17．9―1：30．7―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミハナチャン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Woodman デビュー 2015．10．31 京都3着

2013．2．9生 牝2栗 母 オースミリンド 母母 ダンシングアウンティー 3戦1勝 賞金 7，550，000円

3402612月12日 晴 重 （27阪神5）第3日 第2競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

610 ミ ス キ ラ ラ 牝2黒鹿54 池添 謙一窪田 康志氏 池添 学 新冠 若林牧場 482＋ 21：12．2 1．3�
814 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＋161：13．58 5．4�
22 テイエムスタンリー 牡2鹿 55 小林 徹弥竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 加野牧場 444－ 21：13．92� 169．2�
11 スナークスカイ 牡2鹿 55 酒井 学杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 450＋ 81：14．22 8．8�
58 スプレーモゲレイロ 牡2鹿 55 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 454＋ 21：14．41� 32．7�
712 テイエムフライヤー 牡2青鹿55 国分 優作竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 462－ 41：14．61� 174．2	
813 エバーチェンジング 牡2鹿 55 荻野 琢真今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 464－ 21：14．81� 58．7

46 アッパーデック 牝2鹿 54 松山 弘平 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 452－101：15．12 33．6�
34 フジヤマコクリュウ 牡2青鹿55 小牧 太藤本美也子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 392＋ 2 〃 アタマ 27．9�
69 サ ノ ラ イ ド 牝2黒鹿54 岡田 祥嗣ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 平取 川向高橋育

成牧場 454－ 21：15．2クビ 156．8
57 タガノバレリーナ 牝2鹿 54 岩田 康誠八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506－ 2 〃 ハナ 20．0�
33 シ ゲ ル タ イ 牡2鹿 55 高倉 稜森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか タイヘイ牧場 456－ 61：15．41� 131．8�
45 ア ミ ー ラ 牝2鹿 54 幸 英明青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 436－ 61：15．5� 37．8�
711 プ レ シ ャ ス 牝2鹿 54 柴田 大知小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 434± 01：16．35 184．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，423，600円 複勝： 86，028，400円 枠連： 12，240，800円
馬連： 43，932，400円 馬単： 36，157，800円 ワイド： 26，718，200円
3連複： 58，423，200円 3連単： 107，951，200円 計： 397，875，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 140円 � 1，060円 枠 連（6－8） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，930円 �� 6，110円

3 連 複 ��� 8，380円 3 連 単 ��� 16，950円

票 数

単勝票数 計 264236 的中 � 154735（1番人気）
複勝票数 計 860284 的中 � 663781（1番人気）� 56625（2番人気）� 3703（10番人気）
枠連票数 計 122408 的中 （6－8） 29048（1番人気）
馬連票数 計 439324 的中 �� 101309（1番人気）
馬単票数 計 361578 的中 �� 56343（1番人気）
ワイド票数 計 267182 的中 �� 47468（1番人気）�� 3008（18番人気）�� 924（38番人気）
3連複票数 計 584232 的中 ��� 5228（25番人気）
3連単票数 計1079512 的中 ��� 4616（53番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―12．0―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―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4F48．6―3F36．9
3 10（1，2）12（7，14）（6，8）－9－（3，5，11）－4－13 4 10，2（1，12）－14，7，8，6，9－5，3（11，4）－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミ ス キ ラ ラ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 バ ゴ デビュー 2015．9．26 阪神2着

2013．4．20生 牝2黒鹿 母 マルタカキララ 母母 ミススマコバ 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレシャス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月12日まで平地競走に

出走できない。
※シゲルタイ号は，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12日 晴 重 （27阪神5）第3日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時10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

23 ダンツエンペラー 牡2鹿 55 酒井 学山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 460－ 61：25．6 2．4�
47 アテンフェスタ 牡2栗 55 川田 将雅河村 �平氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 476± 01：25．92 4．2�
610� ジ ラ ン ド ラ 牡2栗 55 幸 英明前田 葉子氏 岡田 稲男 米 North Hills

Co. Limited 532－ 41：26．64 28．1�
814 リ ル ー ジ ュ 牡2鹿 55 C．ルメール 江口雄一郎氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 450± 01：27．02� 3．9�
58 ヴ ェ ゼ ー ル 牡2栗 55 柴田 大知畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 528－ 61：27．1クビ 13．5�
815 サンマルドライヴ 牡2黒鹿55 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 444± 01：27．41	 23．9	
713 リ リ ス モ 牡2栗 55 A．アッゼニ 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 468＋10 〃 クビ 24．5

（英）

34 � カ バ ト ッ ト 牡2栗 55 岩田 康誠冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 462＋ 61：27．93 13．5�
35 メイショウルルド 牡2鹿 55 小林 徹弥松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 508± 01：28．0� 170．0�
611 アドマイヤフォルム 牡2黒鹿55 和田 竜二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 454－ 81：28．2	 54．3
46 タイムシャワー 牡2栗 55 藤岡 康太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 460＋ 41：28．3	 50．3�
59 ミラクルメーカー 牡2鹿 55 松山 弘平林 正道氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 504－ 81：28．51
 117．2�
11 ヤマニンブラズーカ 牡2鹿 55 四位 洋文土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 492＋ 21：28．81	 48．1�
712 ユーテルミー 牡2栗 55 高倉 稜薪浦 亨氏 西橋 豊治 安平 吉田 三郎 434＋ 41：29．33 487．1�
22 イスズゴールド 牡2黒鹿55 秋山真一郎内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 420± 01：31．9大差 292．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，784，100円 複勝： 37，156，500円 枠連： 13，626，100円
馬連： 54，813，100円 馬単： 33，076，000円 ワイド： 30，937，600円
3連複： 75，805，000円 3連単： 108，670，600円 計： 378，869，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 150円 � 460円 枠 連（2－4） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，310円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 10，420円

票 数

単勝票数 計 247841 的中 � 82536（1番人気）
複勝票数 計 371565 的中 � 123536（1番人気）� 60864（3番人気）� 12195（8番人気）
枠連票数 計 136261 的中 （2－4） 23024（2番人気）
馬連票数 計 548131 的中 �� 86134（2番人気）
馬単票数 計 330760 的中 �� 25015（3番人気）
ワイド票数 計 309376 的中 �� 37861（2番人気）�� 5456（14番人気）�� 4488（17番人気）
3連複票数 計 758050 的中 ��� 16895（10番人気）
3連単票数 計1086706 的中 ��� 7554（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―36．1―48．6―1：00．7―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツエンペラー �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．10．10 京都3着

2013．3．18生 牡2鹿 母 ラドランファーマ 母母 ヒデアスタイアー 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イスズゴールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月12日まで平地競

走に出走できない。
※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。

3402812月12日 晴 稍重 （27阪神5）第3日 第4競走 ��1，600�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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

611 ショウナンアヴィド 牡2青鹿55 岩田 康誠�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 476± 01：35．5 6．1�
510 レッドアヴァンセ 牝2黒鹿54 C．ルメール �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：36．35 1．5�
815 ナムラムサシ 牡2鹿 55 和田 竜二奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 436＋ 41：36．51� 5．1�
36 ア グ ネ ッ タ 牝2鹿 54 池添 謙一菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 458－ 4 〃 クビ 22．7�
816 レイホーロマンス 牝2鹿 54 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 414＋ 21：36．6� 84．7	
23 センショウレイナ 牝2鹿 54 武 豊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：36．91� 22．2

714 インペラトーレ 牡2鹿 55 A．アッゼニ 吉澤 克己氏 松田 国英 新ひだか 桜井牧場 444－ 8 〃 アタマ 29．9�

（英）

48 トレノエスプレッソ 牝2鹿 54 秋山真一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 石橋 守 新ひだか 井高牧場 478＋ 41：37．11 54．5�

35 ジ ュ イ ー ル 牡2栗 55 幸 英明前田 幸治氏 角田 晃一 日高 山際 辰夫 512＋ 2 〃 アタマ 85．8
47 フラワーファースト 牝2鹿 54 浜中 俊黒川 哲美氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 458－141：37．2� 29．7�
713 サンラポルテ 牡2鹿 55 高倉 稜加藤 信之氏 松元 茂樹 新冠 競優牧場 432－ 81：37．41 770．4�
59 オ ズ マ 牡2芦 55 小林 徹弥新井 康司氏 森 秀行 新ひだか 片山牧場 438－ 41：37．72 345．0�
11 マーシフルレイン 牝2栗 54 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 430－ 81：37．91� 191．7�
612 アルマスハート 牝2栗 54 国分 優作馬目 卓氏 北出 成人 新ひだか 片山牧場 440－ 41：38．0� 433．3�
24 ジョウショー 牡2栗 55 酒井 学坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 456－ 41：38．74 378．8�
12 ベ ル ロ ッ ク 牡2鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 532－101：39．33� 46．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，269，500円 複勝： 132，087，300円 枠連： 14，522，400円
馬連： 62，234，400円 馬単： 45，992，100円 ワイド： 37，503，500円
3連複： 82，282，100円 3連単： 158，241，900円 計： 570，133，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 140円 � 110円 � 120円 枠 連（5－6） 350円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 190円 �� 320円 �� 160円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 4，050円

票 数

単勝票数 計 372695 的中 � 48221（3番人気）
複勝票数 計1320873 的中 � 64960（3番人気）� 1027410（1番人気）� 80503（2番人気）
枠連票数 計 145224 的中 （5－6） 31480（1番人気）
馬連票数 計 622344 的中 �� 129936（1番人気）
馬単票数 計 459921 的中 �� 28150（3番人気）
ワイド票数 計 375035 的中 �� 53069（2番人気）�� 24385（3番人気）�� 65716（1番人気）
3連複票数 計 822821 的中 ��� 112667（1番人気）
3連単票数 計1582419 的中 ��� 28296（7番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．8―12．7―12．4―11．4―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．1―48．8―1：01．2―1：12．6―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアヴィド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2015．7．26 中京2着

2013．3．20生 牡2青鹿 母 ショウナンサリーレ 母母 ラスキンウォーク 4戦1勝 賞金 8，550，000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12日 晴 稍重 （27阪神5）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時30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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

610 ロワアブソリュー 牡2鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510 ―1：50．2 5．0�
814 ミッキーロケット 牡2鹿 55 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478 ―1：50．62� 2．5�
33 エンジェルフェイス 牝2黒鹿54 A．アッゼニ �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 500 ―1：50．7クビ 5．3�

（英）

46 ショウナンラテール 牡2鹿 55 川田 将雅国本 哲秀氏 中村 均 安平 追分ファーム 442 ― 〃 アタマ 4．7�
69 ジュメイラリーフ 牡2鹿 55 岩田 康誠 �シルクレーシング 松田 国英 新ひだか タイヘイ牧場 470 ―1：51．12� 10．6	
11 テイエムタービン 牝2鹿 54 池添 謙一竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 422 ―1：51．2� 110．6

58 デッセシャテーヌ 牝2栗 54 幸 英明篠田くみ子氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 470 ―1：51．3クビ 46．0�
712 アリエルバローズ 牡2鹿 55 C．ルメール 猪熊 広次氏 藤岡 健一 新冠 川島牧場 454 ― 〃 アタマ 21．4�
711 ダウンタウンブギ 牝2栗 54 藤岡 康太吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 460 ―1：51．4� 71．6
45 リリーシューター 牡2鹿 55 荻野 琢真土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 492 ―1：52．35 24．7�
34 マイネルシャウト 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 安平 ノーザンファーム 528 ―1：52．51� 68．8�
57 メイショウユメマル 牡2黒鹿55 武 豊松本 和子氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 506 ―1：52．82 51．4�
22 ソプラノムーン 牝2黒鹿54 武 幸四郎 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 474 ―1：53．65 192．9�
813 キ ニ ス キ ー 牡2栗 55 酒井 学藤井聡一郎氏 服部 利之 新ひだか カタオカフアーム 420 ― 〃 クビ 244．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，886，900円 複勝： 44，348，400円 枠連： 15，477，000円
馬連： 48，752，100円 馬単： 29，538，400円 ワイド： 26，640，900円
3連複： 61，540，800円 3連単： 90，057，900円 計： 344，242，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 140円 � 110円 � 160円 枠 連（6－8） 400円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 240円 �� 490円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 5，830円

票 数

単勝票数 計 278869 的中 � 44301（3番人気）
複勝票数 計 443484 的中 � 67204（2番人気）� 155027（1番人気）� 53703（4番人気）
枠連票数 計 154770 的中 （6－8） 29489（1番人気）
馬連票数 計 487521 的中 �� 56177（1番人気）
馬単票数 計 295384 的中 �� 14372（4番人気）
ワイド票数 計 266409 的中 �� 30710（1番人気）�� 12466（7番人気）�� 19590（3番人気）
3連複票数 計 615408 的中 ��� 40425（2番人気）
3連単票数 計 900579 的中 ��� 11186（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．2―13．7―13．2―12．9―11．7―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．6―50．3―1：03．5―1：16．4―1：28．1―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F33．8
3 10，7（3，6）（8，12）9（11，14）（4，1）5（2，13） 4 10（7，6）3（8，12）（9，14）11，1，4（2，13）5

勝馬の
紹 介

ロワアブソリュー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Souvenir Copy 初出走

2013．4．10生 牡2鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 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。

3403012月12日 晴 重 （27阪神5）第3日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走13時05分 （ダート・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．5
1：23．1

重
重

710 エイシンリンリン 牝2栗 54 C．ルメール�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 水丸牧場 474 ―1：27．2 6．2�
22 ラインダール 牝2栗 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 494 ― 〃 クビ 4．9�
79 ポッドクヒオ 牝2栗 54 M．デムーロ小川眞査雄氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 434 ―1：27．3クビ 8．3�
811 シャインダイアン 牝2黒鹿54 柴田 大知�三嶋牧場 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 468 ―1：27．62 11．2�
812 ベルリンガー 牝2黒鹿54 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478 ―1：27．91� 2．9	
56 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 484 ―1：28．53� 8．2

33 エイシンイマコマチ 牝2栗 54 A．アッゼニ�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 440 ―1：28．71� 10．9�

（英）

68 テーオーフェミニン 牝2黒鹿54 柴田 未崎小笹 公也氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 436 ―1：28．91� 95．2�
11 マイグランクロア 牝2鹿 54 小牧 太吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 478 ―1：29．53� 33．6

（ミリノサプライズ）

55 ブレイズガール 牝2鹿 54 国分 優作岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 472 ―1：29．81� 23．0�
44 ローザビアンカ 牝2栗 54 酒井 学新木 鈴子氏 高橋 亮 浦河 ヒダカフアーム 464 ―1：31．18 76．2�
67 グランドパトラ 牝2栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 446 ―1：31．42 29．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，694，900円 複勝： 35，793，100円 枠連： 15，275，700円
馬連： 47，928，600円 馬単： 27，314，400円 ワイド： 26，680，100円
3連複： 63，136，900円 3連単： 84，967，600円 計： 325，791，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 150円 � 250円 枠 連（2－7） 860円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 580円 �� 540円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 20，670円

票 数

単勝票数 計 246949 的中 � 31695（3番人気）
複勝票数 計 357931 的中 � 42436（3番人気）� 71501（2番人気）� 31861（5番人気）
枠連票数 計 152757 的中 （2－7） 13647（5番人気）
馬連票数 計 479286 的中 �� 22633（5番人気）
馬単票数 計 273144 的中 �� 6043（12番人気）
ワイド票数 計 266801 的中 �� 11960（6番人気）�� 12853（4番人気）�� 8169（12番人気）
3連複票数 計 631369 的中 ��� 12754（13番人気）
3連単票数 計 849676 的中 ��� 2979（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．6―49．3―1：01．7―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンリンリン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 エイシンワシントン 初出走

2013．3．24生 牝2栗 母 エイシンサンバレー 母母 エイシンサイレンス 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。



3403112月12日 曇 重 （27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

55 � エルフィンコーブ 牝2鹿 54 松山 弘平吉田 和子氏 池添 学 米
John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

494－ 21：12．0 4．0�
79 � コクスイセン 牡2黒鹿55 武 幸四郎中辻 明氏 田中 章博 登別 ユートピア牧場 484＋ 11：12．74 9．5�
67 ライラムーン 牝2鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 456－ 8 〃 ハナ 6．0�
56 ブラックジョー 	2青鹿55 国分 優作山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 472－ 41：12．9
 3．0�
33 ミキノヘラクレス 牡2栗 55 M．デムーロ谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 498± 0 〃 ハナ 7．3�
22 コットンパール 牝2鹿 54 荻野 琢真�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 436－101：13．75 109．4	
44 コージェント 牡2鹿 55 小牧 太水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 522＋ 41：14．02 12．4

811 ヒロノフェロー 牡2鹿 55 武 豊サンエイ開発� 庄野 靖志 浦河 川越ファーム 508＋ 61：14．31
 11．5�
710 アフターダーク 牝2鹿 54 田中 博康三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 488＋ 8 〃 アタマ 25．8
11 ニホンピロボーラー 牡2鹿 55 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 490± 01：14．4� 103．6�
68 � チェリーオータム 牝2鹿 54 筒井 勇介�ホースケア 山中 輝久 浦河 大成牧場 402－ 61：15．57 454．7�

（笠松） （笠松）

812 カシノエイシ 牡2鹿 55 藤岡 康太柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 524－181：16．45 22．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 30，694，400円 複勝： 40，271，800円 枠連： 13，933，400円
馬連： 62，796，900円 馬単： 34，629，800円 ワイド： 32，831，800円
3連複： 82，471，700円 3連単： 121，810，400円 計： 419，440，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 290円 � 190円 枠 連（5－7） 900円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 960円 �� 440円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 28，110円

票 数

単勝票数 計 306944 的中 � 60527（2番人気）
複勝票数 計 402718 的中 � 77075（2番人気）� 29187（7番人気）� 57647（3番人気）
枠連票数 計 139334 的中 （5－7） 11896（5番人気）
馬連票数 計 627969 的中 �� 17766（13番人気）
馬単票数 計 346298 的中 �� 5532（22番人気）
ワイド票数 計 328318 的中 �� 8588（13番人気）�� 20876（4番人気）�� 5387（19番人気）
3連複票数 計 824717 的中 ��� 12556（16番人気）
3連単票数 計1218104 的中 ��� 3141（101番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―12．1―11．8―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エルフィンコーブ �
�
父 Adios Charlie �

�
母父 Montbrook デビュー 2015．11．1 京都1着

2013．4．4生 牝2鹿 母 Siren Cove 母母 Note to Mimi 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノエイシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月12日まで平地競走

に出走できない。
※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。

3403212月12日 曇 稍重 （27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 （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 7，500，000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
1：44．5
1：43．9

良
良

11 マイネルネーベル 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 450± 01：47．1 18．7�

714 タガノカムイ 牡3栗 56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464＋ 41：47．2� 9．5�

510 ヴィンテージローズ 牝4栗 55 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 436－ 8 〃 クビ 8．3�
23 アルパーシャン 牡3栗 56 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 460＋ 21：47．3クビ 2．5�
59 メイショウヤマホコ 牡5黒鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 470－ 81：47．4� 21．5	
611 ヴァフラーム 牝3鹿 54 岩田 康誠市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 アタマ 5．4

48 ビオラフォーエバー 	4栗 57 池添 謙一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 61：47．72 29．8�
612 イイデフューチャー 牡4黒鹿57 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 460＋141：47．8� 41．2�
47 
 エバーハーモニー 牡3黒鹿56 H．ボウマン �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 61：48．01� 40．0
（豪）

715� サンタフェチーフ 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 和美氏 高野 友和 愛 Gestut Bona 458－ 41：48．21� 15．0�
818 カレンオプシス 牝3青鹿54 武 豊鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：48．3クビ 18．6�
36 グレイスミノル 牝3青鹿54 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 472－ 41：48．4 143．8�
816 マウイノカオイ 牡5鹿 57 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 484＋ 41：49．25 274．5�
35 
 エイシンダーラ 牝3鹿 54 浜中 俊�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 446－211：50．05 69．5�
12 ピ ン ク マ ン 牡3黒鹿56 酒井 学福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 456＋ 21：50．53 156．8�
713
 メイショウタイリン 牝4青 55 高倉 稜松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 432－ 4 〃 クビ 346．8�
817 バイオレットムーン 牡5栗 57 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 526＋201：53．2大差 285．5�
24 オメガゴールドレイ 	3栃栗56 M．デムーロ原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 464－ 82：22．5大差 8．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，946，700円 複勝： 53，308，000円 枠連： 23，638，700円
馬連： 78，549，900円 馬単： 36，680，800円 ワイド： 45，493，600円
3連複： 106，559，200円 3連単： 132，957，900円 計： 511，134，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 420円 � 340円 � 250円 枠 連（1－7） 4，210円

馬 連 �� 7，030円 馬 単 �� 17，600円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 1，440円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 14，950円 3 連 単 ��� 120，040円

票 数

単勝票数 計 339467 的中 � 14505（8番人気）
複勝票数 計 533080 的中 � 30956（7番人気）� 40049（4番人気）� 61883（3番人気）
枠連票数 計 236387 的中 （1－7） 4343（14番人気）
馬連票数 計 785499 的中 �� 8659（27番人気）
馬単票数 計 366808 的中 �� 1563（62番人気）
ワイド票数 計 454936 的中 �� 5800（23番人気）�� 8144（12番人気）�� 9582（11番人気）
3連複票数 計1065592 的中 ��� 5345（46番人気）
3連単票数 計1329579 的中 ��� 803（379番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―34．8―46．6―58．6―1：10．8―1：22．9―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．3
3 6（13，17）（5，2，14）1（10，18）7（9，15）12－8（4，11）3，16 4 6，5，14（1，13，17）（10，18）（7，2）（9，15）（8，12）（11，3）－16＝4

勝馬の
紹 介

マイネルネーベル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2015．1．25 京都3着

2012．2．13生 牡3鹿 母 マイネレーツェル 母母 ケイアイベール 9戦2勝 賞金 16，900，000円
〔その他〕 オメガゴールドレイ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バイオレットムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月12日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 オメガゴールドレイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年2月12日まで出走できない。
※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12日 曇 重 （27阪神5）第3日 第9競走 ��1，800�
ひ め じ

姫 路 特 別
発走14時35分 （ダート・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

45 アドマイヤシャイ 牝3黒鹿54 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 438－ 61：53．0 2．6�
33 ティンバレス 牝3青鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 クビ 8．8�
814� スリーアロー 牝4黒鹿55 藤岡 康太松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488－ 21：53．42� 8．0�
58 オーシャンブルグ 牝4鹿 55 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 448＋ 21：53．61� 10．7�
46 ブロンクスシルバー 牝4芦 55 M．デムーロ �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 492－ 6 〃 アタマ 17．0�
711 マーブルケーキ 牝4白 55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス	 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468－12 〃 ハナ 8．8

57 アスカクイン 牝4栗 55 酒井 学上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 490＋101：53．7クビ 24．2�
712 ベストセラーアスク 牝4鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD	 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 428＋ 41：53．8� 42．7�
34 タガノバラード 牝4黒鹿55 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428－ 8 〃 アタマ 28．5
813� ブライトエルフ 牝6栗 55 柴田 大知 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 454－ 61：54．54 119．6�
69 ウルティマミューズ 牝4鹿 55 浜中 俊�前川企画 野中 賢二 日高 藤本ファーム 454± 01：54．82 4．8�
22 フ ィ エ ル テ 牝3鹿 54 松山 弘平	ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472± 01：54．9クビ 143．0�
11 ビートゴーズオン 牝4栗 55 秋山真一郎 �社台レースホース	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 21：55．11
 25．6�
610 ディープストーリー 牝5青 55 国分 優作 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 440－ 61：55．31 125．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，538，900円 複勝： 58，261，400円 枠連： 21，706，400円
馬連： 103，112，800円 馬単： 47，758，400円 ワイド： 50，867，500円
3連複： 134，345，100円 3連単： 182，405，300円 計： 636，995，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 230円 � 230円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 500円 �� 510円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 17，210円

票 数

単勝票数 計 385389 的中 � 117485（1番人気）
複勝票数 計 582614 的中 � 147453（1番人気）� 54377（4番人気）� 56767（3番人気）
枠連票数 計 217064 的中 （3－4） 21262（3番人気）
馬連票数 計1031128 的中 �� 60376（5番人気）
馬単票数 計 477584 的中 �� 17091（6番人気）
ワイド票数 計 508675 的中 �� 26816（3番人気）�� 26628（4番人気）�� 6779（22番人気）
3連複票数 計1343451 的中 ��� 21551（12番人気）
3連単票数 計1824053 的中 ��� 7680（37番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．9―12．4―12．4―12．7―12．3―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．8―50．2―1：02．6―1：15．3―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤシャイ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Broad Brush デビュー 2015．2．7 京都2着

2012．3．28生 牝3黒鹿 母 ブロードアピール 母母 Valid Allure 10戦3勝 賞金 41，962，000円
※出走取消馬 ティーエスクライ号（疾病〔感冒〕のため）

3403412月12日 曇 良 （27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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

55 マイネルアウラート 牡4黒鹿57 柴田 大知 �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 454－ 21：21．6 8．9�

78 ラヴァーズポイント 牝5青鹿55 A．アッゼニ 三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 508± 01：22．02� 18．0�
（英）

44 ダイシンサンダー 牡4鹿 57 酒井 学大八木信行氏 松田 博資 新ひだか グランド牧場 486－ 4 〃 クビ 2．6�
89 	 フォーチュンスター 
6鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 524－ 21：22．1� 3．3�
66 ロ ノ 牡6黒鹿57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 472＋ 81：22．31 19．9�
22 シルクドリーマー 牡6鹿 57 C．ルメール 	シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 486＋ 4 〃 クビ 6．4

33 ラッフォルツァート 牝3鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 21：22．4� 7．5�
11 ケイティバローズ 牝5鹿 55 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 B504＋ 61：22．61� 21．1�
77 	 デ ン フ ァ レ 牝8栗 55 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 480－ 21：22．81� 212．8
810 クリノタカラチャン 牝5黒鹿55 松山 弘平栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 420－ 6 〃 ハナ 63．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，735，100円 複勝： 56，368，000円 枠連： 16，962，700円
馬連： 113，179，400円 馬単： 58，537，800円 ワイド： 49，617，000円
3連複： 131，379，700円 3連単： 257，758，000円 計： 724，537，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 250円 � 320円 � 120円 枠 連（5－7） 5，010円

馬 連 �� 5，600円 馬 単 �� 10，650円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 440円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 39，580円

票 数

単勝票数 計 407351 的中 � 36372（5番人気）
複勝票数 計 563680 的中 � 47131（5番人気）� 33156（6番人気）� 182735（1番人気）
枠連票数 計 169627 的中 （5－7） 2622（19番人気）
馬連票数 計1131794 的中 �� 15654（20番人気）
馬単票数 計 585378 的中 �� 4120（35番人気）
ワイド票数 計 496170 的中 �� 7702（20番人気）�� 31201（4番人気）�� 16340（9番人気）
3連複票数 計1313797 的中 ��� 25719（15番人気）
3連単票数 計2577580 的中 ��� 4721（145番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．5―47．2―58．7―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルアウラート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．9．17 中山1着

2011．3．6生 牡4黒鹿 母 マイネシャンゼリゼ 母母 セーヌフロウ 22戦5勝 賞金 74，957，000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12日 曇 良 （27阪神5）第3日 第11競走 ��
��1，800�第66回チャレンジカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，26．12．13以降27．12．6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 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

611 フ ル ー キ ー 牡5青鹿57 M．デムーロ 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 484－ 21：46．1 2．9�
510 ヒストリカル 牡6黒鹿57 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454＋121：46．31� 5．0�
47 � シベリアンスパーブ 牡6鹿 54 松山 弘平藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 506＋ 21：46．4� 47．2�
714 ワールドエース 牡6鹿 57．5 H．ボウマン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478＋121：46．61	 5．1�

（豪）

12 タガノエトワール 牝4鹿 53 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 61：46．92 11．0	

24 スピリッツミノル 牡3栗 53 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 498＋101：47．11	 69．6

817 デウスウルト 
7黒鹿55 武 豊吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋ 8 〃 ハナ 15．7�
23 マイネルミラノ 牡5栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B480－ 2 〃 アタマ 13．1�
36 ダンツキャンサー 牝4黒鹿51 荻野 琢真山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 478－ 6 〃 アタマ 74．7
713 レッドアリオン 牡5鹿 58 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 486－ 2 〃 ハナ 21．3�
35 アクションスター 牡5栗 53 池添 謙一福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 21：47．2� 70．9�
816 マコトブリジャール 牝5鹿 52 四位 洋文�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 406－ 21：47．3� 45．6�
11 ケイティープライド 牡5鹿 53 浜中 俊�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：47．4クビ 17．0�
48 バッドボーイ 牡5鹿 53 和田 竜二畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 514± 01：47．72 149．4�
612 メイショウウズシオ 牡8黒鹿52 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 486－ 61：47．8� 287．4�
59 シャトーブランシュ 牝5鹿 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 470－ 41：48．11� 12．0�
715 ゼ ロ ス 牡6鹿 54 高倉 稜杉澤 光雄氏 松元 茂樹 日高 坂 牧場 494－ 21：48．2クビ 211．2�
818 メイショウナルト 
7鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 450－ 41：48．41	 185．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 128，997，100円 複勝： 185，865，200円 枠連： 90，411，200円
馬連： 452，902，100円 馬単： 196，374，900円 ワイド： 210，059，100円
3連複： 692，893，000円 3連単： 1，030，283，300円 計： 2，987，785，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 180円 � 630円 枠 連（5－6） 580円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，840円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 8，180円 3 連 単 ��� 27，650円

票 数

単勝票数 計1289971 的中 � 344860（1番人気）
複勝票数 計1858652 的中 � 482935（1番人気）� 271630（2番人気）� 50251（10番人気）
枠連票数 計 904112 的中 （5－6） 120039（1番人気）
馬連票数 計4529021 的中 �� 503359（1番人気）
馬単票数 計1963749 的中 �� 128742（1番人気）
ワイド票数 計2100591 的中 �� 206855（1番人気）�� 27017（23番人気）�� 17767（33番人気）
3連複票数 計6928930 的中 ��� 63527（25番人気）
3連単票数 計10302833 的中 ��� 27006（65番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―11．8―11．7―11．6―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．9―47．7―59．4―1：11．0―1：22．6―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．1
3 15，18（8，3）（1，16）6（2，13）（7，12）（11，14）（10，17）（4，5）－9 4 15（8，18，3）（1，16）6（2，13）7（11，12）14，17，10，5，4，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フ ル ー キ ー �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2013．3．2 阪神1着

2010．3．31生 牡5青鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 17戦7勝 賞金 177，848，000円
〔制裁〕 フルーキー号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：15番・8番）
ヒストリカル号の騎手C．ルメールは，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7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。

3403612月12日 曇 良 （27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 10，500，000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
1：32．0
1：30．7

良
良

77 リーサルウェポン 牝4鹿 55 M．デムーロ Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 430－ 41：35．1 4．2�
33 ベステンダンク 牡3栗 56 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 494＋ 21：35．31� 6．0�
11 	 ストーンウェア 牡3鹿 56 岩田 康誠吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 468＋10 〃 クビ 2．7�
89 ヴ ェ ネ ト 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 21：35．4クビ 3．5�
55 ク ロ ー チ ェ 
6栗 57 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 528＋ 61：35．61� 24．0�
44 アドマイヤオウジャ 牡5鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 458－ 81：35．92 39．4	
66 ポルボローネ 牝3栗 54 酒井 学小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 430＋ 61：36．32� 132．8

88 � クリノハッチャン 牝4鹿 55 荻野 琢真栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 454－ 2 〃 クビ 116．8�
22 ゲットアテープ 牡4鹿 57 A．アッゼニ 金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504－ 41：37．04 8．0
（英）

（9頭）

売 得 金
単勝： 60，019，900円 複勝： 65，671，400円 枠連： 21，092，400円
馬連： 127，095，100円 馬単： 77，572，400円 ワイド： 58，959，100円
3連複： 143，109，900円 3連単： 369，050，000円 計： 922，570，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 150円 � 110円 枠 連（3－7） 1，540円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 360円 �� 210円 �� 270円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 6，720円

票 数

単勝票数 計 600199 的中 � 114096（3番人気）
複勝票数 計 656714 的中 � 114720（3番人気）� 88806（4番人気）� 187754（1番人気）
枠連票数 計 210924 的中 （3－7） 10601（7番人気）
馬連票数 計1270951 的中 �� 68071（7番人気）
馬単票数 計 775724 的中 �� 22786（11番人気）
ワイド票数 計 589591 的中 �� 37579（5番人気）�� 78626（1番人気）�� 53820（4番人気）
3連複票数 計1431099 的中 ��� 129145（3番人気）
3連単票数 計3690500 的中 ��� 39761（22番人気）

ハロンタイム 13．3―11．5―11．9―12．2―12．0―11．3―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．3―24．8―36．7―48．9―1：00．9―1：12．2―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーサルウェポン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Legend デビュー 2013．11．10 東京2着

2011．5．29生 牝4鹿 母 クイックコマンド 母母 Jet Route 20戦4勝 賞金 65，800，000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。



（27阪神5）第3日 12月12日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 164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

252，140，000円
13，590，000円
1，700，000円
22，820，000円
64，685，500円
4，570，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
496，526，500円
830，164，000円
269，677，700円
1，240，095，100円
653，081，500円
619，045，300円
1，694，742，800円
2，753，017，200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 8，556，350，100円

総入場人員 16，217名 （有料入場人員 14，927名）
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