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3408512月28日 晴 良 （26阪神5）第8日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走9時50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

35 ジュンスパーヒカル 牡2鹿 55 四位 洋文河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：54．4 3．4�
612 テイエムテツジン 牡2栗 55

52 ▲義 英真竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 428－ 61：54．5� 2．4�
47 メイショウブユウ 牡2鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 476＋ 21：55．56 10．7�
713 ヒロノカマオレ 牡2栗 55 北村 友一守内ひろ子氏 牧田 和弥 浦河 猿橋 義昭 486－ 41：55．6� 10．1�
816 モズレッドファーム 牡2栗 55

53 △岩崎 翼北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 有限会社
松田牧場 466＋ 81：55．92 56．1�

36 メイショウテンロウ 牡2鹿 55 太宰 啓介松本 好�氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 470＋ 8 〃 クビ 24．8	
611 ヴェリタスキング 牡2黒鹿55 川須 栄彦松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 492＋ 61：56．11� 25．1

11 コンゴウヒーロー 牡2芦 55 藤岡 佑介金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 本桐牧場 548＋ 81：56．31� 25．3�
510 アイファーラブオー 牡2鹿 55 藤懸 貴志中島 稔氏 �島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 534＋ 21：56．4クビ 11．8�
714 ヒロフォーシーズン 牡2青鹿 55

53 △松若 風馬守内ひろ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 474＋ 4 〃 ハナ 13．1
48 レヴォントゥリ 牡2黒鹿55 荻野 琢真中本 行則氏 今野 貞一 青森 佐々木牧場 474＋ 61：56．5� 101．8�
23 モ ラ ル タ 牡2鹿 55 和田 竜二永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 500± 01：57．13� 32．9�
59 ミラクルナイト 牡2芦 55 小林 徹弥小野 博郷氏 石橋 守 新冠 山岡ファーム 470－ 21：57．31 200．9�
24 クリアスカイ 	2鹿 55 尾島 徹 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 B466＋121：58．57 107．0�
（笠松）

815 ラガーマイレッカー 牝2栗 54 藤田 伸二奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 村下 清志 490＋ 22：00．09 195．8�
12 アーススカイ 牡2鹿 55 国分 優作松山 増男氏 加藤 敬二 新冠 競優牧場 454＋ 42：00．95 196．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，861，700円 複勝： 38，349，100円 枠連： 16，527，400円
馬連： 63，435，700円 馬単： 35，664，800円 ワイド： 33，528，100円
3連複： 87，891，000円 3連単： 116，301，700円 計： 414，559，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 120円 � 200円 枠 連（3－6） 360円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 210円 �� 450円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 3，960円

票 数

単勝票数 計 228617 的中 � 52440（2番人気）
複勝票数 計 383491 的中 � 100596（1番人気）� 92287（2番人気）� 32710（3番人気）
枠連票数 計 165274 的中 （3－6） 34846（1番人気）
馬連票数 計 634357 的中 �� 124174（1番人気）
馬単票数 計 356648 的中 �� 30119（2番人気）
ワイド票数 計 335281 的中 �� 47535（1番人気）�� 17692（2番人気）�� 13339（4番人気）
3連複票数 計 878910 的中 ��� 60203（1番人気）
3連単票数 計1163017 的中 ��� 21291（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．5―12．7―13．1―13．5―12．9―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．2―49．9―1：03．0―1：16．5―1：29．4―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F37．9
1
3
11，12（10，5）（4，13）（1，3，7）（6，16，14）－9（8，15）＝2
11，12，5，10（13，7）1（3，6）4（16，14）（9，8）15＝2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンスパーヒカル �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．13 阪神3着

2012．5．13生 牡2鹿 母 フラッシュウェーブ 母母 プラチナウェーブ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラガーマイレッカー号・アーススカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月

28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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ウイングジャパン号・ヴェリテ号・クルムロフ号・コスモデント号・ワンダーアツレッタ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3408612月28日 晴 良 （26阪神5）第8日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時20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

817 オ ヒ ア 牝2黒鹿54 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 444－ 21：22．8 2．0�

24 ベーリングメファ 牝2栗 54 四位 洋文手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 442＋ 21：22．9� 10．2�
611 レッドベルダ 牝2黒鹿54 G．ブノワ �東京ホースレーシング 安田 隆行 えりも エクセルマネジメント 424－ 21：23．11 4．3�

（仏）

11 カネトシスキーム 牝2鹿 54 藤岡 佑介兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 430－ 21：23．31� 30．0�
48 プルメリアスター 牝2鹿 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 408± 01：23．4� 26．6	
818 エスジープログレス 牡2栗 55 勝浦 正樹窪田 滋氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 468＋ 61：23．5� 74．2

714 マーシフルハート 牝2鹿 54

52 △小崎 綾也�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 384± 01：23．6� 8．0�
36 アグネスエンジェル 牝2鹿 54

52 △松若 風馬渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 412－ 41：23．7� 325．3�
23 デンコウハシャ 牡2青鹿55 高倉 稜田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 B444＋ 4 〃 アタマ 11．6
47 ヒメキヨヒダカ 牝2黒鹿54 和田 竜二岡田 勇氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 436－ 8 〃 ハナ 45．3�
612 リリーヴィクトリー 牡2黒鹿55 酒井 学土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 492－ 21：24．01� 13．5�
713 マイネルシアトル 牡2芦 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 笹地牧場 448－ 21：24．1� 71．3�
35 グロウミングティア 牝2栗 54

51 ▲義 英真山上 和良氏 西橋 豊治 新冠 堤 牧場 442－ 8 〃 ハナ 249．5�
59 メイショウハイネス 牡2鹿 55 国分 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 478＋ 21：24．73� 96．2�
12 パ テ ィ 牝2鹿 54

52 △岩崎 翼薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 430＋ 41：24．91� 258．7�
510 ロ ザ ム ン デ 牝2青鹿54 松田 大作 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 448－161：25．22 108．2�
715 ツジスーパーハヤテ 牡2鹿 55 藤田 伸二辻 俊夫氏 田中 章博 新冠 石田牧場 468＋141：26．58 367．6�
816 サンセットビーチ 牡2鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 432＋181：27．03 166．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，278，700円 複勝： 62，426，600円 枠連： 20，709，700円
馬連： 72，801，100円 馬単： 47，171，500円 ワイド： 41，951，200円
3連複： 104，579，700円 3連単： 157，080，400円 計： 540，998，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 140円 枠 連（2－8） 440円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 320円 �� 250円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 4，960円

票 数

単勝票数 計 342787 的中 � 130931（1番人気）
複勝票数 計 624266 的中 � 242153（1番人気）� 65688（3番人気）� 92373（2番人気）
枠連票数 計 207097 的中 （2－8） 36006（2番人気）
馬連票数 計 728011 的中 �� 60078（3番人気）
馬単票数 計 471715 的中 �� 28217（4番人気）
ワイド票数 計 419512 的中 �� 34128（2番人気）�� 47246（1番人気）�� 14733（7番人気）
3連複票数 計1045797 的中 ��� 60393（2番人気）
3連単票数 計1570804 的中 ��� 22956（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．1―46．9―58．6―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ヒ ア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．10．25 京都4着

2012．3．9生 牝2黒鹿 母 ギガンティア 母母 ベストブート 4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンセットビーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月28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） 3頭 ケンブリッジアロー号・ノウゼンハレン号・ブーケオブローズ号
※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。

第５回 阪神競馬 第８日



3408712月28日 晴 良 （26阪神5）第8日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時50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

35 アクセラレート 牡2鹿 55 幸 英明 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 61：50．8 26．1�

36 ブロウユアマインド 牡2鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 460－ 2 〃 クビ 9．0�
816 コスモジョイジョイ 牡2鹿 55

53 △松若 風馬 �ビッグレッドファーム 西園 正都 日高 田端牧場 464＋ 81：50．9� 182．2�
715 サウンドギャツビー 牡2黒鹿55 秋山真一郎増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 480＋ 6 〃 ハナ 42．6�
48 チ ャ パ ラ 牡2黒鹿55 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 476＋ 6 〃 アタマ 77．1�
612 ガ ロ フ ァ ノ 牝2栗 54 松山 弘平前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 61：51．0クビ 6．3	
714 アズマクィーン 牝2鹿 54 藤田 伸二東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 450± 0 〃 クビ 7．0

11 トップディーヴォ 牡2鹿 55 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 478－ 21：51．1� 2．6�
713 ユ キ ヒ ョ ウ 牡2黒鹿55 国分 優作西村 憲人氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 470－ 8 〃 アタマ 27．6�
510 ブ ル ロ ー ネ 牝2黒鹿 54

51 ▲義 英真山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 460± 01：51．2クビ 16．8
611 タガノヴェリテ 牡2鹿 55 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋10 〃 クビ 262．6�
23 ゼットスマイル 牡2栗 55 藤岡 佑介�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 498－ 21：51．3クビ 20．3�
12 オ マ ケ 牝2鹿 54 尾島 徹小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 442－ 4 〃 ハナ 72．8�

（笠松）

817 アウトゼアー 牡2鹿 55 水口 優也薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 496－ 21：51．51� 37．5�
24 カフジムーン 牡2黒鹿55 高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 猿橋 義昭 474＋ 61：51．6クビ 249．0�
59 ウインガニオン 牡2黒鹿55 国分 恭介�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 468± 0 〃 クビ 8．2�
47 ビ ヴ ロ ス ト 牝2鹿 54

52 △小崎 綾也市川真奈美氏 角居 勝彦 安平 追分ファーム 464－ 81：51．7� 14．6�
（17頭）

818 スマートガイア 牡2鹿 55 G．ブノワ 大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）
（仏）

売 得 金
単勝： 32，933，200円 複勝： 54，257，100円 枠連： 23，159，700円
馬連： 76，158，200円 馬単： 41，643，800円 ワイド： 44，129，900円
3連複： 104，961，300円 3連単： 132，244，700円 計： 509，487，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 940円 � 410円 � 4，540円 枠 連（3－3） 18，990円

馬 連 �� 20，170円 馬 単 �� 50，290円

ワ イ ド �� 4，930円 �� 62，250円 �� 15，990円

3 連 複 ��� 984，010円 3 連 単 ��� 6，848，380円

票 数

単勝票数 差引計 329332（返還計 1252） 的中 � 10060（9番人気）
複勝票数 差引計 542571（返還計 1669） 的中 � 14892（11番人気）� 39103（5番人気）� 2900（15番人気）
枠連票数 計 231597 的中 （3－3） 945（32番人気）
馬連票数 差引計 761582（返還計 9917） 的中 �� 2926（53番人気）
馬単票数 差引計 416438（返還計 5236） 的中 �� 621（122番人気）
ワイド票数 差引計 441299（返還計 3435） 的中 �� 2330（48番人気）�� 182（127番人気）�� 711（89番人気）
3連複票数 差引計1049613（返還計 20824） 的中 ��� 80（557番人気）
3連単票数 差引計1322447（返還計 31003） 的中 ��� 14（3496番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．0―49．9―1：02．8―1：15．3―1：27．0―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．5
3 14，16，8（15，17）6（9，12）1（2，7，13）4（10，11）－5，3 4 14，16（8，15，17）（6，9，12，13）（1，2）（7，11）（4，3，5）10

勝馬の
紹 介

アクセラレート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2014．6．22 阪神7着

2012．4．25生 牡2鹿 母 オリジナルスピンⅡ 母母 We Love Granny 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 スマートガイア号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 ビヴロスト号の騎手小崎綾也は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）

ブロウユアマインド号の騎手北村友一は，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1月4日から平成27年
1月11日まで騎乗停止。（被害馬：9番・2番・11番）
コスモジョイジョイ号の騎手松若風馬は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1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） 5頭 ガンクラブチェック号・ハネムーンイーサ号・パレスヘイロー号・ミスズダンディー号・メイショウメイザン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3408812月28日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26阪神5）第8日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：15．7良・良

610 フ ァ イ ヤ ー 牡6青鹿60 森 一馬深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 524－ 43：23．4 1．9�
33 ワ イ ズ リ ー �6栗 60 北沢 伸也前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 484＋123：23．61� 3．8�
11 ダイワデッセー 牝5栗 58 高田 潤大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 506＋ 63：24．55 4．0�
58 アイティテイオー 牡6栗 60 山本 康志一ノ瀬 恭氏 奥村 武 新冠 川島牧場 474＋ 6 〃 ハナ 17．9�
57 ファイアーシチー 牡3青鹿58 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 460－ 63：24．71� 78．1�
45 ワンダーバライル 牡7芦 60 黒岩 悠山本 信行氏 日吉 正和 浦河 小柳牧場 504－103：24．91� 69．6	
711 マグナムボーイ 牡4鹿 60 草野 太郎古賀 禎彦氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 530－ 63：25．96 24．2

813 メイショウライウン 牡3鹿 58 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 454＋103：26．43 22．6�
46 トゥルーフレンド 牡5鹿 60 難波 剛健武田 茂男氏 加藤 敬二 むかわ ヤマイチ牧場 484± 03：27．46 114．4�
712 テイエムロカビリー 牡3芦 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 480－ 23：27．5� 174．1
814 ティマイドリーム 牡4鹿 60 平沢 健治田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 494＋ 43：28．99 108．6�
69 ロードメビウス 牡3鹿 58 中村 将之 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 498＋ 43：30．17 133．4�
34 ブライトジェム 牡6栗 60 金子 光希栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 待兼牧場 496＋ 43：36．1大差 64．6�
22 	 ノ ア ポ ル テ 牝3鹿 56 林 満明中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 水上 習孝 432－ 83：41．3大差 113．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，336，300円 複勝： 37，834，700円 枠連： 14，956，100円
馬連： 48，263，000円 馬単： 38，793，900円 ワイド： 25，675，100円
3連複： 70，423，300円 3連単： 144，043，700円 計： 403，326，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（3－6） 330円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 150円 �� 170円 �� 260円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 960円

票 数

単勝票数 計 233363 的中 � 97746（1番人気）
複勝票数 計 378347 的中 � 216169（1番人気）� 42381（3番人気）� 44956（2番人気）
枠連票数 計 149561 的中 （3－6） 35099（1番人気）
馬連票数 計 482630 的中 �� 111006（1番人気）
馬単票数 計 387939 的中 �� 58399（1番人気）
ワイド票数 計 256751 的中 �� 46811（1番人気）�� 40797（2番人気）�� 20182（3番人気）
3連複票数 計 704233 的中 ��� 157586（1番人気）
3連単票数 計1440437 的中 ��� 108381（1番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 52．0－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ ァ イ ヤ ー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Woodman デビュー 2011．1．23 小倉5着

2008．5．26生 牡6青鹿 母 ホシノカミコウチ 母母 Senate Appointee 障害：6戦1勝 賞金 17，200，000円



3408912月28日 曇 良 （26阪神5）第8日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時10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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

11 マスターリデル 牡2鹿 55 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新冠 飛渡牧場 470 ―1：23．9 32．1�
66 エルクンバンチェロ 牡2鹿 55 G．ブノワ �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508 ―1：24．0� 2．2�

（仏）

33 シ ン キ ロ ウ 牡2青鹿55 和田 竜二野田 善己氏 高橋 義忠 新冠 中村 弘昭 444 ―1：24．63� 4．3�
22 エンジェルウィスパ 牝2黒鹿54 北村 友一阿部 雅英氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 450 ―1：24．7� 10．2�
77 ウェルカムワゴン 牝2栗 54

52 △松若 風馬下河�行雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 470 ―1：24．91� 21．3	
55 シゲルサンノウサイ 牡2鹿 55

52 ▲義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 新冠 北星村田牧場 480 ―1：25．22 61．1

88 ニホンピロピース 牝2鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 442 ―1：25．41 7．3�
44 ギャラリスト 牝2鹿 54

52 △小崎 綾也 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 436 ―1：25．93 4．4�
89 シャドウリクルート 牡2栗 55 小林 徹弥平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 530 ―1：26．64 82．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 31，107，900円 複勝： 31，677，400円 枠連： 11，345，100円
馬連： 56，544，500円 馬単： 44，609，300円 ワイド： 27，909，700円
3連複： 70，904，900円 3連単： 171，057，200円 計： 445，156，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，210円 複 勝 � 370円 � 120円 � 150円 枠 連（1－6） 2，800円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 8，350円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 1，340円 �� 240円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 38，680円

票 数

単勝票数 計 311079 的中 � 7747（7番人気）
複勝票数 計 316774 的中 � 14090（7番人気）� 93523（1番人気）� 54104（3番人気）
枠連票数 計 113451 的中 （1－6） 3129（12番人気）
馬連票数 計 565445 的中 �� 14356（12番人気）
馬単票数 計 446093 的中 �� 4003（29番人気）
ワイド票数 計 279097 的中 �� 5339（14番人気）�� 4735（16番人気）�� 35931（2番人気）
3連複票数 計 709049 的中 ��� 16042（12番人気）
3連単票数 計1710572 的中 ��� 3206（119番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．0―12．5―12．2―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―35．9―48．4―1：00．6―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．5
3 1，6，8，2（3，5）7，9－4 4 1，6，8（2，5）（3，7）－9－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マスターリデル �
�
父 サムライハート �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2012．4．11生 牡2鹿 母 ヒシレーシー 母母 ヒシカポーテ 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。

3409012月28日 曇 良 （26阪神5）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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

12 グレンガイル 牡3鹿 56 四位 洋文 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：53．0 5．9�
612 ラウンドロビン 牡5黒鹿57 和田 竜二諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 444＋ 21：53．42� 1．7�
714 メイショウクローバ 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B512＋ 61：53．72 54．3�
59 カノヤプレジデント �4鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 486－ 21：53．8クビ 22．1�
24 タニノマンボ 牡4鹿 57

54 ▲義 英真谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 478＋ 4 〃 クビ 147．2�
23 アドマイヤアース 牡3栗 56 G．ブノワ 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：54．33 7．7	

（仏）

47 ハギノウィッシュ 牝5鹿 55 柴田 未崎日隈 良江氏 �島 一歩 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：54．4クビ 18．7

815 サンエルピス 牝3栗 54

52 △小崎 綾也三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：54．61� 34．0�
36 レイズオブザサン 牡5黒鹿57 松田 大作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 458＋ 8 〃 ハナ 62．7�
11 	 レーザービーム 牡4栗 57 藤懸 貴志畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 折手牧場 464＋101：54．7クビ 212．2
48 サトノミラクル 牡3鹿 56 藤岡 佑介里見 治氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 550－ 21：54．91
 24．8�
611	 デルマコテツ 牡3栗 56

54 △松若 風馬浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 クビ 84．3�
713 ゲームフェイス 牡4芦 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 560＋ 21：55．11
 9．0�
510 エスターブレ 牝4栗 55 川須 栄彦草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 476＋101：55．31
 162．4�
35 ヤマカツマーフィ �5鹿 57 国分 優作山田 和夫氏 松元 茂樹 日高 白瀬 明 534＋ 61：56．25 53．3�
816 ウイントゥモロー 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 B498＋ 21：56．3� 47．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，863，500円 複勝： 82，685，200円 枠連： 21，554，800円
馬連： 87，225，100円 馬単： 59，438，100円 ワイド： 45，601，400円
3連複： 113，442，000円 3連単： 200，199，500円 計： 648，009，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 110円 � 770円 枠 連（1－6） 540円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 280円 �� 4，880円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 41，100円

票 数

単勝票数 計 378635 的中 � 50575（2番人気）
複勝票数 計 826852 的中 � 81662（2番人気）� 475935（1番人気）� 9941（11番人気）
枠連票数 計 215548 的中 （1－6） 30781（1番人気）
馬連票数 計 872251 的中 �� 124574（1番人気）
馬単票数 計 594381 的中 �� 30529（5番人気）
ワイド票数 計 456014 的中 �� 49679（1番人気）�� 2139（42番人気）�� 5779（19番人気）
3連複票数 計1134420 的中 ��� 10966（24番人気）
3連単票数 計2001995 的中 ��� 3531（116番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―13．0―12．9―13．2―13．1―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．7―49．6―1：02．8―1：15．9―1：28．2―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．1
1
3

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

2
4

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

グレンガイル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Zieten デビュー 2013．12．14 阪神4着

2011．4．24生 牡3鹿 母 シ ー ズ ア ン 母母 Sunset Cafe 7戦2勝 賞金 12，600，000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） 1頭 アスターキング号
（非抽選馬） 2頭 ヴァンクウィッシュ号・ヒルノデイバロー号
※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。



3409112月28日 曇 良 （26阪神5）第8日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

713 ミッキーアップル 牝4鹿 55
53 △松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 えりも エクセルマネジメント 488＋ 41：25．2 1．9�

47 ナリタロック 牡4栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 504± 01：25．51� 5．5�
35 エンドレスシャイン 牡3鹿 56 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 438－ 4 〃 ハナ 13．8�
816 ゴールデンアタック 牡6栗 57 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 490＋ 8 〃 ハナ 50．9�
59 ケイリンボス 牡3栗 56 G．ブノワ 山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 530＋ 2 〃 ハナ 5．9�

（仏）

714 グロシュラライト 牡4黒鹿57 藤田 伸二吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 462＋10 〃 アタマ 84．1	
48 ショウナンサンタ 牡3鹿 56 国分 恭介
湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 464± 01：25．71 16．5�
36 テイエムリヴィエラ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B474＋201：25．91� 91．8�
24 � サンライズシルバー 牡4芦 57

55 △小崎 綾也松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 クビ 31．9
11 ヴ ィ ジ ャ イ 牡6鹿 57 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 526＋101：26．0� 9．2�
815� モズノハナミチ 牡3鹿 56 和田 竜二北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 480＋ 51：26．63	 42．8�
611 サウンドレーサー 牡5黒鹿57 太宰 啓介増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 富田牧場 476＋ 41：26．81� 103．1�
23 � クリノロブソン 牡4黒鹿57 国分 優作栗本 博晴氏 梅内 忍 浦河 ダイヤモンドファーム 450＋121：26．9	 280．5�
12 カシノソラーレ 牝4栗 55 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 480－141：27．43 198．8�
510� メ イ ラ イ ト 牝4鹿 55 尾島 徹中島 稔氏 坪 憲章 浦河 王蔵牧場 458－ 21：28．35 373．5�

（笠松）

612 アトランティード 牝4黒鹿 55
52 ▲義 英真市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 462－181：29．36 54．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，031，100円 複勝： 58，307，800円 枠連： 23，610，700円
馬連： 100，312，100円 馬単： 61，471，100円 ワイド： 49，930，000円
3連複： 123，924，700円 3連単： 209，295，300円 計： 665，882，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連（4－7） 360円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 210円 �� 420円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 3，290円

票 数

単勝票数 計 390311 的中 � 164246（1番人気）
複勝票数 計 583078 的中 � 203557（1番人気）� 97033（2番人気）� 43340（5番人気）
枠連票数 計 236107 的中 （4－7） 49472（1番人気）
馬連票数 計1003121 的中 �� 171278（1番人気）
馬単票数 計 614711 的中 �� 72016（1番人気）
ワイド票数 計 499300 的中 �� 72969（1番人気）�� 27920（4番人気）�� 17464（7番人気）
3連複票数 計1239247 的中 ��� 75553（2番人気）
3連単票数 計2092953 的中 ��� 46028（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．6―47．9―1：00．1―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーアップル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．1．5 京都5着

2010．3．4生 牝4鹿 母 エリモジェンヌ 母母 エリモシンフォニー 18戦3勝 賞金 38，925，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キーブランド号・クリノプリムラ号・スズカブリザード号・ダンシングバトー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3409212月28日 曇 良 （26阪神5）第8日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時45分 （ダート・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
1：08．8
1：08．7

重
重

35 ルミナスウイング 牡4鹿 57 G．ブノワ �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：11．2 3．2�
（仏）

816 メイショウユメゴゼ 牝5栃栗55 藤岡 佑介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 470＋ 21：11．3� 9．5�
12 セイウンチカラ 牡4鹿 57

55 △松若 風馬西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 498＋ 21：11．4� 7．9�
713 カ ジ キ 牡5鹿 57

55 △岩崎 翼幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 504＋ 81：11．82� 25．8�
36 レゼトワール 牝4鹿 55 藤懸 貴志髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 490＋101：11．9� 143．4�
23 スターマイン 牡5青 57 川島 信二	ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 498＋ 61：12．0クビ 60．1

47 ジャコカッテ 牡3栗 56 和田 竜二晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 500＋ 61：12．1	 3．2�
611
 カ ク シ ア ジ 牝3鹿 54 尾島 徹栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 430＋ 41：12．2� 133．6�

（笠松）

48 ハニードント 牝3栗 54 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 454＋ 6 〃 クビ 19．6
714 イ キ �4栗 57

55 △小崎 綾也前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476± 01：12．3クビ 9．2�

11 キョウワリベラル 牡5黒鹿57 酒井 学�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 504－ 21：12．51� 119．8�
612
 ネオアレクサンドラ 牝5鹿 55 北村 友一小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：12．82 125．5�
59 ア レ ッ ト 牡3青 56 川須 栄彦 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 516＋ 81：13．01� 9．6�
815 ミラクルルーマー 牡4芦 57 幸 英明阿部 雅英氏 角田 晃一 浦河 中村 雅明 B542＋ 61：13．21 42．6�
24 
 レッドグラサージュ 牡5栗 57 国分 恭介 	東京ホースレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 B504＋121：13．3� 85．3�
510 ノボピュアリティ 牝5鹿 55 高倉 稜	LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 480－141：13．51 64．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，745，100円 複勝： 69，228，400円 枠連： 34，212，300円
馬連： 128，201，000円 馬単： 69，752，900円 ワイド： 62，372，500円
3連複： 162，989，800円 3連単： 255，913，600円 計： 827，415，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 220円 � 220円 枠 連（3－8） 1，150円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 530円 �� 540円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 4，150円 3 連 単 ��� 16，050円

票 数

単勝票数 計 447451 的中 � 110885（2番人気）
複勝票数 計 692284 的中 � 135850（2番人気）� 75652（4番人気）� 75788（3番人気）
枠連票数 計 342123 的中 （3－8） 22997（4番人気）
馬連票数 計1282010 的中 �� 69606（3番人気）
馬単票数 計 697529 的中 �� 24604（4番人気）
ワイド票数 計 623725 的中 �� 31345（3番人気）�� 30384（4番人気）�� 11109（15番人気）
3連複票数 計1629898 的中 ��� 29391（12番人気）
3連単票数 計2559136 的中 ��� 11553（41番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―11．7―11．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．6―46．3―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルミナスウイング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．7．7 中京中止

2010．3．5生 牡4鹿 母 ルミナスポイント 母母 ソ ニ ン ク 19戦4勝 賞金 67，789，000円
※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 サンライズマーチ号・シャッセロール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3409312月28日 小雨 良 （26阪神5）第8日 第9競走 ��
��1，600�

せんりょう

千 両 賞
発走14時20分 （芝・右・外）
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 399，000円 114，000円 57，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

59 アンビシャス 牡2黒鹿55 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 464＋ 41：37．4 3．4�
816� ジェルブドール 牡2栗 55 藤岡 佑介山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Woodford

Thoroughbreds 492＋ 41：37．5� 44．1�
36 アイファーサンディ 牡2鹿 55 秋山真一郎中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 450－ 21：37．6� 32．7�
713 ペガサスボス 牡2黒鹿55 松田 大作�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 502＋ 41：37．81	 12．3�
23 ロードフェリーチェ 牡2鹿 55 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 438＋ 2 〃 ハナ 13．4	
510 フミノムーン 牡2栗 55 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 456＋ 21：37．9
 4．2

12 アドマイヤゴッド 牡2鹿 55 松若 風馬近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：38．0クビ 24．4�
24 キャンディーハウス 牝2黒鹿54 北村 友一前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 2 〃 クビ 164．1�
35 サトノフラム 牡2黒鹿55 G．ブノワ 里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 484＋101：38．21	 4．9

（仏）

612� グラブザフラッグ 牡2栗 55 川島 信二前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills
Co. LTD. 480＋ 41：38．3クビ 61．6�

714 ヤマニンマンドール 牡2黒鹿55 勝浦 正樹土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 456＋121：38．4
 6．3�
815 グレイトチャーター 牡2鹿 55 和田 竜二�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋14 〃 クビ 27．3�
48 � ネイチャークルーズ 牝2栗 54 尾島 徹�ホースケア 笹野 博司 日高 下河辺牧場 456－ 6 〃 アタマ 281．9�

（笠松） （笠松）

11 � キモンイーグル 牝2栗 54 小崎 綾也小林 祥晃氏 柳江 仁 新ひだか 伊藤 敏明 434＋121：38．61	 173．4�
（笠松）

47 グランアルマダ 牡2芦 55 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 544＋ 8 〃 ハナ 23．1�
611 ナムラオウテ 牡2黒鹿55 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 450± 01：38．92 301．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，790，300円 複勝： 85，367，000円 枠連： 44，846，500円
馬連： 191，000，200円 馬単： 92，928，000円 ワイド： 77，313，700円
3連複： 214，565，800円 3連単： 344，626，200円 計： 1，114，437，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 1，180円 � 620円 枠 連（5－8） 1，480円

馬 連 �� 8，920円 馬 単 �� 10，730円

ワ イ ド �� 3，220円 �� 2，140円 �� 9，540円

3 連 複 ��� 60，040円 3 連 単 ��� 233，500円

票 数

単勝票数 計 637903 的中 � 147482（1番人気）
複勝票数 計 853670 的中 � 174677（1番人気）� 15216（12番人気）� 31029（9番人気）
枠連票数 計 448465 的中 （5－8） 23442（6番人気）
馬連票数 計1910002 的中 �� 16586（32番人気）
馬単票数 計 929280 的中 �� 6494（42番人気）
ワイド票数 計 773137 的中 �� 6196（33番人気）�� 9432（25番人気）�� 2061（60番人気）
3連複票数 計2145658 的中 ��� 2680（136番人気）
3連単票数 計3446262 的中 ��� 1070（611番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―37．4―50．3―1：02．8―1：14．6―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．6
3 1，4，11（2，5）16（6，9）13（3，10）（8，14，15）7，12 4 ・（1，4）11（2，5）16（9，13）6（3，10，15）8（14，12）7

勝馬の
紹 介

アンビシャス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．11．16 京都1着

2012．2．17生 牡2黒鹿 母 カーニバルソング 母母 カ ル ニ オ ラ 2戦2勝 賞金 17，199，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3409412月28日 小雨 良 （26阪神5）第8日 第10競走 ��
��2，400�

え さ か

江 坂 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
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

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

68 マイネアルナイル 牝5青鹿55 松山 弘平 �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 494－ 62：29．9 7．9�

812 サトノレオパード �5鹿 57 G．ブノワ 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506－16 〃 クビ 14．8�
（仏）

22 	 カンタベリーナイト 牡5鹿 57 酒井 学峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B502－ 4 〃 アタマ 130．1�
710 ダンディーズムーン 牡3鹿 55 幸 英明田島 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 480－ 62：30．1
 6．2�
67 ラニカイツヨシ 牡5青鹿57 太宰 啓介横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 500＋ 42：30．31� 16．7�
79 ジ ェ ラ ル ド �5栗 57 川須 栄彦 	キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－102：30．61
 13．3

11 アグリッパーバイオ 牡3黒鹿55 秋山真一郎バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 アタマ 1．9�
33 ゴッドフロアー 牝4鹿 55 四位 洋文広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 500＋ 82：31．13 10．3�
811 キンショータイム 牡4栗 57 勝浦 正樹礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 498＋ 42：31．41
 54．5
56 ランフォージン 牡5黒鹿57 和田 竜二 	社台レースホース高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B456＋ 42：31．61� 13．6�
55 マイネルアクロス 牡5黒鹿57 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 22：31．81� 56．9�
44 ナリタパイレーツ 牡4鹿 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 448＋102：32．43� 28．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，586，100円 複勝： 70，922，200円 枠連： 40，038，500円
馬連： 165，619，800円 馬単： 106，521，000円 ワイド： 68，529，200円
3連複： 196，678，500円 3連単： 422，034，200円 計： 1，124，929，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 270円 � 500円 � 2，810円 枠 連（6－8） 3，340円

馬 連 �� 7，210円 馬 単 �� 15，330円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 13，100円 �� 13，980円

3 連 複 ��� 163，890円 3 連 単 ��� 1，096，680円

票 数

単勝票数 計 545861 的中 � 55160（3番人気）
複勝票数 計 709222 的中 � 80217（3番人気）� 36872（8番人気）� 5718（12番人気）
枠連票数 計 400385 的中 （6－8） 9290（12番人気）
馬連票数 計1656198 的中 �� 17783（23番人気）
馬単票数 計1065210 的中 �� 5210（41番人気）
ワイド票数 計 685292 的中 �� 9295（24番人気）�� 1335（58番人気）�� 1251（62番人気）
3連複票数 計1966785 的中 ��� 900（172番人気）
3連単票数 計4220342 的中 ��� 279（960番人気）

ハロンタイム 13．1―12．5―14．1―13．0―11．6―12．1―12．5―12．7―12．1―11．9―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．6―39．7―52．7―1：04．3―1：16．4―1：28．9―1：41．6―1：53．7―2：05．6―2：17．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネアルナイル �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2011．7．2 函館6着

2009．2．1生 牝5青鹿 母 コスモキララ 母母 ローズオブダイヤ 35戦4勝 賞金 72，539，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※サトノレオパード号は，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。

２レース目 ４レース目



3409512月28日 小雨 良 （26阪神5）第8日 第11競走 ��
��2，000�カウントダウンステークス

発走15時50分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．12．21以降26．12．21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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

48 ゼンノルジェロ 牡6青 54 熊沢 重文大迫久美子氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 510＋ 42：02．5 51．2�
23 ミヤジタイガ 牡4鹿 57 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 510＋ 22：02．6� 6．1�
611 ロングリバイバル 牡3鹿 53 幸 英明中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 500＋ 4 〃 クビ 13．0�
714 トウカイオーロラ 牡7黒鹿53 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 484＋ 82：02．7クビ 43．6�
36 コウエイワンマン 牡3黒鹿54 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 530＋ 42：02．91� 8．6�
12 カネトシマーシャル 牡6鹿 56 松山 弘平兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 510－ 22：03．0	 48．0�
24 ダノンフェニックス 牡6黒鹿56 四位 洋文	ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 アタマ 3．6

35 ハナノシンノスケ 牡7鹿 52 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 498＋ 6 〃 アタマ 145．3�
510 ダイシンブラック 牡5鹿 55 北村 友一大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 490＋142：03．1クビ 23．1�
11 テ ン ペ ル 牡6黒鹿54 藤田 伸二山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484－ 42：03．2� 13．6
47 
 サクラボールド 牡7栗 56 勝浦 正樹	さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 480＋122：03．3� 7．2�
59 スマートリバティー 牡6鹿 52 古川 吉洋大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 454± 02：03．62 68．7�
815 アイウォントユー 牡7栗 53 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 480＋ 4 〃 クビ 39．8�
612
 ベリーフィールズ 牝6鹿 51 藤懸 貴志 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 474－ 22：03．7� 22．3�
816
 メイショウリョウマ 牡6黒鹿52 国分 優作松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 22：03．91� 109．4�
713
 スミデロキャニオン 牡5鹿 55 松若 風馬吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：04．11� 4．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，188，300円 複勝： 107，126，100円 枠連： 69，294，000円
馬連： 254，276，800円 馬単： 118，152，900円 ワイド： 99，956，500円
3連複： 324，840，600円 3連単： 510，720，500円 計： 1，558，555，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，120円 複 勝 � 1，210円 � 290円 � 410円 枠 連（2－4） 770円

馬 連 �� 12，970円 馬 単 �� 37，560円

ワ イ ド �� 4，070円 �� 6，920円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 49，480円 3 連 単 ��� 439，230円

票 数

単勝票数 計 741883 的中 � 11586（13番人気）
複勝票数 計1071261 的中 � 20576（12番人気）� 107779（4番人気）� 69359（6番人気）
枠連票数 計 692940 的中 （2－4） 69394（2番人気）
馬連票数 計2542768 的中 �� 15183（44番人気）
馬単票数 計1181529 的中 �� 2359（108番人気）
ワイド票数 計 999565 的中 �� 6277（46番人気）�� 3669（66番人気）�� 17576（16番人気）
3連複票数 計3248406 的中 ��� 4923（142番人気）
3連単票数 計5107205 的中 ��� 843（1114番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．9―12．5―12．5―12．3―11．9―11．8―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．6―37．5―50．0―1：02．5―1：14．8―1：26．7―1：38．5―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゼンノルジェロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．9．26 阪神3着

2008．4．30生 牡6青 母 フサイチエアデール 母母 ラスティックベル 19戦4勝 賞金 55，232，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時51分に変更。
〔その他〕 スミデロキャニオン号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スミデロキャニオン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年2月28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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 スズカヴァンガード号・タイタン号・ニシノテキーラ号・メイクアップ号

3409612月28日 小雨 良 （26阪神5）第8日 第12競走 ��
��1，400�2014ファイナルステークス

発走16時25分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000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 コーリンベリー 牝3栗 53 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 480－ 21：22．9 5．6�
12 � ニシケンモノノフ 牡3栗 55 中谷 雄太西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 500± 01：23．53	 24．9�
36 
 シンボリエンパイア 牡5黒鹿56 G．ブノワ シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada 524－ 41：23．71� 9．7�
（仏）

713 キョウワダッフィー 牡6鹿 58 四位 洋文�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 472＋ 2 〃 ハナ 2．8�
59 キ ズ マ 牡5鹿 56 藤田 伸二 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 508＋ 41：23．91	 27．7�
24 セイカプリコーン 牡6鹿 56 川須 栄彦金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 494＋ 41：24．0	 75．3	
815 ナリタスーパーワン 牡5鹿 56 幸 英明
オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 4 〃 ハナ 9．3�
23 キクノストーム 牡5鹿 56 勝浦 正樹菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 504＋101：24．1クビ 42．7�
11 デザートオアシス 牡6鹿 56 北村 友一 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 548＋32 〃 アタマ 22．1
816 ネオザウイナー 牡6青鹿56 松田 大作小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494－ 4 〃 アタマ 147．0�
510 スズカロジック 牡6栗 56 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 518± 01：24．2クビ 137．5�
612 ゴールスキー 牡7黒鹿59 和田 竜二 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 498＋101：24．3	 22．8�
48 カ オ ス モ ス 牡4鹿 56 尾島 徹小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 516＋16 〃 クビ 7．5�

（笠松）

35 メイショウマシュウ 牡6黒鹿57 藤岡 佑介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 524＋181：24．4	 49．9�
714 ナガラオリオン 牡5鹿 57 太宰 啓介長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 476＋ 61：24．5クビ 7．3�
611
 シゲルソウサイ 牡6鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 516＋101：25．13	 210．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 157，272，800円 複勝： 184，696，400円 枠連： 121，386，300円
馬連： 439，333，400円 馬単： 200，645，200円 ワイド： 187，849，800円
3連複： 553，901，400円 3連単： 984，858，100円 計： 2，829，943，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 250円 � 460円 � 330円 枠 連（1－4） 1，610円

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 9，930円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，590円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 25，890円 3 連 単 ��� 92，400円

票 数

単勝票数 計1572728 的中 � 223003（2番人気）
複勝票数 計1846964 的中 � 214727（3番人気）� 95460（7番人気）� 144899（6番人気）
枠連票数 計1213863 的中 （1－4） 58295（6番人気）
馬連票数 計4393334 的中 �� 61748（20番人気）
馬単票数 計2006452 的中 �� 15147（35番人気）
ワイド票数 計1878498 的中 �� 26990（19番人気）�� 30696（16番人気）�� 14196（38番人気）
3連複票数 計5539014 的中 ��� 16042（84番人気）
3連単票数 計9848581 的中 ��� 7727（294番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．6―47．4―59．3―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーリンベリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ミシックトライブ デビュー 2013．8．3 小倉11着

2011．4．13生 牝3栗 母 コーリンラヴィアン 母母 コーリンビビアン 9戦4勝 賞金 72，376，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の28頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）28頭 アイラブリリ号・アースソニック号・エアウルフ号・ガンジス号・グランプリブラッド号・グレートチャールズ号・

ケビンドゥ号・コウヨウアレス号・サイモントルナーレ号・サトノギャラント号・サトノシュレン号・ジョヴァンニ号・
タイセイファントム号・ティアップゴールド号・ナンチンノン号・ニザエモン号・フリートストリート号・
ブルーストーン号・ペイシャフェリス号・ペルーサ号・ボレアス号・マルカバッケン号・ミヤジエルビス号・
メイショウノーベル号・モグモグパクパク号・リキサンステルス号・レオアクティブ号・ローブデソワ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（26阪神5）第8日 12月28日（日曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

222，220，000円
4，160，000円
8，600，000円
2，120，000円
20，160，000円
69，808，000円
5，520，800円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
615，995，000円
882，878，000円
441，641，100円
1，683，170，900円
916，792，500円
764，747，100円
2，129，103，000円
3，648，375，100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 11，082，702，700円

総入場人員 37，414名 （有料入場人員 34，195名）



平成26年度 第5回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，366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

2，037，670，000円
8，320，000円
95，460，000円
16，701，000円
183，120，000円
533，109，000円
38，761，000円
13，113，600円

勝馬投票券売得金
4，903，030，200円
7，137，253，800円
3，152，590，800円
12，986，549，200円
6，938，526，500円
5，671，772，100円
16，905，483，900円
29，913，880，200円
1，953，245，900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 89，562，332，600円

総入場延人員 162，133名 （有料入場延人員 145，977名）
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