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3404912月20日 小雨 良 （26阪神5）第5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

816 ナムラカグヤヒメ 牝2鹿 54 池添 謙一奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 434＋ 41：25．7 5．1�
510 ショウナンサアーダ 牝2黒鹿54 W．ビュイック 国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 490± 01：25．91� 2．0�

（英）

36 ケンブリッジデイズ 牝2栗 54 太宰 啓介中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 436－ 41：26．53� 9．8�

815 ハギノレイラニ 牝2鹿 54 川須 栄彦安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 414± 01：26．71� 215．4�
611 デンコウコハク 牝2栗 54 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 446± 01：27．01� 46．1�
59 デンタルキューティ 牝2青 54 国分 優作安田 光則氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 442＋ 2 〃 ハナ 88．4�
35 グリューヴァイン 牝2栗 54 藤岡 佑介 	キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：27．1� 4．8

12 ド リ ス 牝2鹿 54 小林 徹弥杉澤 光雄氏 石橋 守 浦河 浦河小林牧場 462± 01：27．2� 47．2�
713 ボストンマリ 牝2黒鹿54 国分 恭介山上 和良氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 450± 01：27．41� 106．8�
11 スーパールミナル 牝2栗 54 浜中 俊 グリーンファーム音無 秀孝 浦河 有限会社

吉田ファーム 482± 01：27．5クビ 10．9�
612 ボニファチオ 牝2栗 54 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 61：27．6� 27．7�
47 ア ゲ ー ト 牝2芦 54 北村 友一岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 新ひだか 三石ビクトリーファーム 426－ 4 〃 クビ 241．3�
24 オーキャロル 牝2栗 54 川島 信二�田 昌久氏 田中 章博 新冠 守矢牧場 414－101：28．02� 139．9�
23 ハ ー ツ キ ー 牝2黒鹿54 岩田 康誠橋元 勇氣氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 ハナ 18．0�
714 ヒミノナデシコ 牝2栗 54

51 ▲義 英真佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 454－ 41：28．21� 403．8�
48 デンコウベル 牝2栗 54 藤懸 貴志田中 康弘氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 438＋ 21：29．810 443．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，302，400円 複勝： 36，719，500円 枠連： 12，210，100円
馬連： 39，535，900円 馬単： 25，648，300円 ワイド： 24，319，000円
3連複： 54，522，900円 3連単： 81，828，300円 計： 296，086，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 130円 � 110円 � 210円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 200円 �� 660円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 7，100円

票 数

単勝票数 計 213024 的中 � 33173（3番人気）
複勝票数 計 367195 的中 � 61185（2番人気）� 157787（1番人気）� 25212（5番人気）
枠連票数 計 122101 的中 （5－8） 17935（2番人気）
馬連票数 計 395359 的中 �� 59159（1番人気）
馬単票数 計 256483 的中 �� 14413（4番人気）
ワイド票数 計 243190 的中 �� 37995（1番人気）�� 7947（7番人気）�� 15107（3番人気）
3連複票数 計 545229 的中 ��� 32921（2番人気）
3連単票数 計 818283 的中 ��� 8351（14番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．9―12．3―12．3―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．1―47．4―59．7―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．3
3 ・（5，10）11，6，7（1，13）12，14（4，9，16）－（3，15）2＝8 4 ・（5，10）－11，6（7，13）16（1，12）9，15（4，14）2，3＝8

勝馬の
紹 介

ナムラカグヤヒメ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．8．3 小倉2着

2012．4．29生 牝2鹿 母 ナムラウタヒメ 母母 サンピエトラ 7戦1勝 賞金 9，050，000円
〔制裁〕 ショウナンサアーダ号の騎手W．ビュイックは，負担重量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
※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） 3頭 アルボルデヴィダ号・エイシンアンティー号・ココ号
※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。

3405012月20日 小雨 良 （26阪神5）第5日 第2競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

47 オリエンタルダンス 牝2黒鹿54 浜中 俊 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 21：13．2 1．4�

815 カネトシバリアント 牡2栗 55
52 ▲義 英真兼松 利男氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 474＋ 41：13．41� 18．9�

23 シゲルゴホウサイ 牝2鹿 54 藤田 伸二森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 402± 0 〃 クビ 21．3�
48 ワンダーグロワール 牡2鹿 55 国分 恭介山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 490＋ 21：13．61� 106．3�
12 セイユニコーン 牡2芦 55 川須 栄彦金田 成基氏 服部 利之 日高 いとう牧場 460＋ 21：13．91� 24．0�
611 ナリタサウス 牡2栗 55 幸 英明	オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 466＋ 61：14．11� 12．8

24 タイセイメテオ 牡2栗 55 岩田 康誠田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 458＋ 21：14．2� 5．1�
714 シートライアル 牡2栗 55 和田 竜二関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 462－ 2 〃 クビ 18．2�
59 アニマルスピリッツ 牡2鹿 55 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 458＋ 21：14．41� 304．8
816 シゲルワッショイ 牡2栗 55 秋山真一郎森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 456－ 41：15．14 222．0�
36 ウニヴェルソ 牝2鹿 54 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 8 〃 アタマ 57．8�
35 ヤマノレッカー 牡2黒鹿55 小林 徹弥澤村 敏雄氏 目野 哲也 新ひだか 坂本牧場 494± 01：15．2クビ 526．0�
612 パープルドリーム 牝2黒鹿54 伊藤 工真中野 銀十氏 境 直行 浦河 一珍棒牧場 480－ 21：15．3� 187．8�
510 ティーエスヘリオ 牡2鹿 55 藤懸 貴志田畑 利彦氏 柴田 光陽 新ひだか 片岡 博 430－ 6 〃 クビ 517．9�
11 ジョーキーパーソン 牡2鹿 55 池添 謙一上田けい子氏 角田 晃一 浦河 斉藤 政志 442± 0 〃 ハナ 15．0�
713 マルシゲスタチュー 牝2鹿 54 太宰 啓介坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 460＋ 81：16．910 469．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，846，200円 複勝： 89，681，200円 枠連： 11，875，500円
馬連： 41，932，300円 馬単： 31，881，800円 ワイド： 22，499，500円
3連複： 53，403，300円 3連単： 102，547，800円 計： 374，667，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 290円 � 290円 枠 連（4－8） 1，050円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 460円 �� 390円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 11，240円

票 数

単勝票数 計 208462 的中 � 112012（1番人気）
複勝票数 計 896812 的中 � 730506（1番人気）� 16451（4番人気）� 16416（5番人気）
枠連票数 計 118755 的中 （4－8） 8717（4番人気）
馬連票数 計 419323 的中 �� 31779（3番人気）
馬単票数 計 318818 的中 �� 15830（6番人気）
ワイド票数 計 224995 的中 �� 12925（4番人気）�� 15851（3番人気）�� 2170（25番人気）
3連複票数 計 534033 的中 ��� 11167（14番人気）
3連単票数 計1025478 的中 ��� 6611（38番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．2―12．3―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．2―36．4―48．7―1：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 ・（7，8）（3，15）（4，11）（2，6，14）5，16，12（1，9）－13，10 4 ・（7，8）15（3，4，11）（2，6，14）（5，16）12（1，9）－（10，13）

勝馬の
紹 介

オリエンタルダンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．15 阪神8着

2012．1．14生 牝2黒鹿 母 ダンスノワール 母母 ランバダレディ 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走状況〕 ナリタサウス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 パープルドリーム号の騎手伊藤工真は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

カネトシバリアント号の騎手義英真は，3コーナーで蛇行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・11番）
※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） 3頭 オーミエルサ号・シュンイキ号・テイエムマンキチ号
（非抽選馬） 2頭 ノースメイジャイ号・ファイヤウィード号

第５回 阪神競馬 第５日



3405112月20日 小雨 良 （26阪神5）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

36 ドリームタイド 牡2鹿 55 秋山真一郎セゾンレースホース� 中村 均 新冠 つつみ牧場 530－ 21：53．8 3．0�
24 コパノチャーリー 牡2栗 55 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 498－101：54．97 8．0�
815 マサノアウトバーン 牡2鹿 55 川須 栄彦中村 時子氏 高野 友和 浦河 笠松牧場 488＋ 21：55．32� 6．7�
12 ナムラパッキャオ 牡2鹿 55 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 530－ 2 〃 クビ 74．0�
11 コウザンヒキリ 牡2鹿 55 国分 優作山下 良子氏 中尾 秀正 新冠 ヤマタケ牧場 466＋ 21：55．4クビ 70．9�
23 フェブカリエンテ 牡2青鹿55 太宰 啓介釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 原口牧場 508＋ 21：55．61� 13．0	
816 スズカプレスト 牡2鹿 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 454－ 2 〃 クビ 21．2

35 シンボリシャガール 牡2鹿 55 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 464＋ 41：55．91� 6．6�
48 メイショウケイウン 牡2鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 赤田牧場 466－ 61：56．0クビ 47．0�
713 テイエムダイバート 牡2青 55 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 広富牧場 494＋ 81：56．53 11．5
611 バ ル ビ ー ナ 牝2鹿 54 藤岡 佑介中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 472± 01：56．6� 9．1�
510 シャイニーサン 牡2鹿 55 藤懸 貴志小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 472＋ 4 〃 クビ 16．2�
47 サクラアリオン 牡2芦 55

52 ▲義 英真�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡スタット 456－ 8 〃 ハナ 218．5�
59 ジェイポップ 牡2鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 ハナ 38．7�
612 エイシンダカール 牡2芦 55 小牧 太平井 克彦氏 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 444－ 61：58．8大差 38．5�
714 ア ジ ル 牡2鹿 55 池添 謙一村上 稔氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 454－ 41：59．01 97．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，608，200円 複勝： 32，284，100円 枠連： 15，837，500円
馬連： 44，004，600円 馬単： 25，593，100円 ワイド： 26，356，300円
3連複： 61，231，900円 3連単： 77，747，700円 計： 304，663，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 230円 � 190円 枠 連（2－3） 680円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 630円 �� 520円 �� 850円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 13，770円

票 数

単勝票数 計 216082 的中 � 57243（1番人気）
複勝票数 計 322841 的中 � 57912（1番人気）� 32788（4番人気）� 44695（2番人気）
枠連票数 計 158375 的中 （2－3） 18049（2番人気）
馬連票数 計 440046 的中 �� 20538（4番人気）
馬単票数 計 255931 的中 �� 7462（4番人気）
ワイド票数 計 263563 的中 �� 10824（4番人気）�� 13332（2番人気）�� 7671（9番人気）
3連複票数 計 612319 的中 ��� 14944（5番人気）
3連単票数 計 777477 的中 ��� 4093（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．2―50．2―1：03．4―1：16．4―1：28．8―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．4
1
3
11，6，12，13（4，5，15）2，16（1，9，14）10－（7，3）－8
11，6，12（4，13，15）5，2（16，14）1（9，3）－（10，8）7

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

勝馬の
紹 介

ドリームタイド �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2014．12．6 阪神7着

2012．4．30生 牡2鹿 母 コスモトップレディ 母母 サオリクイン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アジル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月20日まで平地競走に出

走できない。
※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 タガノプリマドンナ号・ハクユウファイアー号
（非抽選馬） 1頭 クリノジュンチャン号

3405212月20日 雨 良 （26阪神5）第5日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時35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

11 ポルボローネ 牝2栗 54 藤岡 佑介小林 久義氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 418－ 21：09．8 4．9�
510 ブラヴィッシモ 牡2鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B494＋ 8 〃 クビ 10．2�
35 ハクサンフレンチ 牡2鹿 55 岩田 康誠河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 492＋181：10．43� 5．6�
713 メッサーウイング 牝2栗 54

51 ▲義 英真野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 21：10．61� 47．7�
815 ドナソレイユ 牝2鹿 54 武 豊山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 438＋ 4 〃 ハナ 7．0�
612 ラブローレル 牝2青鹿54 小牧 太増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 408－ 61：10．7� 28．2	
816 シゲルオキヨマツリ 牝2栗 54 川須 栄彦森中 蕃氏 服部 利之 浦河 馬道 繁樹 448＋ 21：10．8� 253．7

23 サトノギアス 牡2鹿 55 太宰 啓介里見 治氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 442＋ 2 〃 ハナ 118．4�
12 テイクウォーニング 牝2栗 54 W．ビュイック 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 468＋ 8 〃 ハナ 3．0�
（英）

59 サトノハーデス 牡2鹿 55 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470＋12 〃 ハナ 11．0
36 シルバーソード 牡2鹿 55 秋山真一郎�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 21：10．9クビ 12．2�
24 ダイシンバルカン 牡2鹿 55 国分 恭介大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 61：11．0� 25．5�
714 ジャイアントケンタ 牡2鹿 55 北村 友一森 長義氏 藤沢 則雄 浦河 宮内牧場 468＋ 21：11．74 372．3�
47 ダイシンブルー 牡2青鹿55 池添 謙一大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 林 孝輝 416－ 81：11．91� 203．2�
48 カレンナスマイル 牝2鹿 54 幸 英明山科 統氏 柴田 政見 浦河 駿河牧場 410－ 8 〃 クビ 283．2�
611	 スティルアボーイ 牡2芦 55 川島 信二 Him Rock Racing 加用 正 愛 Mr N.

Tsurumi 468－ 41：12．11� 74．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，505，700円 複勝： 35，290，500円 枠連： 17，453，900円
馬連： 45，629，200円 馬単： 28，405，200円 ワイド： 27，489，000円
3連複： 61，612，600円 3連単： 88，262，700円 計： 327，648，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 330円 � 210円 枠 連（1－5） 510円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 590円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 26，370円

票 数

単勝票数 計 235057 的中 � 38369（2番人気）
複勝票数 計 352905 的中 � 59153（2番人気）� 23972（7番人気）� 45026（3番人気）
枠連票数 計 174539 的中 （1－5） 26041（2番人気）
馬連票数 計 456292 的中 �� 11775（11番人気）
馬単票数 計 284052 的中 �� 3811（19番人気）
ワイド票数 計 274890 的中 �� 5716（14番人気）�� 12472（4番人気）�� 6765（10番人気）
3連複票数 計 616126 的中 ��� 8934（14番人気）
3連単票数 計 882627 的中 ��� 2426（74番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―11．5―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―34．9―46．4―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポルボローネ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．9．27 阪神3着

2012．3．29生 牝2栗 母 ボーンザスカイ 母母 クイーンゴーラン 4戦1勝 賞金 8，850，000円
〔制裁〕 ハクサンフレンチ号の騎手岩田康誠は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ウイングタイガー号
※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20日 雨 良 （26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25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

710 ク ロ ー ソ ー 牝2鹿 54
51 ▲義 英真大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 416 ―1：37．1 13．4�

44 エイシンサブウェイ 牡2鹿 55 北村 友一�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 494 ―1：38．27 8．0�
711 マイアベーア 牡2青鹿55 秋山真一郎 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462 ―1：38．3クビ 10．3�
68 デビュタント 牝2鹿 54 武 豊前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：38．4� 2．8�
69 アルティマブラッド 牝2青鹿54 W．ビュイック �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 464 ―1：38．71� 2．2	

（英）

812 ロードウォーリア 牡2鹿 55 幸 英明 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか 築紫 洋 462 ―1：39．44 24．7

57 ゼンノリーアー 牡2黒鹿55 藤岡 佑介大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 470 ―1：40．03� 14．1�
33 メイショウナガヨリ 牡2鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 454 ― 〃 クビ 124．5�
11 グリーンスリーブス 牝2青鹿54 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 424 ―1：40．74 138．7
813 ウォーターティアナ 牝2青鹿54 藤田 伸二山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 458 ―1：41．44 55．2�
56 ナムラミカサ 牡2鹿 55 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 484 ―1：41．5� 96．8�
22 フォーサイト 牡2黒鹿55 国分 優作 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 492 ―1：41．71� 102．4�
（12頭）

45 シンゼンライカー 牡2黒鹿55 和田 竜二原 司郎氏 飯田 祐史 浦河トラストスリーファーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，065，500円 複勝： 27，078，300円 枠連： 15，561，800円
馬連： 41，032，500円 馬単： 28，870，500円 ワイド： 21，871，200円
3連複： 50，861，000円 3連単： 92，424，400円 計： 301，765，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 380円 � 230円 � 300円 枠 連（4－7） 2，760円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 14，900円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 1，750円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 12，440円 3 連 単 ��� 99，560円

票 数

単勝票数 差引計 240655（返還計 71） 的中 � 14319（5番人気）
複勝票数 差引計 270783（返還計 81） 的中 � 17200（6番人気）� 34228（3番人気）� 23271（4番人気）
枠連票数 差引計 155618（返還計 6 ） 的中 （4－7） 4356（6番人気）
馬連票数 差引計 410325（返還計 457） 的中 �� 5534（15番人気）
馬単票数 差引計 288705（返還計 273） 的中 �� 1453（39番人気）
ワイド票数 差引計 218712（返還計 203） 的中 �� 3554（14番人気）�� 3186（19番人気）�� 4873（13番人気）
3連複票数 差引計 508610（返還計 1538） 的中 ��� 3066（33番人気）
3連単票数 差引計 924244（返還計 2178） 的中 ��� 673（222番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．0―12．7―12．2―11．5―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．5―37．5―50．2―1：02．4―1：13．9―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．7
3 ・（10，11）（8，9，12）－（4，7）－（6，13）3，1，2 4 10－11，12，9，8（4，7）－（6，13）3，1，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ク ロ ー ソ ー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2012．3．8生 牝2鹿 母 ブリトマルティス 母母 アマートベン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 シンゼンライカー号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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20日 雨 稍重 （26阪神5）第5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

55 � アンクルダイチ 牡2鹿 55 武 豊塚本 能交氏 高橋 亮 米
Sheltowee Farm,
Tom McCrocklin &
Mark Toothaker

474 ―1：12．5 1．7�
710 ヨウライフク 牡2栗 55 幸 英明小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 490 ―1：12．71� 11．5�
33 ナムラヒューマン 牡2芦 55 小牧 太奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 472 ―1：13．65 79．7�
812 ティーエスカクタス 牡2栗 55 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 466 ―1：13．7	 20．3�
811 タイセイマリーン 牝2芦 54 北村 友一田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 446 ―1：14．76 74．3�
79 � ハーランズロマン 牝2黒鹿54 W．ビュイック 林 正道氏 斎藤 誠 米 WinStar

Farm, LLC 468 ―1：14．8� 5．2�
（英）

44 グローバルスター 牝2栗 54 国分 恭介内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 416 ― 〃 クビ 77．3	
67 オートチャーチル 牡2鹿 55 池添 謙一大戸 志浦氏 松永 昌博 新ひだか 小倉 光博 460 ―1：14．9	 48．7

22 メイショウヒコザ 牡2鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 496 ―1：15．0クビ 26．2�
11 サンレイルージュ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 452 ―1：15．31	 35．2�
56 メイショウコーラル 牝2黒鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 404 ―1：16．57 54．2
68 ダノンラファール 牡2鹿 55 浜中 俊�ダノックス 安田 隆行 日高 下河辺牧場 534 ― （競走中止） 4．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，793，200円 複勝： 52，274，000円 枠連： 13，960，500円
馬連： 42，377，100円 馬単： 33，405，200円 ワイド： 24，315，300円
3連複： 54，274，800円 3連単： 107，097，200円 計： 352，497，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 1，230円 枠 連（5－7） 290円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，220円 �� 6，600円

3 連 複 ��� 15，300円 3 連 単 ��� 42，610円

票 数

単勝票数 計 247932 的中 � 110772（1番人気）
複勝票数 計 522740 的中 � 329460（1番人気）� 33186（4番人気）� 3628（12番人気）
枠連票数 計 139605 的中 （5－7） 36754（1番人気）
馬連票数 計 423771 的中 �� 34759（3番人気）
馬単票数 計 334052 的中 �� 21224（4番人気）
ワイド票数 計 243153 的中 �� 19623（3番人気）�� 2647（19番人気）�� 871（42番人気）
3連複票数 計 542748 的中 ��� 2659（39番人気）
3連単票数 計1070972 的中 ��� 1822（108番人気）

ハロンタイム 12．1―11．8―12．3―12．4―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．9―36．2―48．6―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンクルダイチ �
�
父 Discreetly Mine �

�
母父 El Corredor 初出走

2012．4．30生 牡2鹿 母 Darling Monique 母母 Amandas Bandit 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ダノンラファール号は，競走中に疾病〔左腸骨々折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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。



3405512月20日 雨 稍重 （26阪神5）第5日 第7競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 スワーヴカイザー 牡3青 56 小牧 太�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 532－ 41：50．2 6．6�
816 メイショウウタゲ 牡3栗 56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 512± 0 〃 クビ 7．1�
59 ショウナンガッチャ 牡3栗 56 北村 友一国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 482＋ 41：50．62� 195．1�
713 サンライズカラー 牡5鹿 57 国分 優作松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 534－ 41：50．7� 16．4�
510 ネオジェネシス 牡3鹿 56 浜中 俊 �シルクレーシング 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530± 0 〃 ハナ 6．1	
36 クラウンシュバルツ 牡4栗 57 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 青森 一山育成牧場 482＋ 21：50．91 124．1

815 トランザムスター 牡4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B560± 01：51．0� 2．4�
48 ウエスタンパレード 牡3栗 56 岩田 康誠 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 502＋ 4 〃 ハナ 8．3�
12 オアフライダー 牡4鹿 57 藤岡 佑介 Him Rock Racing 高橋 康之 日高 タバタファーム 486＋ 41：51．32 26．1
714 アラートミノル 牡3鹿 56 川須 栄彦吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 474－ 41：51．4クビ 81．2�
11 キングスクルーザー 牡4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 474＋121：51．5� 82．5�
47 ティーエスハーツ 牡3黒鹿56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 540＋141：51．71� 23．7�
612 シゲルエッチュウ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B448＋ 81：51．91� 16．1�
35 シゲルビッチュウ 	3青鹿56 川島 信二森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 444± 0 〃 クビ 282．9�
23 マイネルコンキスタ 牡5鹿 57 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 中川牧場 508± 01：53．28 229．7�
24 マルイチワンダー 牡4栗 57

54 ▲義 英真小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 442－ 21：53．3クビ 34．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，928，000円 複勝： 41，311，800円 枠連： 20，076，400円
馬連： 63，627，500円 馬単： 32，785，600円 ワイド： 34，789，800円
3連複： 84，163，100円 3連単： 114，170，000円 計： 416，852，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 250円 � 280円 � 4，130円 枠 連（6－8） 460円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 820円 �� 16，600円 �� 15，400円

3 連 複 ��� 103，990円 3 連 単 ��� 381，440円

票 数

単勝票数 計 259280 的中 � 31104（3番人気）
複勝票数 計 413118 的中 � 49183（2番人気）� 41089（4番人気）� 2108（14番人気）
枠連票数 計 200764 的中 （6－8） 33765（1番人気）
馬連票数 計 636275 的中 �� 22482（7番人気）
馬単票数 計 327856 的中 �� 5984（12番人気）
ワイド票数 計 347898 的中 �� 11546（7番人気）�� 524（74番人気）�� 565（71番人気）
3連複票数 計 841631 的中 ��� 607（174番人気）
3連単票数 計1141700 的中 ��� 217（762番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．8―12．5―12．7―12．3―12．0―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―36．0―48．5―1：01．2―1：13．5―1：25．5―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
4（10，13）－8，15－1，11，14－9（2，5）16－（7，12）（3，6）・（4，10）13（8，15）1（14，11）－（9，5）16（2，7，3）12－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴカイザー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Point Given デビュー 2014．2．2 京都5着

2011．2．16生 牡3青 母 エポカブラヴァ 母母 Aucilla 9戦2勝 賞金 17，930，000円

3405612月20日 雨 重 （26阪神5）第5日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時55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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

48 テーオーソルジャー 牡3栗 56 幸 英明小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 468＋121：11．5 42．0�
612 シンデレラボーイ 牡4鹿 57 福永 祐一田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 496＋ 6 〃 クビ 2．8�
815 ハ ピ ネ ス 牝3黒鹿54 武 豊 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 482＋ 6 〃 ハナ 21．7�
12 サチノクイーン 牝3鹿 54 国分 優作佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B474＋ 41：11．71� 11．3�
24 ワキノコクリュウ 牡3青鹿56 浜中 俊脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 池田牧場 524± 01：11．8	 31．7�
714 オリエンタルサン 牡4鹿 57 北村 友一下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 468± 0 〃 ハナ 13．0�
59 クラウンカイザー 牡5黒鹿57 太宰 啓介	クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 512＋14 〃 ハナ 60．9

11 ビ リ オ ネ ア 牝4鹿 55 秋山真一郎間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 446± 01：12．11
 16．6�
36 アリュージョン 牝3鹿 54

51 ▲義 英真 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482＋ 61：12．73	 16．3�

816� コスモグラウベ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron
McCauley 460＋ 4 〃 クビ 12．5�

611 ホープタウン 牡3黒鹿56 W．ビュイック 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 488＋121：12．91 4．3�

（英）

510 ラーストチカ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 458＋ 21：13．11� 13．9�
713 ヒカリトリトン 牡6鹿 57 藤懸 貴志	ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 516＋ 81：13．41
 362．3�
47 ワ ー ル ン ガ 牡4栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 61：13．93 10．1�
23 スイートドーナッツ 牡4黒鹿57 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 B470＋18 〃 ハナ 173．2�
35 ヤマニンボンプアン 牝6鹿 55 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 508＋101：15．17 230．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，736，200円 複勝： 50，957，700円 枠連： 25，473，600円
馬連： 76，805，100円 馬単： 41，341，500円 ワイド： 40，784，500円
3連複： 95，868，400円 3連単： 133，931，300円 計： 499，898，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，200円 複 勝 � 750円 � 140円 � 510円 枠 連（4－6） 800円

馬 連 �� 6，460円 馬 単 �� 17，310円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 10，850円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 35，890円 3 連 単 ��� 243，970円

票 数

単勝票数 計 347362 的中 � 6605（12番人気）
複勝票数 計 509577 的中 � 13251（11番人気）� 137848（1番人気）� 20798（10番人気）
枠連票数 計 254736 的中 （4－6） 24565（4番人気）
馬連票数 計 768051 的中 �� 9212（21番人気）
馬単票数 計 413415 的中 �� 1791（62番人気）
ワイド票数 計 407845 的中 �� 5049（22番人気）�� 939（75番人気）�� 10235（9番人気）
3連複票数 計 958684 的中 ��� 2003（107番人気）
3連単票数 計1339313 的中 ��� 398（720番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―11．7―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーソルジャー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．12．21 阪神5着

2011．3．28生 牡3栗 母 ウェディングベリー 母母 ア ル ガ リ ー 6戦3勝 賞金 26，306，000円
〔制裁〕 テーオーソルジャー号の騎手幸英明は，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100，000円。（被害馬：4番・

14番）
〔その他〕 ヤマニンボンプアン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ヤマニンボンプアン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年1月20日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 3頭 スターマイン号・ステイウェル号・ダンツカナリー号
※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。



3405712月20日 雨 重 （26阪神5）第5日 第9競走 ��
��1，800�

もみ き

樅 の 木 賞
発走14時30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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

77 クロスクリーガー 牡2鹿 55 岩田 康誠辻 高史氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 464± 01：51．8 1．7�
33 ショコラブラン 牡2芦 55 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 474＋ 81：52．11� 9．3�
88 デヴァスタシオン 牡2栃栗55 和田 竜二一村 哲也氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 510－ 4 〃 クビ 4．3�
11 ナムラカモン 牡2栗 55 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 456－ 2 〃 アタマ 12．6�
44 メ ナ ス コ 牡2黒鹿55 浜中 俊 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 444－ 21：52．2クビ 19．4�
55 スマートボムシェル 牡2栗 55 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 494＋ 81：52．73 10．6	
22 ウインユニファイド 牡2黒鹿55 国分 恭介
ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 496－ 41：52．8	 59．9�
89 ラブミークン 牡2栗 55 幸 英明小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 470－ 21：52．9	 14．7�
66 メイショウカシュウ 牡2鹿 55 藤田 伸二松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 490＋101：55．4大差 68．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 49，590，100円 複勝： 86，212，400円 枠連： 16，836，900円
馬連： 85，809，400円 馬単： 62，676，100円 ワイド： 43，458，500円
3連複： 102，805，300円 3連単： 274，204，800円 計： 721，593，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（3－7） 700円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 290円 �� 170円 �� 530円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 3，290円

票 数

単勝票数 計 495901 的中 � 232985（1番人気）
複勝票数 計 862124 的中 � 490259（1番人気）� 60933（3番人気）� 117444（2番人気）
枠連票数 計 168369 的中 （3－7） 18540（3番人気）
馬連票数 計 858094 的中 �� 94622（2番人気）
馬単票数 計 626761 的中 �� 48287（3番人気）
ワイド票数 計 434585 的中 �� 35239（2番人気）�� 80576（1番人気）�� 16914（9番人気）
3連複票数 計1028053 的中 ��� 84265（3番人気）
3連単票数 計2742048 的中 ��� 60416（6番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―13．1―12．8―13．0―12．9―12．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―36．2―49．0―1：02．0―1：14．9―1：27．3―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F36．9
1
3
6（3，4）（2，8，7）（5，9）1
6（3，4）（2，8，7）（5，9）1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クロスクリーガー �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．9．27 阪神1着

2012．4．11生 牡2鹿 母 ビッグクィーン 母母 マイアミガルチ 3戦2勝 賞金 17，003，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。

3405812月20日 雨 不良 （26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05分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．12．14以降26．12．14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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

510 タガノゴールド 牡3栗 53 北村 友一八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478± 01：49．9 7．3�

36 ドラゴンピース 牡5鹿 54 伊藤 工真窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 496－ 2 〃 クビ 23．7�
816 ワンダーアシャード 牡5栗 56 武 豊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 538＋12 〃 ハナ 6．8�
24 メイショウスミトモ 牡3鹿 53 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 480＋101：50．0� 7．9�
59 ハ ス ラ ー 牡6黒鹿55 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 526－ 41：50．1クビ 44．2�
35 キ ク ノ ソ ル 牡4鹿 55 浜中 俊菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 516± 01：50．41� 3．7�
611 ノボリドリーム 牡5鹿 55 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 466＋ 21：50．5� 17．1	
11 アサクサショパン 牡6黒鹿54 小牧 太田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 488＋ 81：50．6� 78．5

47 コ ル ー ジ ャ 	6鹿 55 池添 謙一野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 B498＋ 41：50．7クビ 4．9�
713 キャニオンバレー 牝4青鹿52 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 500－ 4 〃 ハナ 21．0�
12 
 マヤノクレド 牡6鹿 53 国分 優作田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B516＋ 81：50．8� 106．7
815 サイモンガーランド 牝5鹿 53 国分 恭介澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 480－101：51．22� 39．2�
23 ステキナシャチョウ 牡7鹿 53 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 476＋ 81：51．3クビ 91．9�
714 シンゼンレンジャー 牡5黒鹿54 川島 信二原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 508＋201：51．51� 140．3�
612 アムールポエジー 牝4栗 54 秋山真一郎吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 510＋141：51．92� 81．6�
48 ハ リ ケ ー ン 牡6鹿 56 W．ビュイック 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 526＋121：52．43 7．9�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，283，400円 複勝： 70，100，100円 枠連： 32，030，800円
馬連： 133，473，600円 馬単： 61，136，100円 ワイド： 56，525，500円
3連複： 165，897，800円 3連単： 237，676，900円 計： 795，124，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 290円 � 700円 � 250円 枠 連（3－5） 940円

馬 連 �� 10，800円 馬 単 �� 17，640円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 1，020円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 22，180円 3 連 単 ��� 134，830円

票 数

単勝票数 計 382834 的中 � 41515（4番人気）
複勝票数 計 701001 的中 � 66716（5番人気）� 22676（8番人気）� 82284（3番人気）
枠連票数 計 320308 的中 （3－5） 26142（4番人気）
馬連票数 計1334736 的中 �� 9574（33番人気）
馬単票数 計 611361 的中 �� 2598（55番人気）
ワイド票数 計 565255 的中 �� 4898（30番人気）�� 14716（10番人気）�� 5135（29番人気）
3連複票数 計1658978 的中 ��� 5609（64番人気）
3連単票数 計2376769 的中 ��� 1278（395番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．0―12．1―12．2―12．1―11．9―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．0―49．1―1：01．3―1：13．4―1：25．3―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．20 中京5着

2011．2．4生 牡3栗 母 アンテヴォルテ 母母 ビワビーナス 14戦4勝 賞金 55，952，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 カーティスバローズ号・グレイレジェンド号・シュテルングランツ号・スピナッチ号・ダノンミル号・

ライジングサン号
※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。



3405912月20日 雨 不良 （26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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

89 ア ー デ ン ト 牡5芦 56 武 豊 �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 480± 01：36．8 7．3�

66 コスモソーンパーク 牡6青鹿56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 21：37．11	 6．7�
44 サクラアルディート 牡6鹿 57 幸 英明�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 486－ 21：37．63 10．7�
22 エールブリーズ 牡4青鹿56 福永 祐一 �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 520＋ 61：37．7	 4．2�
11 シャイニーホーク 牡6栗 57 岩田 康誠小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 526± 01：38．33� 18．1	
77 カネトシディオス 牡7黒鹿56 池添 謙一兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 464＋141：38．72� 85．7

88 プリムラブルガリス 牡4鹿 56 浜中 俊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 490＋ 41：38．8クビ 6．8�
55 レッドアリオン 牡4鹿 56 小牧 太 �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 496＋ 21：39．43� 2．5�
33 エーシンミズーリ 牡6黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 482± 01：40．57 27．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 63，638，600円 複勝： 67，995，500円 枠連： 33，002，000円
馬連： 179，659，200円 馬単： 100，923，700円 ワイド： 65，907，100円
3連複： 201，594，000円 3連単： 474，567，400円 計： 1，187，287，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 210円 � 280円 枠 連（6－8） 1，420円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，220円 �� 930円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 33，770円

票 数

単勝票数 計 636386 的中 � 69408（5番人気）
複勝票数 計 679955 的中 � 79385（5番人気）� 91917（3番人気）� 58921（6番人気）
枠連票数 計 330020 的中 （6－8） 17930（5番人気）
馬連票数 計1796592 的中 �� 74418（9番人気）
馬単票数 計1009237 的中 �� 18029（19番人気）
ワイド票数 計 659071 的中 �� 33232（7番人気）�� 13382（17番人気）�� 17993（13番人気）
3連複票数 計2015940 的中 ��� 21888（29番人気）
3連単票数 計4745674 的中 ��� 10186（128番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．3―48．2―1：00．2―1：11．7―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ー デ ン ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kaldoun デビュー 2011．7．31 函館2着

2009．1．20生 牡5芦 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope 23戦5勝 賞金 103，844，000円

3406012月20日 雨 不良 （26阪神5）第5日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

812 ピ オ ネ ロ 牡3鹿 56 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：51．1 2．9�
68 ヒロノプリンス 牡4鹿 57 国分 優作サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 474－ 2 〃 ハナ 5．6�
56 ガリバルディ 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 502＋121：51．2� 2．6�
11 ミッキーサクセス 牡4栗 57 岩田 康誠野田みづき氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：51．3� 30．6�
55 ダンツクロノス 牡4鹿 57 藤田 伸二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 518－ 21：51．51	 37．0	
67 フォルシャー 牡3栗 56 幸 英明 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474＋ 81：52．13� 103．2

33 シルクブルックリン 牡5黒鹿57 池添 謙一 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 560＋ 41：52．42 144．5�
44 エリーザベスト 牝3黒鹿54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 512＋101：52．61 13．8�
22 ラスヴェンチュラス 牝5鹿 55 秋山真一郎西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 412－ 81：52．81 8．8
710 ウインミーティア 牝5栗 55 藤岡 佑介�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：52．9� 36．9�
79 フ ィ リ ラ 牝5栗 55 W．ビュイック 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 478＋101：53．32� 22．8�
（英）

811
 テーオーフェアリー 牝5栗 55
52 ▲義 英真小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 492＋ 2 〃 アタマ 44．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 55，801，700円 複勝： 62，948，600円 枠連： 30，138，000円
馬連： 134，553，300円 馬単： 74，338，800円 ワイド： 60，356，000円
3連複： 163，618，900円 3連単： 334，075，300円 計： 915，830，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 120円 枠 連（6－8） 890円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 260円 �� 170円 �� 310円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 558017 的中 � 152802（2番人気）
複勝票数 計 629486 的中 � 133979（2番人気）� 89439（3番人気）� 141370（1番人気）
枠連票数 計 301380 的中 （6－8） 26180（3番人気）
馬連票数 計1345533 的中 �� 117953（2番人気）
馬単票数 計 743388 的中 �� 37615（4番人気）
ワイド票数 計 603560 的中 �� 54967（2番人気）�� 102004（1番人気）�� 44085（3番人気）
3連複票数 計1636189 的中 ��� 212501（1番人気）
3連単票数 計3340753 的中 ��� 67587（6番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―11．7―12．2―12．2―12．4―12．3―11．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―36．7―48．9―1：01．1―1：13．5―1：25．8―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．6
3 ・（8，10）－（11，7）1（6，12）（4，9）（2，5）－3 4 ・（8，10）7，1，6，12（4，11）（9，5）2，3

勝馬の
紹 介

ピ オ ネ ロ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2013．6．23 阪神1着

2011．4．8生 牡3鹿 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica 12戦3勝 賞金 63，846，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26阪神5）第5日 12月20日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後重後不良
良後稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 166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

210，860，000円
13，020，000円
1，140，000円
18，890，000円
64，531，000円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
404，099，200円
652，853，700円
244，457，000円
928，439，700円
547，005，900円
448，671，700円
1，149，854，000円
2，118，533，800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 6，493，915，000円

総入場人員 12，019名 （有料入場人員 10，630名）
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