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3404912月19日 晴 良 （27阪神5）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10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
1：11．0
1：10．2

良
不良

36 ロワゾブルー 牡2黒鹿55 浜中 俊吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 510＋ 21：13．0 1．6�
47 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 546＋ 21：13．74 45．3�
24 キ ラ パ ワ ー 牡2栗 55 田中 健山口 正行氏 福島 信晴 浦河 中神牧場 472＋121：13．8� 46．5�
510 ナ イ ス ワ ン 牡2栗 55 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 新ひだか 中橋 清 438＋ 6 〃 クビ 80．8�
23 セイシュプリーム 牝2鹿 54 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 伏木田牧場 438± 01：14．01� 6．6�
714 ヨ シ オ 牡2鹿 55 岩田 康誠仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 468＋ 41：14．21� 4．4�
815 カネトシフェアリー 牝2鹿 54 小林 徹弥兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 476＋ 61：14．3クビ 24．9	
11 トオイショウワノ 牡2栗 55 和田 竜二小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 412＋ 2 〃 クビ 152．8

612 ヒデサンエース 牡2栗 55 大下 智井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 富田牧場 B440＋ 41：14．61� 370．6�
611 メイショウティグレ 牡2黒鹿55 池添 謙一松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 442± 01：14．7クビ 67．3�
48 ツイセキシャ 牡2鹿 55 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 476＋ 41：14．91� 29．0
816 ソ ラ ー レ 牝2青鹿54 小牧 太阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 462－ 41：15．0� 136．1�
12 スズカネルソン 牡2鹿 55 太宰 啓介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 村上 雅規 456± 01：15．1� 27．9�
35 カシノジョウネツ 牡2鹿 55 竹之下智昭柏木 務氏 日吉 正和 日高 川端 正博 548－ 21：15．31� 359．3�
59 トルネードトウホウ 牡2鹿 55 熊沢 重文山上 和良氏 坂口 正則 新冠 松本 信行 426－ 61：16．57 390．7�
713 シゲルオキサワラ 牡2鹿 55

54 ☆小崎 綾也森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 454＋ 2 （競走中止） 15．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，709，900円 複勝： 68，452，100円 枠連： 14，557，700円
馬連： 45，278，100円 馬単： 33，278，000円 ワイド： 29，352，300円
3連複： 66，172，100円 3連単： 111，422，500円 計： 389，222，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 890円 � 730円 枠 連（3－4） 1，160円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 1，430円 �� 12，610円

3 連 複 ��� 34，440円 3 連 単 ��� 103，160円

票 数

単勝票数 計 207099 的中 � 100691（1番人気）
複勝票数 計 684521 的中 � 500085（1番人気）� 5628（10番人気）� 7021（8番人気）
枠連票数 計 145577 的中 （3－4） 9700（4番人気）
馬連票数 計 452781 的中 �� 9053（11番人気）
馬単票数 計 332780 的中 �� 4956（14番人気）
ワイド票数 計 293523 的中 �� 4638（15番人気）�� 5401（12番人気）�� 583（54番人気）
3連複票数 計 661721 的中 ��� 1441（66番人気）
3連単票数 計1114225 的中 ��� 783（223番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．1―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．7―47．8―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロワゾブルー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．12．5 阪神2着

2013．4．28生 牡2黒鹿 母 ハッピープレゼント 母母 ハッピーリクエスト 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 シゲルオキサワラ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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） 1頭 リリスモ号
（非抽選馬） 1頭 マイネルゴール号

3405012月19日 晴 良 （27阪神5）第5日 第2競走 ��
��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

612 クリノリトミシュル 牝2鹿 54 田中 健栗本 博晴氏 武田 博 日高 宝寄山 忠則 484－ 61：56．6 76．4�
714� チャイマックス 牝2鹿 54 池添 謙一吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 458± 01：56．91� 1．3�
23 ミスターウインディ 牡2黒鹿55 小坂 忠士阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 492－ 41：57．11	 398．3�
816 ドンボラーレ 牡2栗 55 H．ボウマン 山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 434＋ 21：57．31
 17．7�

（豪）

815 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± 01：57．61� 35．5�
12 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 484－ 61：57．81	 14．7	
59 � モ ズ ジ ョ イ 牡2栗 55 岩田 康誠 
キャピタル・システム 矢作 芳人 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

524－ 41：58．11� 5．2�
47 マ リ ネ リ ス 牝2鹿 54 �島 良太 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 61：58．2� 68．7�
510 セキサンシップ 牝2鹿 54 太宰 啓介�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 438＋ 21：58．3クビ 67．7
35 コパノリクエスト 牡2鹿 55 四位 洋文小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 546－10 〃 クビ 31．0�
24 ボーントゥウインズ 牡2黒鹿55 松若 風馬鈴木 昭和氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 494－ 21：58．61� 111．0�
713 ウイングエンペラー 牡2栗 55 和田 竜二池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 474－ 61：59．13 35．4�
611 ビップエスペシアル 牡2芦 55

54 ☆小崎 綾也鈴木 邦英氏 中竹 和也 浦河 梅田牧場 502－ 41：59．42 331．5�
11 コスモリシャール 牡2黒鹿55 熊沢 重文 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新ひだか 静内酒井牧場 442－ 22：00．46 84．0�
48 マイネルブルローネ 牡2芦 55 柴田 未崎 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新ひだか 棚川 光男 430－ 42：02．2大差 165．5�
36 タイセイドライヴ 牡2栗 55 国分 優作田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 滝本 健二 426－ 22：03．69 229．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，441，600円 複勝： 105，849，700円 枠連： 16，766，000円
馬連： 47，260，500円 馬単： 38，576，800円 ワイド： 30，673，300円
3連複： 68，138，700円 3連単： 118，426，900円 計： 452，133，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，640円 複 勝 � 790円 � 110円 � 1，890円 枠 連（6－7） 2，770円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 14，040円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 84，810円 �� 4，310円

3 連 複 ��� 198，840円 3 連 単 ��� 1，430，990円

票 数

単勝票数 計 264416 的中 � 2766（10番人気）
複勝票数 計1058497 的中 � 6786（11番人気）� 866670（1番人気）� 2683（14番人気）
枠連票数 計 167660 的中 （6－7） 4678（9番人気）
馬連票数 計 472605 的中 �� 12384（9番人気）
馬単票数 計 385768 的中 �� 2060（28番人気）
ワイド票数 計 306733 的中 �� 6320（12番人気）�� 91（116番人気）�� 1819（28番人気）
3連複票数 計 681387 的中 ��� 257（185番人気）
3連単票数 計1184269 的中 ��� 60（964番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．1―12．4―12．5―12．9―13．3―14．0―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．2―49．6―1：02．1―1：15．0―1：28．3―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．5―3F41．6
1
3
・（2，4）14，6（1，9，13）5（3，7，8，16）11－12，10＝15
2（4，14）（13，5）（1，16）－（6，9）（3，7）（10，12）8－（11，15）

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

勝馬の
紹 介

クリノリトミシュル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．12 函館5着

2013．3．30生 牝2鹿 母 ツルマルミホ 母母 ラ イ リ ス ト 5戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 マリネリス号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルブルローネ号・タイセイドライヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年1月19日まで平地競走に出走できない。
※モンストルコント号は，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。

第５回 阪神競馬 第５日



3405112月19日 晴 良 （27阪神5）第5日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時10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
1：08．6
1：07．8

良
良

714 フルムーンソング 牡2黒鹿55 M．デムーロ 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 448－ 21：10．5 3．5�

35 � エリシェヴァ 牝2鹿 54 松若 風馬前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills
Co. Limited 466－ 81：10．71� 6．1�

611 ペイザージュ 牝2栗 54 岩田 康誠落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 474－ 21：10．8クビ 8．0�
24 スズカウルトラ 牡2鹿 55 太宰 啓介永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 454－ 4 〃 クビ 5．0�
36 � エ テ 牝2鹿 54 川田 将雅西山 茂行氏 森 秀行 米 Alan S. Kline

Revocable Trust 470＋ 41：11．43� 3．7�
815 ラブリーラッフル 牝2青鹿54 武 豊�髙昭牧場 石橋 守 浦河 高昭牧場 434± 0 〃 クビ 43．1	
612 アッフェルリズム 牝2黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也山科 統氏 西村 真幸 浦河 バンダム牧場 430－ 21：11．5クビ 45．0

12 フォルトゥーナ 牝2青鹿54 	島 良太ちくしCLUB 浜田多実雄 青森 石田 英機 444＋ 61：11．71
 102．4�
11 マニワッショイ 牡2黒鹿55 浜中 俊今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 沼田 照秋 472＋24 〃 アタマ 31．2�
510 ヴ イ カ ン プ 牡2鹿 55 小林 徹弥岡田 牧雄氏 中村 均 新ひだか 岡田スタツド 468－ 2 〃 ハナ 197．5
816 カノヤパリティ 牝2栗 54 和田 竜二神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 450＋ 2 〃 クビ 9．8�
59 ナンゴクハルネット 牝2黒鹿54 池添 謙一渡 義光氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 422－ 4 〃 アタマ 138．2�
48 ヨコミニョン 牝2栗 54 田中 健竹本 弘氏 福島 信晴 新ひだか 真歌田中牧場 410－ 61：12．12� 376．0�
713 ランドハイパワー 牡2鹿 55 熊沢 重文木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 478－ 41：12．31
 141．2�
23 イチザアイバー 牝2芦 54 国分 優作奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 荒谷 輝和 422－ 21：12．51
 262．7�
47 オタカラハッケン 牝2芦 54 武 幸四郎泉 一郎氏 飯田 祐史 新ひだか 坂本牧場 432－ 21：12．81� 234．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，369，200円 複勝： 38，374，400円 枠連： 14，883，400円
馬連： 48，938，300円 馬単： 28，856，700円 ワイド： 30，414，600円
3連複： 63，738，200円 3連単： 86，754，400円 計： 338，329，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 210円 � 250円 枠 連（3－7） 490円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 700円 �� 630円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 14，940円

票 数

単勝票数 計 263692 的中 � 59394（1番人気）
複勝票数 計 383744 的中 � 79276（1番人気）� 44349（5番人気）� 34607（6番人気）
枠連票数 計 148834 的中 （3－7） 23094（1番人気）
馬連票数 計 489383 的中 �� 19808（11番人気）
馬単票数 計 288567 的中 �� 7503（8番人気）
ワイド票数 計 304146 的中 �� 11113（11番人気）�� 12560（7番人気）�� 11397（10番人気）
3連複票数 計 637382 的中 ��� 17521（7番人気）
3連単票数 計 867544 的中 ��� 4208（41番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―11．4―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．1―46．5―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．4
3 14，6（5，15）11（4，12，13）（2，10）－（3，9）16（1，8）7 4 14（6，15）（5，11）（13，16）4，12（10，9）8（2，1）－3，7

勝馬の
紹 介

フルムーンソング �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2015．12．13 阪神2着

2013．5．8生 牡2黒鹿 母 ギフトオブソング 母母 Quality Gift 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況・騎手変更〕 ランドハイパワー号の騎手四位洋文は，発走地点で落馬。検査のため熊沢重文に変更。検量及び装鞍の

やり直しのため発走時刻8分遅延。
〔発走状況〕 カノヤパリティ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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 ショウナンマシェリ号・ヒロンスキー号
（非抽選馬） 1頭 ビップトイトイトイ号

3405212月19日 晴 良 （27阪神5）第5日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時40分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．8

良
良

47 ロードヴァンドール 牡2栗 55 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 22：03．1 18．3�
816 ローズウィスパー 牝2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 ハナ 11．2�
24 アドマイヤキズナ 牡2黒鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 458± 0 〃 クビ 2．8�
714 アズナヴァル 牡2鹿 55 H．ボウマン 前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 450± 0 〃 アタマ 9．0�

（豪）

611 デルマオギン 牝2鹿 54 武 幸四郎浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472－ 62：03．63 122．5	
510 ユキノロード 牡2鹿 55 松若 風馬遠藤 定子氏 本田 優 日高 川端 正博 518＋ 4 〃 クビ 13．9

11 ルージュバローズ 牝2黒鹿54 M．デムーロ猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 杵臼牧場 442± 02：04．02� 2．7�
815 ケンホファヴァルト 牡2鹿 55 武 豊中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 448＋ 22：04．1クビ 8．6�
35 ボンナヴァン 牡2鹿 55 浜中 俊吉田 晴哉氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 530－ 2 〃 クビ 29．5
48 ダーリンラブラ 牝2黒鹿54 和田 竜二杉山 一穂氏 高橋 義忠 浦河 三嶋牧場 448－ 62：04．63 41．2�
23 オリエンタルポリス 牡2芦 55 国分 優作下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 486± 02：04．81� 142．5�
713 キャバレリアル 牝2鹿 54 柴田 未崎 �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 460－ 62：05．12 600．6�
612 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 484－ 62：05．2クビ 163．6�
36 ノボリクラウン 牡2黒鹿55 池添 謙一原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 454± 02：05．3� 141．0�
59 コパデグレース 牝2鹿 54 �島 良太小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 466－102：05．51� 659．6�
12 リキッドブルー 牡2鹿 55

54 ☆小崎 綾也青芝商事� 西村 真幸 安平 �橋本牧場 466＋ 22：05．6� 273．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，289，000円 複勝： 54，748，200円 枠連： 17，987，500円
馬連： 65，689，300円 馬単： 39，703，400円 ワイド： 38，879，700円
3連複： 90，147，900円 3連単： 133，487，600円 計： 475，932，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 530円 � 350円 � 150円 枠 連（4－8） 2，760円

馬 連 �� 10，140円 馬 単 �� 21，620円

ワ イ ド �� 2，900円 �� 860円 �� 810円

3 連 複 ��� 7，720円 3 連 単 ��� 77，670円

票 数

単勝票数 計 352890 的中 � 15346（7番人気）
複勝票数 計 547482 的中 � 21489（7番人気）� 35266（5番人気）� 125525（2番人気）
枠連票数 計 179875 的中 （4－8） 5038（11番人気）
馬連票数 計 656893 的中 �� 5019（26番人気）
馬単票数 計 397034 的中 �� 1377（51番人気）
ワイド票数 計 388797 的中 �� 3292（27番人気）�� 11910（10番人気）�� 12683（8番人気）
3連複票数 計 901479 的中 ��� 8757（25番人気）
3連単票数 計1334876 的中 ��� 1246（219番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．9―12．6―12．2―12．4―12．3―11．8―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―37．1―49．7―1：01．9―1：14．3―1：26．6―1：38．4―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードヴァンドール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．11．8 京都5着

2013．5．2生 牡2栗 母 ジャズキャット 母母 Barbicue Sauce 3戦1勝 賞金 6，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時45分に変更。
〔騎手変更〕 ロードヴァンドール号の騎手四位洋文は，第3競走での負傷のため太宰啓介に変更。
※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。
（非当選馬） 2頭 エーティーサンダー号・ディスピュート号
※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。



3405312月19日 晴 良 （27阪神5）第5日 第5競走 ��
��1，600�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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

47 エールデュレーヴ 牝2黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434 ―1：36．3 3．7�
35 アドマイヤロマン 牡2栗 55 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476 ―1：36．51� 4．5�
714 ラ グ ナ グ 牝2栗 54 浜中 俊吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 464 ― 〃 クビ 15．4�
12 エイシンミノアカ 牝2黒鹿54 国分 優作�栄進堂 中尾 秀正 浦河 高野牧場 452 ―1：36．6� 23．0�
612 サワヤカミスター 牡2栗 55 竹之下智昭永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 458 ―1：36．81� 389．0	
713 アグネスザルーツ 牡2栗 55 H．ボウマン 渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 476 ―1：36．9クビ 16．9


（豪）

23 ビバパーチェ 牝2黒鹿54 武 豊飯田 政子氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 464 ― 〃 アタマ 2．4�
818	 ハットプレイ 牡2青鹿55 小牧 太ライオンレースホース� 森田 直行 米 Hidaka Farm 468 ―1：37．0� 100．9�
510 トウカイシェーン 牝2栗 54 田中 健内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 444 ―1：37．1
 47．3
59 フロジストン 牝2黒鹿54 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472 ― 〃 ハナ 76．2�
816 アカカホール 牝2栗 54 M．デムーロ守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 422 ―1：37．2
 13．2�
715 ジャスミンノカオリ 牝2鹿 54 和田 竜二寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム 438 ―1：37．51
 33．4�
817 ウインドパス 牡2黒鹿55 松若 風馬福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 川向高橋育

成牧場 426 ―1：37．71� 384．7�
24 ゴールドエンブレム 牡2鹿 55

54 ☆小崎 綾也谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 408 ―1：37．91 160．0�
36 カネトシボヌール 牡2鹿 55 �島 良太兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 高昭牧場 436 ― 〃 クビ 100．9�
48 シ ソ ー ラ ス 牡2鹿 55 小林 徹弥�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 野村 正 406 ― 〃 ハナ 573．6�
611 ヴォートルヴォイス 牡2鹿 55 武 幸四郎髙樽さゆり氏 大久保龍志 浦河 高昭牧場 442 ―1：39．49 327．3�
11 アンジーゴールド 牝2鹿 54 池添 謙一水野 淳氏 松永 幹夫 新冠 平山牧場 406 ―1：40．25 147．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，687，600円 複勝： 33，270，600円 枠連： 16，720，900円
馬連： 48，870，500円 馬単： 30，103，500円 ワイド： 29，254，600円
3連複： 62，272，400円 3連単： 87，373，200円 計： 338，553，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 160円 � 270円 枠 連（3－4） 850円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 320円 �� 650円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 9，930円

票 数

単勝票数 計 306876 的中 � 65168（2番人気）
複勝票数 計 332706 的中 � 58887（2番人気）� 57568（3番人気）� 25916（4番人気）
枠連票数 計 167209 的中 （3－4） 15090（4番人気）
馬連票数 計 488705 的中 �� 49188（3番人気）
馬単票数 計 301035 的中 �� 15879（4番人気）
ワイド票数 計 292546 的中 �� 25528（3番人気）�� 11024（4番人気）�� 9200（7番人気）
3連複票数 計 622724 的中 ��� 19010（4番人気）
3連単票数 計 873732 的中 ��� 6378（15番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．5―12．7―12．1―11．4―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．3―36．8―49．5―1：01．6―1：13．0―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．7
3 6，7（2，14）（5，13）（3，4）（9，17）（10，18）12，1，16（8，15）－11 4 ・（6，7）14（2，5，13）17（3，4，9）（12，10，18）（1，16）8，15－11

勝馬の
紹 介

エールデュレーヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Highest Honor 初出走

2013．5．16生 牝2黒鹿 母 レーヴディマン 母母 Numidie 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ジャスミンノカオリ号の騎手四位洋文は，第3競走での負傷のため和田竜二に変更。
〔制裁〕 ラグナグ号の調教師石橋守は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。

エイシンミノアカ号の騎手国分優作は，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50，000円。（被害馬：5番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ルーセントアイズ号
※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。

3405412月19日 晴 良 （27阪神5）第5日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00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
1：23．5
1：23．1

重
重

711 サトノファンタシー 牡2鹿 55 M．デムーロ里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 488 ―1：26．5 4．2�
45 � オ リ ヒ メ 牝2鹿 54 浜中 俊吉田 和子氏 石坂 正 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 454 ―1：27．67 2．8�

34 ラグランジュ 牝2黒鹿54 松若 風馬 �ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム 456 ―1：27．91� 5．9�
814 サンライズウォッチ 牡2栗 55 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 信岡牧場 474 ―1：28．21� 44．1�
58 ザッツイット 牡2栗 55

54 ☆小崎 綾也吉澤 克己氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 476 ― 〃 ハナ 13．7�
22 コ マ ユ 牝2鹿 54 武 豊稻井田安史氏 森 秀行 浦河 宮内牧場 450 ―1：28．52 5．0	
33 キングアタリオー 牡2栗 55 水口 優也伊藤 正男氏 浜田多実雄 新冠 小松 隆弘 506 ―1：28．81� 121．8

57 シゲルカツオ 牡2鹿 55 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 嶋田牧場 528 ― 〃 クビ 54．3�
712 マサノメモリアル 牡2黒鹿55 岩田 康誠中村 時子氏 高野 友和 新ひだか 中村 和夫 510 ―1：29．97 9．1�
813 レイブラッド 牡2黒鹿55 国分 優作岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 田上 稔 474 ―1：30．0	 38．5
69 トウケイドラゴン 牡2黒鹿55 
島 良太木村 信彦氏 沖 芳夫 浦河 細道牧場 482 ― 〃 ハナ 130．6�
46 ア リ エ �2鹿 55 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 464 ―1：30．42	 43．8�
610 ファンシークイーン 牝2芦 54 武 幸四郎�イクタ 田中 章博 日高 長谷川 一男 408 ―1：31．14 140．9�
11 マルヨナオミ 牝2鹿 54 池添 謙一野村 春行氏 高橋 康之 浦河 鈴木 武蔵 454 ―1：31．2� 116．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，701，100円 複勝： 32，532，300円 枠連： 15，639，400円
馬連： 53，308，600円 馬単： 33，738，900円 ワイド： 29，069，600円
3連複： 62，012，300円 3連単： 92，062，700円 計： 346，064，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 120円 � 160円 枠 連（4－7） 410円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 260円 �� 490円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 6，100円

票 数

単勝票数 計 277011 的中 � 51891（2番人気）
複勝票数 計 325323 的中 � 55080（2番人気）� 79527（1番人気）� 45143（4番人気）
枠連票数 計 156394 的中 （4－7） 28879（1番人気）
馬連票数 計 533086 的中 �� 60697（1番人気）
馬単票数 計 337389 的中 �� 16895（4番人気）
ワイド票数 計 290696 的中 �� 30719（1番人気）�� 13727（6番人気）�� 23040（3番人気）
3連複票数 計 620123 的中 ��� 41880（1番人気）
3連単票数 計 920627 的中 ��� 10940（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．8―48．5―1：01．1―1：13．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F38．0
3 ・（5，14）2（4，11）8（3，12）6（1，7）9＝10，13 4 ・（5，14，2）（4，11）（3，8）7，6（1，12）9－（13，10）

勝馬の
紹 介

サトノファンタシー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Tale of the Cat 初出走

2013．5．4生 牡2鹿 母 ディナーブレイク 母母 Romanticat 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 キングアタリオー号の騎手四位洋文は，第3競走での負傷のため水口優也に変更。



3405512月19日 晴 良 （27阪神5）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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

23 エピックウィン 牡3黒鹿56 小牧 太小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 464＋ 41：12．3 46．0�
11 ミカエルシチー 牡3鹿 56 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 540＋ 81：12．4� 3．7�
24 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 506＋ 21：12．5� 7．8�
510 タイキラトナンジュ 牡3鹿 56 川田 将雅�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 448± 0 〃 クビ 9．8�
611 アイファーサラオー 牡3鹿 56 H．ボウマン 中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 492－ 41：12．6� 8．8	

（豪）

612 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± 01：12．7� 38．3

59 エイシンファイヤー 牡3鹿 56 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 494± 01：12．8クビ 2．6�
815� ノボリクリーン 牡3青鹿56 和田 竜二原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 464－ 6 〃 クビ 14．5�
816 サーティグランド 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 514± 01：12．9クビ 23．8
36 � エンプレスペスカ 牝4青鹿55 熊沢 重文山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 470－101：13．11� 249．5�
48 ニホンピログレース 牝3鹿 54 太宰 啓介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 496－ 21：13．2� 247．8�
714 サカジロビューティ 牝3鹿 54 	島 良太ロイヤルパーク 武田 博 日高 シンボリ牧場 446－ 1 〃 アタマ 419．5�
47 ナガラブルボン 牡4鹿 57 武 幸四郎長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 482＋ 61：13．3クビ 16．7�
12 スパイスシャワー 牝4鹿 55 池添 謙一下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 B470＋10 〃 クビ 155．8�
35 ユ イ マ ー ル 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 新冠 パカパカ

ファーム 478－ 41：13．4
 38．0�
713 サーシスリーフ 牡5鹿 57 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 日高 豊洋牧場 488－ 81：13．5クビ 218．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，096，500円 複勝： 48，604，400円 枠連： 20，824，900円
馬連： 78，256，500円 馬単： 41，260，400円 ワイド： 47，122，900円
3連複： 99，373，600円 3連単： 136，851，200円 計： 504，390，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，600円 複 勝 � 900円 � 180円 � 200円 枠 連（1－2） 840円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 16，910円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 3，860円 �� 550円

3 連 複 ��� 10，620円 3 連 単 ��� 114，830円

票 数

単勝票数 計 320965 的中 � 5570（11番人気）
複勝票数 計 486044 的中 � 10336（11番人気）� 85154（2番人気）� 70495（3番人気）
枠連票数 計 208249 的中 （1－2） 19027（3番人気）
馬連票数 計 782565 的中 �� 11076（19番人気）
馬単票数 計 412604 的中 �� 1830（49番人気）
ワイド票数 計 471229 的中 �� 5128（22番人気）�� 2992（34番人気）�� 23988（4番人気）
3連複票数 計 993736 的中 ��� 7015（34番人気）
3連単票数 計1368512 的中 ��� 864（331番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―11．8―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．3―47．1―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 ・（8，10）（3，12）（9，13）（4，5，15）6（1，16）（14，7）（2，11） 4 ・（8，10）12，3（9，13）（4，15）5（6，7）（1，16）11（2，14）

勝馬の
紹 介

エピックウィン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．5．2 京都3着

2012．5．12生 牡3黒鹿 母 レンデフルール 母母 フローラルマジック 6戦2勝 賞金 14，090，000円
〔騎手変更〕 ナガラブルボン号の騎手四位洋文は，第3競走での負傷のため武幸四郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アイファーハート号・アスターペニー号・カワキタキャッスル号・ゴマスリオトコ号・スリーエスペラント号・

ペプチドムーン号・モズマッテタワ号・ワンラヴワンハート号
※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。

3405612月19日 晴 良 （27阪神5）第5日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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
1：44．5
1：43．9

良
良

11 ク ル ー ガ ー 牡3黒鹿56 池添 謙一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 516－ 21：46．8 1．7�
811 フェイマスエンド 牡4栗 57 川田 将雅 �シルクレーシング �島 一歩 新冠 中村農場 492＋341：47．11	 11．9�
22 マイネリベルタス 牝4鹿 55 H．ボウマン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 21：47．31
 6．6�
（豪）

67 � サウンドデューク 牡5栗 57 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round
Hill Stud 476＋ 2 〃 クビ 16．2�

810 デンコウリキ 牡5黒鹿57 武 幸四郎田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 508－ 4 〃 クビ 153．9	
66 ティーエスネオ 牡4芦 57 松若 風馬田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 520＋ 21：47．61	 8．3

44 ナインテイルズ 牡4栗 57 �島 良太岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 486＋ 61：47．7クビ 190．3�
78 シルヴァーグレイス 牝5鹿 55 M．デムーロ吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 7．3�
79 メイショウナゴミ 牝3青鹿54 武 豊松本 好氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 454＋301：47．91
 58．9�
33 サ ン ダ ラ ス 牡4栗 57 竹之下智昭加藤 信之氏 千田 輝彦 新ひだか 小河 豊水 502＋421：48．21	 33．1�
55 カレンバッドボーイ 牡5鹿 57 岩田 康誠鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：48．52 13．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，440，100円 複勝： 97，167，100円 枠連： 18，000，500円
馬連： 74，481，200円 馬単： 50，016，100円 ワイド： 51，668，600円
3連複： 94，874，900円 3連単： 194，774，700円 計： 620，423，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 � 160円 枠 連（1－8） 980円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 480円 �� 290円 �� 990円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 5，160円

票 数

単勝票数 計 394401 的中 � 178091（1番人気）
複勝票数 計 971671 的中 � 614097（1番人気）� 36787（7番人気）� 76303（2番人気）
枠連票数 計 180005 的中 （1－8） 14172（4番人気）
馬連票数 計 744812 的中 �� 60572（5番人気）
馬単票数 計 500161 的中 �� 28830（5番人気）
ワイド票数 計 516686 的中 �� 27007（6番人気）�� 51674（2番人気）�� 11937（11番人気）
3連複票数 計 948749 的中 ��� 62455（2番人気）
3連単票数 計1947747 的中 ��� 27338（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―35．7―47．2―58．8―1：10．4―1：22．0―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．4
3 6＝（4，9）（1，2，11）（5，8，3，10）7 4 6＝（4，9）11（1，2，3）（5，8，10）7

勝馬の
紹 介

ク ル ー ガ ー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Diktat デビュー 2014．11．1 京都2着

2012．4．26生 牡3黒鹿 母 アディクティド 母母 Astica 8戦3勝 賞金 48，548，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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。



3405712月19日 晴 良 （27阪神5）第5日 第9競走 ��
��1，800�

もみ き

樅 の 木 賞
発走14時35分 （ダート・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 301，000円 86，000円 43，000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 スマートシャレード 牡2黒鹿55 武 豊大川 徹氏 角居 勝彦 新冠
スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 484＋ 21：52．6 1．2�

34 タイセイブルグ 牡2芦 55 池添 謙一田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B464± 01：52．81� 24．8�
711 ケイティブレイブ 牡2栗 55 国分 優作瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 岡野牧場 484－ 81：52．9� 16．7�
57 レッドウィズダム 牡2鹿 55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 504＋101：53．53� 17．5�
814 キョウエイギア 牡2鹿 55 川田 将雅田中 晴夫氏 矢作 芳人 青森 村上 幹夫 472－ 61：53．6クビ 8．6�
610 タガノグロリオーサ 牡2栗 55 H．ボウマン 八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450－ 8 〃 クビ 74．7	
（豪）

45 ピ ッ ト ボ ス 牡2鹿 55 小牧 太前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 506－ 41：53．81 61．5

69 エ ポ ッ ク 牡2黒鹿55 松若 風馬吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 506± 01：54．22� 35．4�
813 アドマイヤムテキ 牡2黒鹿55 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 洞�湖 レイクヴィラファーム 486± 01：54．52 46．0�
11 アフターダーク 牝2鹿 54 小崎 綾也三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 490＋ 21：54．6� 187．8
46 リアルキング 牡2鹿 55 M．デムーロ杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 514－ 41：55．02� 13．5�
58 グランジャー 牡2栗 55 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 526± 01：55．95 30．0�

（12頭）
33 スーパーライナー 牡2鹿 55 川田 将雅谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

712 スナークレッド 牡2鹿 55 太宰 啓介杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 53，953，900円 複勝： 182，194，200円 枠連： 26，943，300円
馬連： 96，267，600円 馬単： 72，946，700円 ワイド： 54，110，400円
3連複： 123，305，300円 3連単： 267，148，600円 計： 876，870，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 280円 � 230円 枠 連（2－3） 940円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 450円 �� 350円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 6，170円

票 数

単勝票数 差引計 539539（返還計 637） 的中 � 339039（1番人気）
複勝票数 差引計1821942（返還計 1040） 的中 � 1457139（1番人気）� 35783（6番人気）� 49480（3番人気）
枠連票数 差引計 269433（返還計 13） 的中 （2－3） 22206（5番人気）
馬連票数 差引計 962676（返還計 4432） 的中 �� 84474（4番人気）
馬単票数 差引計 729467（返還計 2794） 的中 �� 54541（4番人気）
ワイド票数 差引計 541104（返還計 2482） 的中 �� 31511（5番人気）�� 42324（2番人気）�� 6551（20番人気）
3連複票数 差引計1233053（返還計 10859） 的中 ��� 33094（9番人気）
3連単票数 差引計2671486（返還計 25362） 的中 ��� 31385（15番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―13．1―13．3―13．2―12．5―12．3―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―36．3―49．6―1：02．8―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4F49．8―3F37．3
1
3
・（9，11）14，13－（1，4）－8，5－2－7，10－6・（9，11）（14，4）5（1，13）8（10，2）－7－6

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

勝馬の
紹 介

スマートシャレード �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．10．3 阪神1着

2013．4．3生 牡2黒鹿 母 スマートパルス 母母 ファッションショー 3戦2勝 賞金 21，375，000円
〔出走取消〕 スーパーライナー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

スナークレッド号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 キョウエイギア号の騎手四位洋文は，第3競走での負傷のため川田将雅に変更。
※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。

3405812月19日 晴 良 （27阪神5）第5日 第10競走 ��
��1，800�

ま や

摩耶ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，26．12．20以降27．12．13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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

56 トップディーヴォ 牡3鹿 55 川田 将雅�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 486＋ 41：51．1 4．6�
22 エノラブエナ 牡4鹿 57 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム B558＋ 61：51．31� 2．1�
11 セイスコーピオン 牡5栗 55 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 496＋ 6 〃 クビ 32．1�
711 タマモネイヴィー 牡4鹿 55 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B504＋ 81：51．93� 9．0�
812 マヤノオントロジー 牡6黒鹿55 太宰 啓介田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 504＋ 2 〃 クビ 37．2	
710 ドラゴンピース 牡6鹿 54 岩田 康誠窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 B494－ 6 〃 アタマ 56．0

69 ロードフォワード 牡4青鹿55 松若 風馬 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 468＋101：52．22 64．4�
57 タガノゴールド 牡4栗 56 H．ボウマン 八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 21：52．4	 6．2�
（豪）

68 セトノプロミス 牡5鹿 54 和田 竜二難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 496± 0 〃 クビ 67．6
813 セイカフォルテ 牡7鹿 53 武 豊久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 448－ 41：52．5� 32．4�
33 メイショウスミトモ 牡4鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478＋121：52．82 11．1�
44 ケルヴィンサイド 牡4鹿 53 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋ 41：53．33 56．2�
45 
 ダノンクリエーター 牡6栗 54 M．デムーロ�ダノックス 村山 明 米 Waterford

Farm 534＋ 81：55．1大差 18．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，536，100円 複勝： 65，220，400円 枠連： 34，991，700円
馬連： 122，994，600円 馬単： 63，794，000円 ワイド： 58，095，300円
3連複： 154，023，100円 3連単： 250，789，900円 計： 794，445，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 110円 � 340円 枠 連（2－5） 240円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，390円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 11，060円

票 数

単勝票数 計 445361 的中 � 76826（2番人気）
複勝票数 計 652204 的中 � 113745（2番人気）� 229946（1番人気）� 27887（6番人気）
枠連票数 計 349917 的中 （2－5） 112078（1番人気）
馬連票数 計1229946 的中 �� 204113（1番人気）
馬単票数 計 637940 的中 �� 40712（3番人気）
ワイド票数 計 580953 的中 �� 86238（1番人気）�� 9178（16番人気）�� 17755（7番人気）
3連複票数 計1540231 的中 ��� 44353（6番人気）
3連単票数 計2507899 的中 ��� 16430（24番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．3―12．3―11．9―11．7―12．3―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．2―49．5―1：01．4―1：13．1―1：25．4―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F38．0
1
3
4，5（7，9）11（2，8）－3－6－13，1，10，12・（4，5，11）3（7，9，2）－8，6－13－（1，12）－10

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

勝馬の
紹 介

トップディーヴォ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2014．10．19 京都3着

2012．2．10生 牡3鹿 母 セクシーザムライ 母母 Powder 14戦4勝 賞金 61，045，000円
〔騎手変更〕 トップディーヴォ号の騎手四位洋文は，第3競走での負傷のため川田将雅に変更。
※出走取消馬 ナムララオウ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※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。



3405912月19日 晴 良 （27阪神5）第5日 第11競走 ��
��1，600�リゲルステークス

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

611	 ダッシングブレイズ 牡3栗 55 浜中 俊グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

498＋161：34．1 2．2�
23 グァンチャーレ 牡3青鹿55 武 豊松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 456± 01：34．2
 7．2�
815 アルバートドック 牡3鹿 55 川田 将雅�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋101：34．41� 6．3�
11 マテンロウハピネス 牡3鹿 55 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B446－ 2 〃 クビ 43．9�
59 ウインプリメーラ 牝5黒鹿54 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 21：34．5クビ 9．3�
36 ダ ロ ー ネ ガ 牡6鹿 56 H．ボウマン 	キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 クビ 15．6


（豪）

47 ブレイズアトレイル 牡6芦 57 武 幸四郎 	サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B504± 01：34．71 91．9�
713 ニ ン ジ ャ 牡6鹿 56 熊沢 重文ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 478＋ 41：35．02 166．2�
816 シ ェ ル ビ ー 牡6栗 57 岩田 康誠杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 530＋10 〃 ハナ 21．7
12 ダノンメジャー 牡3栗 55 松若 風馬�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 486－ 41：35．1
 10．8�
714 ア ー デ ン ト 牡6芦 57 小牧 太 	キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 4 〃 クビ 52．1�
48 インパルスヒーロー 牡5鹿 56 池添 謙一佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B506＋ 61：35．2クビ 40．2�
612 アヴニールマルシェ 牡3鹿 55 M．デムーロ 	キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492－ 21：35．62
 8．9�
35 � ドリームバスケット 牡8栗 57 島 良太中地賢次郎氏 中村 均 日高 荒井ファーム 466＋ 81：35．81
 404．5�
24 クールホタルビ 牝3栗 53 水口 優也川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 444＋ 41：35．9クビ 233．0�
510 オーミアリス 牝3黒鹿53 国分 優作岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 450－141：37．510 344．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 107，156，000円 複勝： 138，553，600円 枠連： 67，198，700円
馬連： 318，142，000円 馬単： 140，874，400円 ワイド： 131，350，000円
3連複： 413，522，700円 3連単： 630，327，300円 計： 1，947，124，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 210円 � 170円 枠 連（2－6） 850円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 430円 �� 320円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 7，330円

票 数

単勝票数 計1071560 的中 � 378119（1番人気）
複勝票数 計1385536 的中 � 366073（1番人気）� 138601（4番人気）� 195604（2番人気）
枠連票数 計 671987 的中 （2－6） 61025（3番人気）
馬連票数 計3181420 的中 �� 233207（2番人気）
馬単票数 計1408744 的中 �� 62083（4番人気）
ワイド票数 計1313500 的中 �� 77930（3番人気）�� 114846（1番人気）�� 30706（14番人気）
3連複票数 計4135227 的中 ��� 150829（3番人気）
3連単票数 計6303273 的中 ��� 62318（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．3―48．5―1：00．2―1：11．4―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．9
3 1－4，9（3，7，13）6，15，5，11，2，16，14，8，12－10 4 1，4（9，7）（3，6，13）－（15，11）5（2，16，14）－8，12－10

勝馬の
紹 介

	ダッシングブレイズ �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2014．11．8 東京1着

2012．4．13生 牡3栗 母 Blazing Bliss 母母 Miss What a Day 10戦5勝 賞金 84，844，000円
〔騎手変更〕 マテンロウハピネス号の騎手四位洋文は，第3競走での負傷のため太宰啓介に変更。
※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。

3406012月19日 晴 良 （27阪神5）第5日 第12競走 ��
��1，200�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 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
1：07．1
1：06．5

良
良

714 エイシンオルドス 牝4栗 55 武 幸四郎�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 B500＋ 21：09．1 19．5�
611 モズハツコイ 牝4芦 55 武 豊 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 476＋ 6 〃 アタマ 4．4�
48 サザンライツ 牡4鹿 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 506－ 21：09．2� 3．6�
59 コウエイタケル 牡4鹿 57 田中 健伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 484＋ 4 〃 ハナ 33．2�
36 コスモドーム 牡4鹿 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 506－ 8 〃 アタマ 13．9	
23 ト シ ザ キ ミ 牝4鹿 55 川田 将雅上村 利幸氏 	島 一歩 浦河 浦河小林牧場 482＋ 61：09．3クビ 8．0

35 エルカミーノレアル 牡4鹿 57 岩田 康誠広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 502＋ 81：09．4� 7．6�
816 ケイアイユニコーン 牡6栗 57 小牧 太亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 B496＋ 8 〃 クビ 15．5�
12 ヒルノケアンズ 牝5黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 462－ 61：09．5クビ 204．2
510 ブラッククローバー 牡3黒鹿56 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 492＋101：09．6� 22．0�
47 ボストンサクラ 牝6黒鹿55 太宰 啓介ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 446－ 41：09．81� 113．6�
11 
 エクシードリミッツ 牝3栗 54 浜中 俊吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney

Foods Ltd 478＋ 61：10．01� 8．0�
713 ステイウェル 牡5黒鹿57 H．ボウマン �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 486－ 2 〃 クビ 47．4�
（豪）

24 セレッソブランコ 牝3芦 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 448－ 21：10．1クビ 55．2�
815 アグネスマチュア 牡6鹿 57 池添 謙一渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 508＋ 61：10．31� 184．3�
612 マズイマズイウマイ 牡3栗 56 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 506＋ 6 〃 アタマ 20．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，355，500円 複勝： 87，524，500円 枠連： 41，045，600円
馬連： 168，689，700円 馬単： 70，700，300円 ワイド： 84，947，600円
3連複： 206，503，400円 3連単： 290，983，900円 計： 1，011，750，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 380円 � 160円 � 180円 枠 連（6－7） 2，320円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 6，190円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 1，830円 �� 340円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 38，220円

票 数

単勝票数 計 613555 的中 � 25171（8番人気）
複勝票数 計 875245 的中 � 45982（8番人気）� 170905（1番人気）� 136190（2番人気）
枠連票数 計 410456 的中 （6－7） 13674（11番人気）
馬連票数 計1686897 的中 �� 38696（10番人気）
馬単票数 計 707003 的中 �� 8558（21番人気）
ワイド票数 計 849476 的中 �� 16792（12番人気）�� 11021（21番人気）�� 71988（1番人気）
3連複票数 計2065034 的中 ��� 33977（9番人気）
3連単票数 計2909839 的中 ��� 5519（98番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．4―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．3―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンオルドス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2013．6．2 阪神1着

2011．2．26生 牝4栗 母 アルカイックレディ 母母 No More Ironing 16戦4勝 賞金 60，308，000円
〔騎手変更〕 エイシンオルドス号の騎手四位洋文は，第3競走での負傷のため武幸四郎に変更。
※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。



（27阪神5）第5日 12月19日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

214，570，000円
2，080，000円
14，100，000円
1，430，000円
19，290，000円
71，537，000円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
505，736，500円
952，491，500円
305，559，600円
1，168，176，900円
643，849，200円
614，938，900円
1，504，084，600円
2，400，402，900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
計 8，095，240，100円

総入場人員 14，689名 （有料入場人員 13，329名）
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