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3403712月13日 晴 稍重 （27阪神5）第4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）

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
1：23．5
1：23．1

重
重

58 メイショウフウシャ 牝2鹿 54 柴田 大知松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 458－ 41：25．0 25．5�
712 トップノート 牝2栗 54 C．ルメール 水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 464－ 21：25．63� 1．7�
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 444－ 21：25．81� 3．7�
34 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 468± 01：26．33 7．8�
46 ヒデノホープ 牝2鹿 54 勝浦 正樹大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 408－ 21：26．83 164．8�
23 ローゼンタール 牝2栗 54 古川 吉洋岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 500－ 21：27．22� 44．8�
47 ダ イ ト カ イ 牝2鹿 54 松山 弘平市川 義美氏 牧田 和弥 日高 オリオンファーム 434－ 21：27．41� 111．3	
22 キ ン ノ ツ ル 牝2芦 54 大下 智榎本 富三氏 作田 誠二 新ひだか マークリ牧場 444± 0 〃 ハナ 50．1

35 ティーパフォーマー 牝2黒鹿54 菱田 裕二深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 432－ 4 〃 アタマ 238．0�
610 トチノマドンナ 牝2黒鹿 54

52 △義 英真阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 山田 昇史 428± 01：27．93 16．7�
611 リーゼントフォルテ 牝2鹿 54 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 61：28．0� 20．7
59 ブルベアシャーク 牝2黒鹿54 藤懸 貴志 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 420－ 21：28．31� 205．7�
815 エイシンピクシー 牝2栗 54 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 428－ 4 〃 ハナ 306．1�
814 イ イ デ シ ロ 牝2芦 54 岩田 康誠 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 440＋ 21：28．51� 19．1�
713 ニホンピロアスター 牝2黒鹿54 藤岡 康太小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 452－ 21：29．03 111．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，071，300円 複勝： 62，000，400円 枠連： 12，240，900円
馬連： 51，015，500円 馬単： 35，319，100円 ワイド： 30，044，100円
3連複： 74，935，600円 3連単： 121，571，000円 計： 411，197，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 440円 � 110円 � 120円 枠 連（5－7） 2，500円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 8，650円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，400円 �� 150円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 33，500円

票 数

単勝票数 計 240713 的中 � 7533（7番人気）
複勝票数 計 620004 的中 � 10229（8番人気）� 387918（1番人気）� 80060（2番人気）
枠連票数 計 122409 的中 （5－7） 3784（7番人気）
馬連票数 計 510155 的中 �� 12964（7番人気）
馬単票数 計 353191 的中 �� 3060（20番人気）
ワイド票数 計 300441 的中 �� 6933（10番人気）�� 4225（16番人気）�� 72613（1番人気）
3連複票数 計 749356 的中 ��� 20232（7番人気）
3連単票数 計1215710 的中 ��� 2631（85番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．3―12．2―12．0―12．3―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウフウシャ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．11．7 京都15着

2013．3．9生 牝2鹿 母 グレインライン 母母 ミルグレイン 3戦1勝 賞金 5，000，000円

3403812月13日 晴 稍重 （27阪神5）第4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

69 クリノウィンザー 牡2鹿 55 川田 将雅栗本 博晴氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 536＋ 41：54．3 14．1�
11 トウショウジャイロ 牡2黒鹿55 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 506－ 41：54．61� 3．2�
812 クロコダイルロック 牡2鹿 55 岩田 康誠�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 448＋ 2 〃 アタマ 1．8�
57 カレンコマンドール 牡2鹿 55 田辺 裕信鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 458± 01：54．92 24．3�
711 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 496± 01：55．43 7．5	
45 サンライズウィズ 牡2鹿 55 柴田 大知松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 494－ 21：55．5� 109．8

813 イルミオクオーレ 牡2黒鹿55 三浦 皇成加藤 誠氏 中竹 和也 日高 三城牧場 424＋ 21：56．13� 73．1�
33 ニホンピロリープ 牡2黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 500－ 81：56．2クビ 257．3�
22 ゲンキチヤマト 牡2栗 55 太宰 啓介荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 484＋ 4 〃 クビ 46．8
710 サカジロチュウオー 牡2鹿 55

53 △義 英真ロイヤルパーク 坂口 正則 日高 幾千世牧場 462＋ 21：56．62� 113．6�
68 セイヴァイタル 牡2栗 55 秋山真一郎金田 成基氏 服部 利之 浦河 ヒダカフアーム 454－ 61：56．7� 13．5�
56 シゲルノコギリダイ 牡2鹿 55 藤岡 康太森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 王蔵牧場 516－ 41：57．02 146．8�
44 ラ オ コ ー ン 牡2栗 55 松岡 正海前田 幸治氏 森田 直行 厚真 大川牧場 498＋ 21：58．38 128．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，587，000円 複勝： 53，754，800円 枠連： 13，856，800円
馬連： 57，671，300円 馬単： 36，440，900円 ワイド： 32，332，300円
3連複： 82，668，800円 3連単： 138，262，000円 計： 445，573，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 220円 � 110円 � 110円 枠 連（1－6） 900円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 420円 �� 390円 �� 140円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 9，280円

票 数

単勝票数 計 305870 的中 � 17316（5番人気）
複勝票数 計 537548 的中 � 24102（5番人気）� 144457（2番人気）� 239672（1番人気）
枠連票数 計 138568 的中 （1－6） 11832（4番人気）
馬連票数 計 576713 的中 �� 24072（7番人気）
馬単票数 計 364409 的中 �� 6314（16番人気）
ワイド票数 計 323323 的中 �� 15457（7番人気）�� 16924（6番人気）�� 81055（1番人気）
3連複票数 計 826688 的中 ��� 75740（3番人気）
3連単票数 計1382620 的中 ��� 10792（27番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―13．2―13．1―13．3―13．1―12．6―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―36．3―49．4―1：02．7―1：15．8―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノウィンザー �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．11．15 京都10着

2013．4．5生 牡2鹿 母 ワ デ ィ ラ ム 母母 ワ デ ィ ア 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 クロコダイルロック号の騎手岩田康誠は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。

第５回 阪神競馬 第４日



3403912月13日 晴 良 （27阪神5）第4日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時05分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

712 キアロスクーロ 牡2黒鹿55 C．ルメール 水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 484－ 61：22．5 4．3�
46 サ ル ド ナ 牝2栗 54 A．アッゼニ 寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474－ 21：22．6� 3．3�

（英）

59 スマートカオス 牡2黒鹿55 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 平取 稲原牧場 442－ 61：23．34 6．6�
610 ステファンバローズ 牡2黒鹿55 菱田 裕二猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 454－ 81：23．4クビ 9．5�
23 ショウナンアーリー 牡2鹿 55 勝浦 正樹国本 哲秀氏 森田 直行 新冠 富本 茂喜 460－ 21：23．93 20．6�
611 エイシンミント 牝2鹿 54 川田 将雅�栄進堂 今野 貞一 新ひだか 築紫 洋 426± 01：24．21� 9．4	
58 ヒナワジュウ 牡2黒鹿55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 谷岡スタット 544－ 81：24．3� 453．1

713 トウシンスパーク 牡2黒鹿55 三浦 皇成�サトー 浅見 秀一 新ひだか 岡田スタツド 412± 0 〃 クビ 5．2�
815 ブ ボ ナ 牝2黒鹿 54

52 △義 英真杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 川島牧場 462＋201：24．4クビ 393．2�
47 ビップトイトイトイ 牡2黒鹿55 松岡 正海鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか 田原橋本牧場 468－22 〃 クビ 34．6
34 ブ リ オ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 430± 0 〃 ハナ 50．3�
22 パ キ ラ 牝2黒鹿54 小牧 太藤田 好紀氏 田中 章博 新ひだか 小河 豊水 410－ 21：24．61� 304．8�
11 タマモペンライト 牝2鹿 54 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 448＋ 2 〃 クビ 25．3�
35 デ ス マ ッ チ 牡2鹿 55 酒井 学泉 一郎氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 462－ 41：24．91	 246．0�
814 ジョイフルデイズ 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 勝己氏 池添 学 平取 坂東牧場 422－ 2 〃 クビ 37．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，131，400円 複勝： 45，581，900円 枠連： 16，542，300円
馬連： 58，477，100円 馬単： 30，655，100円 ワイド： 34，198，900円
3連複： 81，672，900円 3連単： 105，928，100円 計： 400，187，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 150円 � 190円 枠 連（4－7） 380円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 340円 �� 450円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 6，860円

票 数

単勝票数 計 271314 的中 � 49692（2番人気）
複勝票数 計 455819 的中 � 82050（1番人気）� 81128（2番人気）� 56497（4番人気）
枠連票数 計 165423 的中 （4－7） 33648（1番人気）
馬連票数 計 584771 的中 �� 55478（1番人気）
馬単票数 計 306551 的中 �� 16460（1番人気）
ワイド票数 計 341989 的中 �� 26508（1番人気）�� 18986（4番人気）�� 18772（5番人気）
3連複票数 計 816729 的中 ��� 41779（2番人気）
3連単票数 計1059281 的中 ��� 11186（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．0―47．0―59．0―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キアロスクーロ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2015．10．31 京都3着

2013．3．4生 牡2黒鹿 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 3戦1勝 賞金 8，100，000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。

3404012月13日 晴 良 （27阪神5）第4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）

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

22 レ オ ナ ル ド 牡2鹿 55 A．アッゼニ 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 448－ 61：48．7 5．7�

（英）

812 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 494＋121：48．91� 5．2�
69 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± 01：49．0� 2．2�
44 シンゼンドリーム 牡2黒鹿55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 466－ 2 〃 ハナ 11．6�
711 エミーズレシピ 牝2鹿 54 藤岡 康太ユアストーリー 友道 康夫 浦河 高村牧場 474± 01：49．1� 26．7�
11 ヤマニンシルフ 牡2栗 55 C．ルメール 土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 436＋ 61：49．73� 5．0�
710 ニホンピロカーン 牡2鹿 55 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 450－ 2 〃 クビ 80．1	
45 イ フ リ ー ト 牡2栗 55 池添 謙一 
サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 81：49．9� 18．6�
68 マイネルシュロス 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 日高 細川牧場 452－ 41：50．21� 302．9
33 ロイヤルクルーズ 牝2黒鹿 54

52 △義 英真
ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 438－ 6 〃 アタマ 316．4�
57 ソレイユロワイヤル 牡2鹿 55 松山 弘平 
社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 456－ 41：50．3� 217．3�
813 アメジストデュー 牝2青鹿54 三浦 皇成 
サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 520± 01：50．61� 25．7�
56 オースミマルス 牡2鹿 55 菱田 裕二�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 460－ 61：50．81� 82．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，562，200円 複勝： 52，943，000円 枠連： 14，014，400円
馬連： 65，991，400円 馬単： 40，840，300円 ワイド： 38，941，100円
3連複： 90，824，500円 3連単： 148，695，400円 計： 487，812，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 150円 � 110円 枠 連（2－8） 1，960円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 580円 �� 270円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 計 355622 的中 � 49645（4番人気）
複勝票数 計 529430 的中 � 54401（4番人気）� 73032（3番人気）� 205246（1番人気）
枠連票数 計 140144 的中 （2－8） 5523（10番人気）
馬連票数 計 659914 的中 �� 27596（7番人気）
馬単票数 計 408403 的中 �� 9249（12番人気）
ワイド票数 計 389411 的中 �� 15000（8番人気）�� 37734（3番人気）�� 43889（2番人気）
3連複票数 計 908245 的中 ��� 64985（2番人気）
3連単票数 計1486954 的中 ��� 12372（24番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―11．9―12．2―12．5―12．5―11．9―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―36．3―48．5―1：01．0―1：13．5―1：25．4―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ オ ナ ル ド �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Galileo デビュー 2015．11．8 東京3着

2013．2．16生 牡2鹿 母 リオズスターレット 母母 Premiere Creation 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※マイネルシュロス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3404112月13日 晴 良 （27阪神5）第4日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．6
1：07．8

良
良

22 ペプチドブラッサム 牝2鹿 54 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 416 ―1：11．7 9．2�
810 フルムーンソング 牡2黒鹿55 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 450 ― 〃 クビ 13．6�
77 ピュアウィッシーズ 牝2黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 414 ―1：12．12� 4．3�
44 オモロイシャチョウ 牡2鹿 55 田辺 裕信 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 浦河 村中牧場 514 ― 〃 ハナ 5．4�
33 アイムウィッシング 牝2鹿 54 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 434 ―1：12．41� 56．2	
78 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 ―1：12．82� 17．5

89 ヤマニンゲイナー 牡2青鹿 55

53 △義 英真土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 440 ―1：12．9� 87．8�
11 メイショウユキンコ 牝2栗 54 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日東牧場 432 ―1：14．510 30．8�
66 ダッシャークワトロ 牡2鹿 55 C．ルメール 芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 448 ―1：15．24 1．8

（9頭）
55 シンメトリック 牝2黒鹿54 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，449，800円 複勝： 27，133，600円 枠連： 8，714，800円
馬連： 41，226，900円 馬単： 31，122，200円 ワイド： 21，478，100円
3連複： 51，070，400円 3連単： 111，929，800円 計： 318，125，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 240円 � 290円 � 180円 枠 連（2－8） 3，470円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 9，600円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 570円 �� 770円

3 連 複 ��� 5，640円 3 連 単 ��� 47，840円

票 数

単勝票数 差引計 254498（返還計 259） 的中 � 22076（4番人気）
複勝票数 差引計 271336（返還計 256） 的中 � 27557（4番人気）� 21537（5番人気）� 46648（2番人気）
枠連票数 差引計 87148（返還計 323） 的中 （2－8） 1941（11番人気）
馬連票数 差引計 412269（返還計 1059） 的中 �� 7348（14番人気）
馬単票数 差引計 311222（返還計 642） 的中 �� 2429（28番人気）
ワイド票数 差引計 214781（返還計 465） 的中 �� 4591（14番人気）�� 10011（6番人気）�� 7126（9番人気）
3連複票数 差引計 510704（返還計 2829） 的中 ��� 6780（16番人気）
3連単票数 差引計1119298（返還計 4586） 的中 ��� 1696（130番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．4―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―36．0―48．4―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドブラッサム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 コロナドズクエスト 初出走

2013．3．26生 牝2鹿 母 ペプチドルビー 母母 ロゼットブランシュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 シンメトリック号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。

3404212月13日 曇 稍重 （27阪神5）第4日 第6競走 ��
��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

12 ゴールドドリーム 牡2鹿 55 川田 将雅吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 526 ―1：54．0 4．5�
48 フォンターナリーリ 牝2鹿 54 A．アッゼニ 吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482 ―1：54．42� 3．5�

（英）

713� エイシンニトロ 牡2鹿 55 C．ルメール�栄進堂 松元 茂樹 米 Brereton
C. Jones 496 ― 〃 ハナ 3．8�

47 メイショウマスラオ 牡2鹿 55 岩田 康誠松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 476 ―1：54．61	 19．9�
816 ロードボアソルテ 牡2栗 55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか タツヤファーム 466 ―1：54．91
 11．8�
815 ワンダーアビルマン 牡2黒鹿55 小牧 太山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 496 ―1：55．96 66．6	
612 ヤマカツリーダー 牡2黒鹿55 池添 謙一山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 480 ―1：56．0� 18．0

11 スマートメダリオン 牡2栗 55 田辺 裕信大川 徹氏 吉田 直弘 日高 増尾牧場 488 ―1：56．63� 21．8�
714 ケンブリッジバッハ 牡2栗 55

53 △義 英真中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 本桐牧場 522 ―1：57．77 201．5�
24 シゲルシロカジキ 牡2芦 55 勝浦 正樹森中 蕃氏 木原 一良 日高 浜本牧場 480 ―1：58．33� 120．6
36 カントリーロード 牡2黒鹿55 藤岡 康太三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 448 ―1：58．51� 8．3�
510 ノーアトゥーン 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 新冠 浜口牧場 482 ―1：58．71	 76．9�
23 メイショウコウウン 牡2鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 木原 一良 浦河 岡部牧場 446 ―1：58．8
 76．2�
59 カ ガ カ ジ ノ 牡2栗 55 酒井 学香川 憲次氏 飯田 雄三 厚真 大川牧場 484 ―1：58．9クビ 138．2�
611 カナリーアイランド 牡2芦 55 松岡 正海吉田 勝己氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 478 ―1：59．64 19．6�
35 ベストインザスカイ 牡2鹿 55 秋山真一郎飯田 正剛氏 �島 一歩 新ひだか 千代田牧場 498 ―1：59．7クビ 39．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，480，300円 複勝： 38，209，800円 枠連： 18，728，300円
馬連： 58，981，600円 馬単： 30，978，300円 ワイド： 31，974，700円
3連複： 75，900，300円 3連単： 97，877，000円 計： 382，130，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 130円 � 130円 枠 連（1－4） 600円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 340円 �� 350円 �� 280円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 5，450円

票 数

単勝票数 計 294803 的中 � 51784（3番人気）
複勝票数 計 382098 的中 � 59313（3番人気）� 78706（1番人気）� 76094（2番人気）
枠連票数 計 187283 的中 （1－4） 23954（2番人気）
馬連票数 計 589816 的中 �� 53922（2番人気）
馬単票数 計 309783 的中 �� 13049（6番人気）
ワイド票数 計 319747 的中 �� 23202（2番人気）�� 22515（3番人気）�� 30636（1番人気）
3連複票数 計 759003 的中 ��� 57851（1番人気）
3連単票数 計 978770 的中 ��� 13006（6番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．7―13．1―12．9―13．1―12．3―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―38．1―51．2―1：04．1―1：17．2―1：29．5―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F36．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ゴールドドリーム �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2013．4．19生 牡2鹿 母 モンヴェール 母母 スペシャルジェイド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ヤマカツリーダー号は，枠入り不良。

ベストインザスカイ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。
カントリーロード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
発走時刻8分遅延。

〔制裁〕 ノーアトゥーン号の騎手水口優也は，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：3番）
エイシンニトロ号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年12月19日から平成27年

12月20日まで騎乗停止。（被害馬：7番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ベストインザスカイ号は，平成27年12月14日から平成28年1月3日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 ヤマカツリーダー号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウォーターワンダー号・クラウンヴォルカン号
※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。



3404312月13日 曇 稍重 （27阪神5）第4日 第7競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

47 ア チ ー ヴ 牡5黒鹿57 田辺 裕信前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 480－ 41：24．1 10．6�
12 アドマイヤスパーズ 牡5鹿 57 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 502＋ 4 〃 ハナ 4．7�
35 テイエムリヴィエラ 牝4鹿 55 柴田 大知竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B460－ 4 〃 ハナ 22．0�
59 ツィンクルソード 牡4芦 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 ハナ 6．5�
24 アドマイヤリバティ 牡3鹿 56 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 492± 01：24．2クビ 4．8�
815 モンラッシェ 牡4栗 57 松山 弘平吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 クビ 16．2	
48 トーコーグリーン 牡5黒鹿57 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502＋ 41：24．4� 5．8

11 オメガタックスマン 牡3鹿 56 A．アッゼニ 原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B466－ 21：24．5� 5．0�

（英）

510 キュークッキング 牝4黒鹿55 菱田 裕二栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 484＋141：24．92� 34．0�
23 	 チュウワワンダー 牡5鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 470－ 61：25．11 191．6
714	 リッカクロフネ 牡3芦 56 小牧 太立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 468－151：25．3� 97．4�
713	 ジョウショーチカラ 牡3青鹿56 酒井 学熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 536＋ 41：25．4� 56．7�
36 メイショウネブタ 牡4鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 480－ 61：25．5クビ 43．4�
612 プライマリーコード 牝4芦 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：25．81� 96．0�
611 ピンクプリンセス 牝4芦 55

53 △義 英真木村 久子氏 服部 利之 日高 沖田牧場 514＋ 11：25．9� 245．7�
816 ペプチドアポロ 牡3栗 56 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 480＋ 61：26．0� 96．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，173，700円 複勝： 51，799，300円 枠連： 22，614，700円
馬連： 80，990，100円 馬単： 37，438，200円 ワイド： 44，503，400円
3連複： 107，030，900円 3連単： 134，573，800円 計： 510，124，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 280円 � 200円 � 460円 枠 連（1－4） 450円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 6，730円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，820円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 12，400円 3 連 単 ��� 63，430円

票 数

単勝票数 計 311737 的中 � 23423（6番人気）
複勝票数 計 517993 的中 � 47857（6番人気）� 77932（2番人気）� 25553（8番人気）
枠連票数 計 226147 的中 （1－4） 38311（1番人気）
馬連票数 計 809901 的中 �� 20480（14番人気）
馬単票数 計 374382 的中 �� 4172（31番人気）
ワイド票数 計 445034 的中 �� 11560（14番人気）�� 6208（23番人気）�� 6675（22番人気）
3連複票数 計1070309 的中 ��� 6473（45番人気）
3連単票数 計1345738 的中 ��� 1538（222番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―12．1―12．4―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．3―46．4―58．8―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア チ ー ヴ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．10．27 京都5着

2010．3．19生 牡5黒鹿 母 プレシャスマンデー 母母 マダムダンサー 29戦2勝 賞金 27，590，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時30分に変更。
※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 エンドレスシャイン号・サーティグランド号
（非抽選馬） 1頭 ペプチドムーン号
※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。

3404412月13日 曇 稍重 （27阪神5）第4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

56 エイシンナセル 牡3鹿 56 田辺 裕信�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 480－ 21：53．0 1．6�
79 オーロラポラリス 牡3鹿 56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 504－ 8 〃 クビ 8．2�
68 イェドプリオル 牡3青鹿56 三浦 皇成�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 518－ 21：53．1� 20．3�
710 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 508＋ 21：53．31� 4．8�
22 デストリーライズ 牡3鹿 56 松岡 正海広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 496－ 41：53．5� 29．6	
67 インテグラード 牡4青鹿57 岩田 康誠�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488－ 41：53．6� 11．9

812 フィールドリアン 牡3黒鹿56 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 472± 01：53．91� 22．3�
811	 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 496± 01：54．22 13．5�
55 ミッキーボクサー 牡4黒鹿57 小牧 太三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 442－ 11：54．3クビ 86．2
33 	 デルマコテツ 牡4栗 57 菱田 裕二浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 クビ 83．3�
44 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 486－ 41：54．83 296．0�
11 メイショウヒマワリ 牝3栗 54 川島 信二松本 好�氏 荒川 義之 浦河 富田牧場 480－ 81：54．9� 108．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，192，900円 複勝： 92，579，100円 枠連： 21，157，400円
馬連： 76，859，900円 馬単： 56，938，500円 ワイド： 43，174，200円
3連複： 104，291，500円 3連単： 222，353，200円 計： 651，546，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 300円 枠 連（5－7） 220円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 320円 �� 580円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 6，230円

票 数

単勝票数 計 341929 的中 � 164857（1番人気）
複勝票数 計 925791 的中 � 587009（1番人気）� 58221（3番人気）� 29344（6番人気）
枠連票数 計 211574 的中 （5－7） 73791（1番人気）
馬連票数 計 768599 的中 �� 92126（2番人気）
馬単票数 計 569385 的中 �� 50285（2番人気）
ワイド票数 計 431742 的中 �� 37773（2番人気）�� 18877（7番人気）�� 6201（19番人気）
3連複票数 計1042915 的中 ��� 28092（11番人気）
3連単票数 計2223532 的中 ��� 25858（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．5―50．2―1：03．1―1：16．0―1：28．4―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンナセル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2014．12．21 阪神9着

2012．3．3生 牡3鹿 母 エーシンラクーリエ 母母 ラ リ シ ェ ス 9戦2勝 賞金 22，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



3404512月13日 曇 良 （27阪神5）第4日 第9競走 ��
��2，200�

さかいみなと

境 港 特 別
発走14時25分 （芝・右）
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

境港市長賞（1着）
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

79 レッドルーラー 牡5鹿 57 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488± 02：14．6 25．0�
710 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 522＋122：14．7� 205．0�
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 472－ 6 〃 クビ 5．0�
56 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 510－ 62：14．8クビ 37．5�

（英）

67 	 エイシンエルヴィン 牡4鹿 57 田辺 裕信�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-
shindo 498－ 4 〃 クビ 2．2�

811 マイネルリード 牡3鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 22：15．12 72．2	

812 ブレイヴリー 牡4鹿 57 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B484＋122：15．2クビ 17．6

44 アドマイヤツヨシ 牡5鹿 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 462－ 42：15．3� 15．3�
68 コウエイワンマン 牡4黒鹿57 松岡 正海西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 542± 02：15．4
 12．2�
11 トーセンデューク 牡4鹿 57 C．ルメール 島川 哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 458＋12 〃 ハナ 3．6�
55 ダンディーズムーン 牡4鹿 57 松山 弘平田島 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 494＋102：15．5� 57．5�
33 ブレイクアウト 牡4青鹿57 酒井 学安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 486－ 42：15．81
 68．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，577，500円 複勝： 58，555，100円 枠連： 20，265，100円
馬連： 108，033，000円 馬単： 57，259，200円 ワイド： 53，386，200円
3連複： 138，594，800円 3連単： 254，717，500円 計： 732，388，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，500円 複 勝 � 570円 � 5，860円 � 220円 枠 連（7－7） 54，530円

馬 連 �� 156，200円 馬 単 �� 234，660円

ワ イ ド �� 26，050円 �� 1，510円 �� 13，660円

3 連 複 ��� 282，460円 3 連 単 ��� 2，337，590円

票 数

単勝票数 計 415775 的中 � 13293（7番人気）
複勝票数 計 585551 的中 � 25441（7番人気）� 2179（12番人気）� 85279（3番人気）
枠連票数 計 202651 的中 （7－7） 288（32番人気）
馬連票数 計1080330 的中 �� 536（63番人気）
馬単票数 計 572592 的中 �� 183（119番人気）
ワイド票数 計 533862 的中 �� 520（60番人気）�� 9390（15番人気）�� 994（53番人気）
3連複票数 計1385948 的中 ��� 368（168番人気）
3連単票数 計2547175 的中 ��� 79（1004番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．6―13．1―12．8―12．3―12．2―12．1―11．8―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．2―35．8―48．9―1：01．7―1：14．0―1：26．2―1：38．3―1：50．1―2：02．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドルーラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Garde Royale デビュー 2012．11．18 京都4着

2010．2．12生 牡5鹿 母 ガゼルロワイヤル 母母 Beautywal 15戦4勝 賞金 59，362，000円
〔制裁〕 マイネルリード号の騎手柴田大知は，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：4番）

レッドルーラー号の騎手菱田裕二は，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：4番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3404612月13日 曇 良 （27阪神5）第4日 第10競走 ��
��2，400�オリオンステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

55 シュヴァルグラン 牡3栗 54 C．ルメール 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 22：28．1 1．3�
11 シ ホ ウ 牡4鹿 55 田辺 裕信�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 508－ 42：28．63 5．4�
44 エーティータラント 牡5芦 55 古川 吉洋荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 506＋ 62：28．7� 17．1�
88 アドマイヤケルソ 牡7栗 55 A．アッゼニ 近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 488－ 8 〃 アタマ 17．7�

（英）

77 マイネルアイザック 牡6黒鹿55 柴田 大知 �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 B468± 02：29．02 14．6	

89 エアアンセム 牡4黒鹿56 岩田 康誠 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 488＋ 8 〃 アタマ 11．3

22 ローゼンケーニッヒ 牡6黒鹿53 太宰 啓介 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 482－ 22：29．63� 68．2�
66 サンマルホーム 牡5栗 55 秋山真一郎相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 446＋ 2 〃 ハナ 40．0�
33 ウエスタンレベッカ 牝5鹿 52 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B450－ 22：29．92 30．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 55，143，100円 複勝： 160，119，100円 枠連： 23，112，000円
馬連： 109，254，800円 馬単： 85，459，200円 ワイド： 53，841，000円
3連複： 134，174，900円 3連単： 419，215，300円 計： 1，040，319，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（1－5） 270円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 150円 �� 290円 �� 490円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 1，270円

票 数

単勝票数 計 551431 的中 � 319440（1番人気）
複勝票数 計1601191 的中 � 1234374（1番人気）� 116960（2番人気）� 51608（4番人気）
枠連票数 計 231120 的中 （1－5） 65794（1番人気）
馬連票数 計1092548 的中 �� 314901（1番人気）
馬単票数 計 854592 的中 �� 197081（1番人気）
ワイド票数 計 538410 的中 �� 114271（1番人気）�� 43531（4番人気）�� 22295（6番人気）
3連複票数 計1341749 的中 ��� 152153（1番人気）
3連単票数 計4192153 的中 ��� 237933（1番人気）

ハロンタイム 13．4―12．3―13．3―12．8―12．4―12．2―11．9―11．7―12．0―12．0―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―25．7―39．0―51．8―1：04．2―1：16．4―1：28．3―1：40．0―1：52．0―2：04．0―2：15．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュヴァルグラン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．9．21 阪神2着

2012．3．14生 牡3栗 母 ハルーワスウィート 母母 ハルーワソング 10戦4勝 賞金 61，489，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01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。

２レース目



3404712月13日 晴 良 （27阪神5）第4日 第11競走
第67回農林水産省賞典

��
��1，600�阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
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 1，316，000円 376，000円 188，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード
レースレコード

1：33．1
1：32．3
1：33．1

良
良
良

12 メジャーエンブレム 牝2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 494± 01：34．5 2．5�
713 ウインファビラス 牝2芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 448－121：34．82 33．3�
611 ブランボヌール 牝2芦 54 岩田 康誠前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432－101：35．01� 7．8�
510 ペプチドサプル 牝2黒鹿54 古川 吉洋沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 444－ 41：35．1クビ 32．0�
59 アットザシーサイド 牝2鹿 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 434－ 4 〃 ハナ 8．5	
35 ペルソナリテ 牝2鹿 54 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 408－ 21：35．2� 68．5

817 デンコウアンジュ 牝2黒鹿54 川田 将雅田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 446－ 21：35．41� 7．4�
47 クロコスミア 牝2黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 406＋ 4 〃 クビ 18．0�
11 アドマイヤリード 牝2青鹿54 菱田 裕二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 398－ 61：35．5クビ 16．0
715 キャンディバローズ 牝2鹿 54 A．アッゼニ 猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 402－10 〃 同着 14．4�

（英）

48 メジャータイフーン 牝2栗 54 川島 信二林 正道氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 470± 01：35．6	 64．2�
36 メイショウスイヅキ 牝2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 446－ 2 〃 クビ 36．0�
24 クードラパン 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：36．87 18．7�
818 メ ジ ェ ル ダ 牝2鹿 54 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 436－ 4 〃 ハナ 50．2�
612 ウインミレーユ 牝2黒鹿54 松山 弘平�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 438－ 2 〃 ハナ 59．8�
714 ジェントルハート 牝2栗 54 藤岡 康太前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 41：37．22	 122．2�
23 マシェリガール 牝2黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B484－ 21：39．3大差 122．6�
816 キリシマオジョウ 牝2黒鹿54 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 498－ 21：43．0大差 143．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 503，844，700円 複勝： 482，297，800円 枠連： 372，284，400円 馬連： 1，785，130，600円 馬単： 785，671，800円
ワイド： 620，046，600円 3連複： 2，663，306，200円 3連単： 4，577，396，600円 5重勝： 636，111，900円 計： 12，426，090，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 460円 � 240円 枠 連（1－7） 910円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 440円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 7，640円 3 連 単 ��� 39，480円

5 重 勝
対象競走：中山10R／阪神10R／中山11R／中京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 1，686，660円

票 数

単勝票数 計5038447 的中 � 1633961（1番人気）
複勝票数 計4822978 的中 � 1489546（1番人気）� 187657（10番人気）� 448318（3番人気）
枠連票数 計3722844 的中 （1－7） 314942（4番人気）
馬連票数 計17851306 的中 �� 420200（9番人気）
馬単票数 計7856718 的中 �� 118933（14番人気）
ワイド票数 計6200466 的中 �� 149222（8番人気）�� 391550（2番人気）�� 47280（39番人気）
3連複票数 計26633062 的中 ��� 261259（23番人気）
3連単票数 計45773966 的中 ��� 84051（115番人気）
5重勝票数 計6361119 的中 ����� 264

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―12．1―11．8―11．7―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．8―46．9―58．7―1：10．4―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．8
3 16（2，18）（15，17）（4，13）（14，11）（7，10）（1，9）8，12－（3，6）－5 4 ・（2，18）（4，15，17）（7，14，16，13）（10，11）（1，9）（8，12）6，5，3

勝馬の
紹 介

メジャーエンブレム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2015．6．14 東京1着

2013．3．26生 牝2栗 母 キャッチータイトル 母母 タ イ ト ル ド 4戦3勝 賞金 94，662，000円
〔馬の出走停止・調教再審査〕 キリシマオジョウ号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避したことについて

平成27年12月14日から平成28年1月3日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
※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。
（非当選馬） 4頭 クラシックリディア号・ゴッドカリビアン号・ソルヴェイグ号・レッドシルヴィ号
（非抽選馬） 1頭 ダイアモンドノーム号
※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。

3404812月13日 晴 稍重 （27阪神5）第4日 第12競走 ��
��1，400�

た か さ ご

高 砂 特 別
発走16時20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 15，000，000円 6，000，000円 3，050，000
3，050，000

円
円 1，500，000円

付 加 賞 385，000円 110，000円 28，000
28，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 シャトーウインド 牡5黒鹿57 A．アッゼニ 円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 470－ 21：23．7 43．4�
（英）

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 494－ 21：23．8� 4．0�
35 キャプテンシップ 牡3鹿 56 三浦 皇成玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 508＋ 41：23．9� 17．6�
815 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 484± 0 〃 同着 17．2�
24 リバーソウル 牡4黒鹿57 田辺 裕信林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 クビ 10．4�
11 	 ライオンズバイツ 牡5鹿 57 横山 典弘黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green

Gates Farm 474＋ 41：24．0� 21．6	
36 ラ デ ィ カ ル 牡3黒鹿56 岩田 康誠前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 21：24．1� 3．5

23 ワンダーフォルテ 牡7栗 57 水口 優也山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 504＋ 41：24．42 279．3�
59 ローレルレジェンド 牡6鹿 57 太宰 啓介 �ローレルレーシング 吉村 圭司 新冠 協和牧場 490＋ 8 〃 ハナ 44．6�
47 
 サクラテイオー 牡6青鹿57 藤岡 康太谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 494＋ 21：24．5クビ 128．7�
611 キーブランド 牡6鹿 57 義 英真北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 520＋ 6 〃 アタマ 43．2�
713 アグネスエーデル 牡3鹿 56 C．ルメール 渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 520－ 6 〃 クビ 3．4�
714 キングスクルーザー 牡5鹿 57 藤懸 貴志 シルクレーシング 平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 476＋ 41：24．7� 202．6�
816 サトノアビリティ 牡5栗 57 四位 洋文里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 524－ 21：24．91� 15．8�
612 トウカイメリー 牝6青鹿55 秋山真一郎内村 正則氏 石橋 守 日高 福満牧場 450－ 81：25．21� 160．0�
48 エンジェヌー 牝4青鹿55 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 81：25．94 40．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 92，597，000円 複勝： 114，385，500円 枠連： 65，812，300円
馬連： 259，753，800円 馬単： 122，237，600円 ワイド： 120，649，200円
3連複： 332，691，600円 3連単： 557，826，500円 計： 1，665，953，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，340円 複 勝 � 580円 � 150円 �
�

370円
280円 枠 連（1－5） 3，390円

馬 連 �� 9，080円 馬 単 �� 26，660円

ワ イ ド �� 1，510円 ��
��

4，840円
5，100円

��
��

850円
660円

3 連 複 ���
���

18，370円
20，930円 3 連 単 ���

���
150，460円
206，110円

票 数

単勝票数 計 925970 的中 � 17044（11番人気）
複勝票数 計1143855 的中 �

�
30258
73543

（11番人気）
（5番人気）

� 219097（2番人気）� 51805（7番人気）

枠連票数 計 658123 的中 （1－5） 15004（12番人気）
馬連票数 計2597538 的中 �� 22149（29番人気）
馬単票数 計1222376 的中 �� 3438（67番人気）
ワイド票数 計1206492 的中 ��

��
12249
22552

（30番人気）
（15番人気）

��
��

3685
29932

（59番人気）
（7番人気）

�� 3499（61番人気）

3連複票数 計3326916 的中 ��� 6790（101番人気） ��� 5959（115番人気）
3連単票数 計5578265 的中 ��� 1344（685番人気） ��� 981（832番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．2―47．1―59．0―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャトーウインド �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．9．15 阪神4着

2010．4．16生 牡5黒鹿 母 シャトーベル 母母 ベ リ シ ャ 29戦3勝 賞金 42，779，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時25分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キッズライトオン号・グランフィデリオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（27阪神5）第4日 12月13日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 164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

308，620，000円
4，160，000円
14，490，000円
3，131，000円
28，190，000円
65，537，000円
4，904，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
930，810，900円
1，239，359，400円
609，343，400円
2，753，386，000円
1，350，360，400円
1，124，569，800円
3，937，162，400円
6，890，346，200円
636，111，900円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 19，471，450，400円

総入場人員 28，504名 （有料入場人員 26，554名）
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