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3406112月20日 晴 良 （27阪神5）第6日 第1競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

24 アナフィエル 牝2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 428＋181：13．6 15．5�

36 スーセントマリー 牝2鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 480± 01：13．81� 1．5�
815 リバーサイドパーク 牝2鹿 54 小牧 太�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 450± 01：14．22� 19．9�
12 チャーミングリリ 牝2鹿 54 幸 英明杉元 四男氏 奥村 豊 浦河 高岸 順一 420＋ 81：14．3クビ 101．8�
48 シゲルカマス 牝2鹿 54 田辺 裕信森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 432＋ 2 〃 アタマ 56．8	
11 メモリーマニフィカ 牝2黒鹿54 和田 竜二�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 498－ 8 〃 クビ 9．0

714 スパイチャクラ 牝2黒鹿54 浜中 俊 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 466－101：14．61� 8．7�
47 タヒチアンムーン 牝2栗 54

53 ☆小崎 綾也�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 474＋ 21：15．23� 103．8�
611 パープルミラクル 牝2黒鹿54 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 406－ 41：15．3クビ 349．8
23 サウンドガリア 牝2栗 54 岩田 康誠増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 信成牧場 426－ 4 〃 ハナ 63．1�
713 エイシンヴィーヴォ 牝2栗 54 太宰 啓介�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 城地 清満 436－181：15．4� 51．4�
510 チェリーランウェイ 牝2青鹿54 吉井 友彦�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 496＋ 41：15．5� 18．8�

（笠松）

59 パ キ ラ 牝2黒鹿54 池添 謙一藤田 好紀氏 田中 章博 新ひだか 小河 豊水 408－ 21：15．82 461．7�
612 サ サ メ ユ キ 牝2鹿 54 中谷 雄太石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 川端 英幸 466＋ 21：16．0� 584．4�
816 ベ ー ジ ョ 牝2黒鹿54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 浦河 山田 昇史 468－121：16．42� 263．6�
35 マーブルフレンテ 牝2鹿 54 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 468－20 （競走中止） 8．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，953，400円 複勝： 96，745，500円 枠連： 13，827，000円
馬連： 54，701，100円 馬単： 37，297，100円 ワイド： 33，231，700円
3連複： 75，804，600円 3連単： 120，160，100円 計： 461，720，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 290円 � 110円 � 390円 枠 連（2－3） 620円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，560円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，940円 3 連 単 ��� 38，170円

票 数

単勝票数 計 299534 的中 � 15412（5番人気）
複勝票数 計 967455 的中 � 24077（5番人気）� 728919（1番人気）� 16981（7番人気）
枠連票数 計 138270 的中 （2－3） 17166（3番人気）
馬連票数 計 547011 的中 �� 44712（4番人気）
馬単票数 計 372971 的中 �� 8236（10番人気）
ワイド票数 計 332317 的中 �� 18465（4番人気）�� 3092（24番人気）�� 12734（5番人気）
3連複票数 計 758046 的中 ��� 11502（13番人気）
3連単票数 計1201601 的中 ��� 2282（108番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．0―12．9―12．6―12．5

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 ・（6，7）－（10，14）3（8，13）2（1，16）（11，15）（4，12）－9＝5 4 ・（6，7，14，13）（10，8，2）（3，1，16，15）（4，11）12－9

勝馬の
紹 介

アナフィエル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．6．27 阪神5着

2013．4．18生 牝2栗 母 ハギノルチェーレ 母母 フ ラ ン カ 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔競走中止〕 マーブルフレンテ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 チェリーランウェイ号の騎手吉井友彦は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・2番）
※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。

3406212月20日 晴 良 （27阪神5）第6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

12 トニーブロンディ 牡2栗 55 武 豊トニー倶楽部 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 466－ 61：54．8 17．4�
612 ブリーズスズカ 牡2青鹿55 M．デムーロ永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 460＋ 21：55．22� 9．5�
11 トウシンタイガー 牡2鹿 55 浜中 俊�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 520＋ 4 〃 アタマ 1．6�
35 エフハリスト 牡2青鹿55 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 470＋ 8 〃 ハナ 52．6�
36 ティーゲット 牝2栗 54 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 466－ 81：55．41� 18．3	
816 マ ジ メ 牡2鹿 55 田辺 裕信杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 前川 隆範 492＋ 21：55．5� 30．4

713 カフジプリンス 牡2栗 55 川田 将雅加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 512－ 41：55．6クビ 6．0�
48 ドゥドゥドゥ 牡2青鹿55 吉井 友彦�ターフ・スポート矢作 芳人 日高 モリナガファーム 456－ 2 〃 クビ 18．6

（笠松）

714 ピンクアゲート 牝2鹿 54 蛯名 正義ディアレスト 高橋 義忠 浦河 小島牧場 458± 01：55．7� 25．7�
24 ディライトクライ 牡2栗 55 岩田 康誠 �シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：56．01� 21．3�
815 ライトフォーミー 牡2鹿 55 中谷 雄太�ターフ・スポート松下 武士 新ひだか 大典牧場 490＋ 4 〃 アタマ 413．1�
47 ゴッドテンス 牡2芦 55 幸 英明窪田 芳郎氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 504＋ 81：56．1クビ 19．8�
59 ヌ ン ダ ー ウ 牝2鹿 54 和田 竜二ヌンクラブ� 谷 潔 新冠 赤石 久夫 464－ 21：57．16 423．7�
510 ヌーヴォモンド 牝2鹿 54 �島 良太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 新冠 石郷岡 雅樹 482－ 21：58．27 579．6�
611 シゲルニジョウサバ 牝2鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 武 牧場 444－ 4 〃 ハナ 359．9�
23 シゲルシロアマダイ 牡2芦 55 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 B448＋ 21：59．15 307．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，893，100円 複勝： 121，656，800円 枠連： 16，245，500円
馬連： 58，562，200円 馬単： 40，936，800円 ワイド： 35，722，100円
3連複： 78，289，100円 3連単： 127，449，300円 計： 511，754，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 270円 � 220円 � 110円 枠 連（1－6） 600円

馬 連 �� 6，300円 馬 単 �� 17，210円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 450円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 30，620円

票 数

単勝票数 計 328931 的中 � 15066（4番人気）
複勝票数 計1216568 的中 � 28949（4番人気）� 38345（3番人気）� 934482（1番人気）
枠連票数 計 162455 的中 （1－6） 20828（2番人気）
馬連票数 計 585622 的中 �� 7200（15番人気）
馬単票数 計 409368 的中 �� 1783（37番人気）
ワイド票数 計 357221 的中 �� 5523（15番人気）�� 20632（3番人気）�� 28055（2番人気）
3連複票数 計 782891 的中 ��� 25935（6番人気）
3連単票数 計1274493 的中 ��� 3017（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．4―50．3―1：03．3―1：16．3―1：28．8―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．5
1
3
2，6（4，9）－（3，10，11）（1，12）5（8，13）14，16（7，15）
2，6（4，9）5，3（10，11，12）8（14，1）13，16，7，15

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

勝馬の
紹 介

トニーブロンディ �
�
父 カリズマティック �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．10．3 阪神5着

2013．4．12生 牡2栗 母 チョウシューホマレ 母母 シュガーエンジェル 3戦1勝 賞金 6，450，000円
〔制裁〕 ヌーヴォモンド号の騎手�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30，000円。
※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 モンストルコント号
※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。

第５回 阪神競馬 第６日



3406312月20日 晴 良 （27阪神5）第6日 第3競走 ��1，400�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
1：23．5
1：23．1

重
重

24 メイショウミラコロ 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 512－ 81：26．9 3．3�
35 カイソクポリス 牡2鹿 55 浜中 俊小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 474－ 41：27．11� 11．4�
36 オールスマイル 牝2青鹿54 太宰 啓介前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 6 〃 クビ 3．9�
510 カネトシフェイト 牡2黒鹿55 和田 竜二兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 ラツキー牧場 448－ 61：27．31� 73．7�
23 ビリケンラッシュ 牡2鹿 55 松山 弘平市川 義美氏 高橋 亮 浦河 谷川牧場 508± 01：27．4� 132．8�
48 ライジングスター 牡2青 55 岩田 康誠杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 464＋ 41：27．5� 4．0�
11 ル ミ ノ ー ル 牡2黒鹿55 幸 英明薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 466＋ 41：27．92� 13．4	
612 フ ラ ッ ク ス 牝2栗 54 国分 優作山本 堅治氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 410＋ 41：28．32� 283．1

12 リヴァイバル 牝2栗 54 M．デムーロ杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 486－ 8 〃 クビ 5．8�
714 ハニーブーケ 牝2鹿 54 �島 良太�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 440－ 81：28．4クビ 505．1
815 レイクテカポ 牡2鹿 55 小牧 太幅田 京子氏 庄野 靖志 新ひだか 千代田牧場 466－ 4 〃 クビ 20．3�
713 カンガルーブラクマ 牡2黒鹿55 吉井 友彦長井 純一氏 沖 芳夫 新ひだか 沖田 忠幸 476－121：28．61 252．2�

（笠松）

59 リーゼントフォルテ 牝2鹿 54 中谷 雄太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438－ 41：28．7� 83．4�

816 タイバーカット 牡2栗 55
54 ☆小崎 綾也水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 漆原 武男 464－ 4 〃 クビ 471．7�

47 ジュンレンパ 牡2鹿 55 蛯名 正義河合 純二氏 森 秀行 新冠 秋田牧場 B474＋ 21：28．91 38．4�
611 ハギノベリーニ 牝2鹿 54 池添 謙一日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 406－101：29．43 266．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，487，100円 複勝： 36，921，400円 枠連： 16，017，900円
馬連： 60，989，800円 馬単： 34，651，300円 ワイド： 35，651，400円
3連複： 81，166，500円 3連単： 121，932，400円 計： 416，817，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 240円 � 130円 枠 連（2－3） 550円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 880円 �� 240円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 11，620円

票 数

単勝票数 計 294871 的中 � 70191（1番人気）
複勝票数 計 369214 的中 � 68034（2番人気）� 28938（5番人気）� 89892（1番人気）
枠連票数 計 160179 的中 （2－3） 22268（2番人気）
馬連票数 計 609898 的中 �� 20477（8番人気）
馬単票数 計 346513 的中 �� 6424（16番人気）
ワイド票数 計 356514 的中 �� 9187（11番人気）�� 44930（1番人気）�� 15812（6番人気）
3連複票数 計 811665 的中 ��� 31152（6番人気）
3連単票数 計1219324 的中 ��� 7606（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―36．0―48．6―1：01．5―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウミラコロ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Gulch デビュー 2015．11．28 京都3着

2013．2．16生 牡2鹿 母 ウルトラシートゥ 母母 シートゥシャイニングシー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ビリケンラッシュ号の騎手松山弘平は，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26日から平成28年

1月9日まで騎乗停止。（被害馬：12番・7番）
※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。

3406412月20日 晴 良 （27阪神5）第6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

11 ロードスター 牡2栗 55 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478＋ 41：48．6 7．6�

（英）

818� タニノアーバンシー 牝2黒鹿54 和田 竜二谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-
mizu 480± 0 〃 ハナ 5．1�

714 ピッツィカート 牡2鹿 55 浜中 俊 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 20．0�
817 ミッキーシャンティ 牡2青鹿55 岩田 康誠野田みづき氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 アタマ 14．3�
510 ファンタサイズ 牡2鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 440－ 21：48．91� 5．0�
12 テ ラ ノ ヴ ァ 牝2芦 54 M．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 476± 01：49．11 3．2	
713 ナムラルパン 牡2鹿 55 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 492－ 81：49．2� 7．7

35 カ ラ ク プ ア 牡2黒鹿55 武 豊�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム 478－ 41：49．3	 12．3�
611 ゼットマックイーン 牡2鹿 55 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 広田牧場 448＋ 4 〃 アタマ 72．5
23 クリノサンレオ 牡2栗 55 
島 良太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 438± 01：49．4クビ 301．8�
59 ウォータープリアム 牡2栗 55 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 512－ 81：49．61� 140．6�
715 サウスオブボーダー 牡2鹿 55 国分 優作三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 448＋ 41：49．7	 48．0�
24 アバンダント 牝2鹿 54 田辺 裕信近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 430± 01：49．8� 72．1�
612 カ イ 牡2栗 55 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436± 01：50．33 61．3�
816 トゥールエッフェル 牝2芦 54 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 518＋201：50．51� 89．3�
47 リョーシンヒナタ 牝2鹿 54 太宰 啓介梅木 真也氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 454－ 41：50．71� 377．4�
48 メイショウドスコイ 牡2黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 422－ 4 〃 アタマ 260．2�
36 ハイリマイリ 牝2栗 54 蛯名 正義守内ひろ子氏 飯田 雄三 浦河 笠松牧場 446－12 〃 クビ 301．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，726，000円 複勝： 59，492，400円 枠連： 25，146，800円
馬連： 74，834，800円 馬単： 37，764，200円 ワイド： 46，214，700円
3連複： 98，802，000円 3連単： 119，820，400円 計： 501，801，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 190円 � 440円 枠 連（1－8） 500円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，920円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 7，860円 3 連 単 ��� 36，960円

票 数

単勝票数 計 397260 的中 � 41579（4番人気）
複勝票数 計 594924 的中 � 68756（4番人気）� 94052（3番人気）� 29427（8番人気）
枠連票数 計 251468 的中 （1－8） 38364（1番人気）
馬連票数 計 748348 的中 �� 36620（4番人気）
馬単票数 計 377642 的中 �� 7434（15番人気）
ワイド票数 計 462147 的中 �� 19475（6番人気）�� 5998（23番人気）�� 7803（20番人気）
3連複票数 計 988020 的中 ��� 9416（30番人気）
3連単票数 計1198204 的中 ��� 2350（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．0―48．3―1：01．1―1：13．5―1：25．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードスター �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Selkirk デビュー 2015．9．6 小倉2着

2013．3．7生 牡2栗 母 アークティックシルク 母母 Cape Verdi 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔騎手変更〕 サウスオブボーダー号の騎手四位洋文は，第5日第3競走での負傷のため国分優作に変更。
※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 カスタネット号・ジョウショウキセキ号
※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。



3406512月20日 晴 良 （27阪神5）第6日 第5競走 ��2，000�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
2：00．8
1：59．8

良
良

57 メイショウタチマチ 牝2鹿 54 川田 将雅松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 490 ―2：02．7 5．9�
34 ステイキングダム 牡2鹿 55 A．アッゼニ �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 414 ―2：02．91� 16．4�

（英）

46 エッジースタイル 牝2栗 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 ハナ 17．1�
711 ウインクルスーパー 牝2鹿 54 武 豊塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 470 ―2：03．75 11．0�
33 シ ョ パ ン 牡2黒鹿55 M．デムーロ窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 476 ―2：03．91� 1．6�
610 スワーヴアーサー 牡2鹿 55 和田 竜二	NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 490 ―2：04．21� 7．4

22 クーファレイア 牝2鹿 54 浜中 俊大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 480 ― 〃 アタマ 38．7�
11 マールデルプラタ 牝2鹿 54 池添 謙一	G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 クビ 68．2�
814 グローサーザール 牡2栗 55 田辺 裕信 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 546 ―2：04．51� 17．6
69 マルモプリマ 牝2鹿 54 幸 英明まるも組合 藤沢 則雄 浦河 信成牧場 486 ―2：04．82 321．8�
45 ゴールデンティアラ 牝2栗 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 新冠橋本牧場 452 ―2：05．01� 46．1�
58 ポ ボ ス 牡2鹿 55 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 520 ―2：05．32 137．9�
813 アットリーチェノバ 牝2青鹿54 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 420 ―2：08．6大差 445．8�
712 マ イ テ ィ 牡2栗 55 �島 良太 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 488 ―2：09．98 195．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 45，305，200円 複勝： 60，702，200円 枠連： 15，518，000円
馬連： 67，997，900円 馬単： 49，400，000円 ワイド： 36，238，000円
3連複： 81，485，600円 3連単： 139，781，300円 計： 496，428，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 250円 � 540円 � 540円 枠 連（3－5） 540円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 8，960円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，080円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 12，310円 3 連 単 ��� 70，860円

票 数

単勝票数 計 453052 的中 � 61365（2番人気）
複勝票数 計 607022 的中 � 72344（2番人気）� 27483（6番人気）� 27348（7番人気）
枠連票数 計 155180 的中 （3－5） 22133（1番人気）
馬連票数 計 679979 的中 �� 13199（13番人気）
馬単票数 計 494000 的中 �� 4132（26番人気）
ワイド票数 計 362380 的中 �� 8363（13番人気）�� 8735（11番人気）�� 5103（19番人気）
3連複票数 計 814856 的中 ��� 4963（41番人気）
3連単票数 計1397813 的中 ��� 1430（200番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．5―49．3―1：01．9―1：14．4―1：27．1―1：38．9―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウタチマチ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ウォーエンブレム 初出走

2013．3．5生 牝2鹿 母 サーリセルカ 母母 ラストリゾート 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 スワーヴアーサー号の騎手四位洋文は，第5日第3競走での負傷のため和田竜二に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月20日まで平地競走に出

走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3406612月20日 晴 良 （27阪神5）第6日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時55分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

710 シゲルノコギリザメ 牡2黒鹿55 太宰 啓介森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー
クスタツド 476－ 41：09．4 40．6�

22 ファインニードル 牡2鹿 55 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458－ 81：09．61� 3．4�

（英）

55 ソルヴェイグ 牝2栗 54 川田 将雅�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 4．0�

811 メイショウシャチ 牡2鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 468＋ 41：10．13 6．9�
44 スノードリーム 牝2芦 54 岩田 康誠三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B440－ 21：10．2	 14．3�
79 プリンシパルスター 牡2青鹿55 小牧 太 	シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：10．41� 3．0

68 
 ポートレイト 牝2黒鹿54 中谷 雄太グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 416＋ 21：10．5� 11．3�
33 スティルプリンス 牡2鹿 55 和田 竜二山上 和良氏 和田 正道 浦河 カナイシスタッド 472－ 61：10．82 45．9�
67 ゼンノハーデース 牡2黒鹿55 田辺 裕信大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 川島牧場 454＋ 21：11．01� 104．7
11 � メ イ サ 牝2黒鹿54 吉井 友彦	ホースケア 坂口 義幸 日高 新生ファーム 420－ 71：11．42� 191．7�

（愛知） （笠松）

56 ヒロノフェロー 牡2鹿 55 竹之下智昭サンエイ開発� 庄野 靖志 浦河 川越ファーム B506－ 21：11．5クビ 76．7�
812 ダートリーダー 牡2鹿 55

54 ☆小崎 綾也岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 452－ 6 〃 クビ 388．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，300，700円 複勝： 42，922，000円 枠連： 12，265，000円
馬連： 64，584，200円 馬単： 37，754，600円 ワイド： 33，549，700円
3連複： 81，687，300円 3連単： 141，290，700円 計： 445，354，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，060円 複 勝 � 670円 � 170円 � 170円 枠 連（2－7） 520円

馬 連 �� 6，860円 馬 単 �� 18，620円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 2，130円 �� 340円

3 連 複 ��� 6，110円 3 連 単 ��� 79，960円

票 数

単勝票数 計 313007 的中 � 6155（7番人気）
複勝票数 計 429220 的中 � 12039（7番人気）� 72984（3番人気）� 76721（2番人気）
枠連票数 計 122650 的中 （2－7） 18196（1番人気）
馬連票数 計 645842 的中 �� 7289（16番人気）
馬単票数 計 377546 的中 �� 1520（41番人気）
ワイド票数 計 335497 的中 �� 4574（16番人気）�� 3737（19番人気）�� 29270（3番人気）
3連複票数 計 816873 的中 ��� 10023（19番人気）
3連単票数 計1412907 的中 ��� 1281（184番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．2―11．2―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．6―45．8―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 ・（3，9，10）（2，8，12）5－（4，11）6，7＝1 4 ・（3，9，10）（2，8，12）5，11，4－7，6＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルノコギリザメ �
�
父 スーパーホーネット �

�
母父 タイキブリザード デビュー 2015．10．10 京都10着

2013．3．12生 牡2黒鹿 母 シアトルビューティ 母母 タイキビューティー 5戦2勝 賞金 14，250，000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。



3406712月20日 晴 良 （27阪神5）第6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

610 サンライズアルブル 牡4黒鹿57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484± 01：52．5 9．2�

23 ニホンピロシナバー 牡3青鹿56 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 498＋ 21：52．82 7．6�
712 マコトグロズヌイ 牡4芦 57 田辺 裕信�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：53．54 14．0�
611 オウケンワールド 牡3芦 56 岩田 康誠福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B492± 01：53．92	 3．7�
47 ヤマカツライデン 牡3黒鹿56 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 530＋ 4 〃 アタマ 28．6�
58 ウェーブキング 牡3鹿 56 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 浦河 杵臼牧場 516＋ 2 〃 ハナ 4．7	
59 モズマッテタワ 牝5黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 488＋ 21：54．32	 25．8

713 ブロウユアマインド 牡3鹿 56 小牧 太 �シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 458＋ 6 〃 アタマ 54．3�
46 ローザズカレッジ 牡5黒鹿57 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 472± 01：54．51
 5．5
814 テイエムトラネコ 牡3芦 56 国分 優作竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 486－101：54．6クビ 48．3�
22 � フ ェ ン ガ リ 牡4栗 57 太宰 啓介一村 哲也氏 高橋 亮 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 21：54．7� 82．0�
815 ショウナンハルカス 牡3黒鹿56 吉井 友彦国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482＋ 41：55．02 15．2�

（笠松）

35 � チュウワワンダー 牡5鹿 57 和田 竜二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：55．31� 122．2�
34 グレンガイル 牡4鹿 57 �島 良太 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 510± 01：55．4� 20．6�
11 アンバーグリスキー 牡3鹿 56 蛯名 正義青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 450± 01：56．03	 26．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，208，900円 複勝： 46，812，600円 枠連： 20，287，800円
馬連： 76，085，600円 馬単： 35，414，800円 ワイド： 42，838，900円
3連複： 99，264，000円 3連単： 121，325，800円 計： 474，238，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 250円 � 250円 � 390円 枠 連（2－6） 790円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，350円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 8，310円 3 連 単 ��� 52，790円

票 数

単勝票数 計 322089 的中 � 27894（5番人気）
複勝票数 計 468126 的中 � 51782（5番人気）� 52317（4番人気）� 28033（6番人気）
枠連票数 計 202878 的中 （2－6） 19679（3番人気）
馬連票数 計 760856 的中 �� 23401（10番人気）
馬単票数 計 354148 的中 �� 5016（21番人気）
ワイド票数 計 428389 的中 �� 14291（8番人気）�� 8030（16番人気）�� 8587（14番人気）
3連複票数 計 992640 的中 ��� 8958（23番人気）
3連単票数 計1213258 的中 ��� 1666（152番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．9―50．6―1：02．8―1：15．1―1：27．0―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズアルブル �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．8．25 小倉7着

2011．1．15生 牡4黒鹿 母 ラブリープリンセス 母母 ラブリーサンライズ 21戦2勝 賞金 27，240，000円
〔騎手変更〕 グレンガイル号の騎手四位洋文は，第5日第3競走での負傷のため�島良太に変更。
※ブロウユアマインド号・モズマッテタワ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3406812月20日 晴 良 （27阪神5）第6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）
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
1：48．5
1：47．8

重
重

24 レッドルグラン 牡3鹿 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 510－ 61：52．2 4．4�
815 エアカミュゼ 牡4黒鹿57 川田 将雅 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504－ 6 〃 クビ 4．3�
35 サンライズワールド �5栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 446－ 41：52．3クビ 13．4�
713	 エーシンエポナ 牝5鹿 55 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

502± 01：52．4
 14．6�
611 テイエムジンソク 牡3芦 56 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 482－ 61：52．61� 5．3�
47 ヒラボククラウン 牡3栗 56 蛯名 正義�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 478± 01：52．7
 11．4	
816 スズカルパン 牡6鹿 57 武 豊永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 468＋ 61：52．8
 7．9

48 モルトベーネ 牡3栗 56 松山 弘平三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 454＋ 2 〃 アタマ 10．4�
59 スズカウラノス 牡6鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 470＋ 41：52．9
 73．2�
11 アドマイヤイバマ 牡5芦 57 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：53．21� 70．8
612 タイセイバスター 牡5鹿 57 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 504－ 21：53．3クビ 24．8�
12 ニホンピロサンダー 牡3黒鹿56 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 490± 0 〃 アタマ 111．7�
510 ヤマイチレジェンド 牡3栗 56 田中 健坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 506＋ 21：53．72
 246．5�
714 タガノギャラクシー 牡5鹿 57 島 良太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 538－ 2 〃 クビ 108．3�
36 メテオライト �6栗 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 530＋201：53．8クビ 62．7�
23 シ ョ ー グ ン 牡5鹿 57 A．アッゼニ 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 632＋ 41：54．22
 19．4�
（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，294，100円 複勝： 56，489，300円 枠連： 29，366，200円
馬連： 91，196，400円 馬単： 40，343，100円 ワイド： 48，863，600円
3連複： 119，555，800円 3連単： 144，134，200円 計： 567，242，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 160円 � 280円 枠 連（2－8） 540円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 480円 �� 900円 �� 860円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 20，470円

票 数

単勝票数 計 372941 的中 � 66807（2番人気）
複勝票数 計 564893 的中 � 88374（2番人気）� 101461（1番人気）� 42373（7番人気）
枠連票数 計 293662 的中 （2－8） 42050（1番人気）
馬連票数 計 911964 的中 �� 61671（1番人気）
馬単票数 計 403431 的中 �� 14481（1番人気）
ワイド票数 計 488636 的中 �� 27273（1番人気）�� 13480（11番人気）�� 14250（7番人気）
3連複票数 計1195558 的中 ��� 20871（7番人気）
3連単票数 計1441342 的中 ��� 5104（30番人気）

ハロンタイム 12．8―10．6―12．7―12．4―12．6―12．8―12．7―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．4―36．1―48．5―1：01．1―1：13．9―1：26．6―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．3
1
3
14（8，11）12（4，10）－（5，7）（15，16）1，6－（2，9）－（13，3）
14，11（8，12）4（5，10，3）15（1，7，6）16（2，9）13

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

勝馬の
紹 介

レッドルグラン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2014．12．21 阪神7着

2012．1．24生 牡3鹿 母 ブ レ ン ダ 母母 Fairy Ballade 10戦3勝 賞金 30，950，000円
〔騎手変更〕 ヤマイチレジェンド号の騎手四位洋文は，第5日第3競走での負傷のため田中健に変更。
※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 キョウワランサー号・スランジバール号
※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。



3406912月20日 晴 良 （27阪神5）第6日 第9競走 ��
��1，600�

もとまち

元町ステークス
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

711 マテンロウボス 牡4黒鹿57 池添 謙一寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 464－ 81：34．1 11．6�
68 ケ ン ト オ ー 牡3黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 468＋ 21：34．2� 14．5�
22 ラ ン グ レ ー 牡4鹿 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：34．41	 8．0�
813 ブラックムーン 牡3鹿 56 浜中 俊 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 496－ 2 〃 クビ 5．7�
45 ピークトラム 牡4黒鹿57 川田 将雅吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 500＋ 61：34．61 11．1�
56 オースミナイン 牡5鹿 57 幸 英明	オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 474－ 2 〃 アタマ 20．4

11 
 ホッコーアムール 牝5青 55 武 豊矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 468＋ 81：34．81	 34．6�
44 
 メイショウインロウ 牡6栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 534＋ 81：34．9� 109．3�
57 セイクレットレーヴ 牡6鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 462－ 6 〃 ハナ 81．7
710 ドラゴンストリート 牡4鹿 57 岩田 康誠窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 476＋ 41：35．0� 2．3�
69 ジ ル ダ 牝3鹿 54 A．アッゼニ 金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 千歳 社台ファーム 418－ 6 〃 クビ 72．4�
（英）

33 シャイニーガール 牝4鹿 55 国分 優作小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 480－ 81：35．31� 258．4�
812 コンテッサトゥーレ 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 454＋ 41：35．51	 5．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 59，096，200円 複勝： 98，297，500円 枠連： 37，106，200円
馬連： 159，840，900円 馬単： 77，844，800円 ワイド： 71，664，000円
3連複： 202，578，900円 3連単： 338，277，300円 計： 1，044，705，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 390円 � 420円 � 300円 枠 連（6－7） 1，690円

馬 連 �� 7，710円 馬 単 �� 16，840円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 1，580円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 16，370円 3 連 単 ��� 128，200円

票 数

単勝票数 計 590962 的中 � 40731（6番人気）
複勝票数 計 982975 的中 � 65285（6番人気）� 59226（7番人気）� 91497（4番人気）
枠連票数 計 371062 的中 （6－7） 17002（7番人気）
馬連票数 計1598409 的中 �� 16062（26番人気）
馬単票数 計 778448 的中 �� 3466（55番人気）
ワイド票数 計 716640 的中 �� 7606（27番人気）�� 11714（20番人気）�� 12940（18番人気）
3連複票数 計2025789 的中 ��� 9280（53番人気）
3連単票数 計3382773 的中 ��� 1913（366番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．9―12．1―11．9―11．4―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．1―48．2―1：00．1―1：11．5―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．0
3 4，12（3，8）5，13（1，6）11，7，2（9，10） 4 ・（4，8）12（3，13）5（6，11）1（7，10）2－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マテンロウボス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．19 中京3着

2011．3．12生 牡4黒鹿 母 ア ン ダ ン テ 母母 ダイナプレリユード 18戦5勝 賞金 94，857，000円
〔騎手変更〕 マテンロウボス号の騎手四位洋文は，第5日第3競走での負傷のため池添謙一に変更。
※コンテッサトゥーレ号は，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。

3407012月20日 晴 良 （27阪神5）第6日 第10競走 ��
��2，000�ベテルギウスステークス

発走15時00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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

11 マイネルバイカ 牡6鹿 58 A．アッゼニ �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 484＋ 62：03．7 12．8�

（英）

66 アスカノロマン 牡4栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 522－ 42：04．02 5．4�

55 � イッシンドウタイ 牡6鹿 58 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 522± 02：04．1	 40．2�
33 ドコフクカゼ 牡5黒鹿58 岩田 康誠國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 534＋ 7 〃 ハナ 2．6�
44 トウシンイーグル 
7鹿 57 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント B486＋ 82：04．31� 21．5	
811 モズライジン 牡3芦 55 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 474± 02：04．4	 7．1

22 マイネルクロップ 牡5芦 58 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 516＋10 〃 ハナ 16．0�
67 スターバリオン 牡6芦 56 蛯名 正義幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 508± 02：04．5クビ 40．5�
79 ナリタハリケーン 牡6鹿 56 池添 謙一�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 42：05．13� 20．1
810 メイショウウタゲ 牡4栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 514± 02：05．41	 4．3�
78 クラージュドール 牡5鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 62：06．78 30．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 60，276，000円 複勝： 78，988，400円 枠連： 36，096，000円
馬連： 173，525，200円 馬単： 86，396，800円 ワイド： 77，324，300円
3連複： 207，048，700円 3連単： 363，566，800円 計： 1，083，222，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 390円 � 230円 � 1，050円 枠 連（1－6） 4，340円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 10，600円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 6，620円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 56，690円 3 連 単 ��� 288，700円

票 数

単勝票数 計 602760 的中 � 37462（5番人気）
複勝票数 計 789884 的中 � 52096（5番人気）� 108556（3番人気）� 16751（11番人気）
枠連票数 計 360960 的中 （1－6） 6436（14番人気）
馬連票数 計1735252 的中 �� 33596（13番人気）
馬単票数 計 863968 的中 �� 6112（37番人気）
ワイド票数 計 773243 的中 �� 15415（13番人気）�� 2960（53番人気）�� 4713（41番人気）
3連複票数 計2070487 的中 ��� 2739（109番人気）
3連単票数 計3635668 的中 ��� 913（559番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．7―13．6―12．6―12．3―12．5―12．1―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．0―49．6―1：02．2―1：14．5―1：27．0―1：39．1―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルバイカ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．10．16 京都6着

2009．2．18生 牡6鹿 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー 32戦7勝 賞金 154，668，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 モズライジン号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）

メイショウウタゲ号の騎手武幸四郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8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。

２レース目



3407112月20日 晴 良 （27阪神5）第6日 第11競走 ��
��1，600�第67回朝日杯フューチュリティステークス（ＧⅠ）

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

朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 1，162，000円 332，000円 166，000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
［参考記録］

1：33．1
1：32．3
1：35．9
1：33．4

良
良
稍重
良 （中山）

815 リオンディーズ 牡2黒鹿55 M．デムーロ �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 496－ 41：34．4 5．9�
611 エアスピネル 牡2栗 55 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 484＋ 21：34．5� 1．5�
713 シャドウアプローチ 牡2栗 55 中谷 雄太飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494± 01：35．24 91．6�
36 ユウチェンジ 牡2黒鹿55 川田 将雅�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 482＋ 8 〃 クビ 85．9�
612 シ ュ ウ ジ 牡2鹿 55 岩田 康誠安原 浩司氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 492± 0 〃 ハナ 9．1	
48 ツーエムレジェンド 牡2栗 55 太宰 啓介水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 462－ 21：35．3クビ 167．9

510 タイセイサミット 牡2栗 55 A．アッゼニ 田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 496＋ 4 〃 ハナ 43．8�

（英）

23 アドマイヤモラール 牡2黒鹿55 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 500± 01：35．4� 54．0�
47 イ モ ー タ ル 牡2青鹿55 武 幸四郎金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 522＋ 8 〃 クビ 14．6
24 	 コパノディール 牝2黒鹿54 小牧 太小林 祥晃氏 崎山 博樹 むかわ 市川牧場 412－ 61：35．5クビ 247．2�
59 ボールライトニング 牡2栗 55 蛯名 正義 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 506＋ 21：35．82 13．8�
714 ハレルヤボーイ 牡2栗 55 浜中 俊島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 448＋ 21：36．01
 39．5�
816 スリラーインマニラ 牡2鹿 55 和田 竜二古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 442± 01：36．21� 284．7�
12 ショウナンライズ 牡2栗 55 池添 謙一国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 464＋121：36．62� 18．5�
11 サイモンゼーレ 牡2鹿 55 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 462＋ 61：36．81
 312．0�
35 ウインオスカー 牡2鹿 55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 478－121：36．9� 118．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 666，197，100円 複勝： 656，454，300円 枠連： 363，198，200円 馬連： 1，882，198，800円 馬単： 1，125，932，300円
ワイド： 682，887，700円 3連複： 2，530，078，800円 3連単： 6，172，826，000円 5重勝： 664，431，700円 計： 14，744，204，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 110円 � 780円 枠 連（6－8） 460円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 260円 �� 5，170円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 8，160円 3 連 単 ��� 38，560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����� 93，020，430円

票 数

単勝票数 計6661971 的中 � 942266（2番人気）
複勝票数 計6564543 的中 � 653805（2番人気）� 3217154（1番人気）� 98733（11番人気）
枠連票数 計3631982 的中 （6－8） 599046（1番人気）
馬連票数 計18821988 的中 �� 2933495（1番人気）
馬単票数 計11259323 的中 �� 628924（5番人気）
ワイド票数 計6828877 的中 �� 804500（1番人気）�� 29855（44番人気）�� 99162（19番人気）
3連複票数 計25300788 的中 ��� 232355（27番人気）
3連単票数 計61728260 的中 ��� 116033（117番人気）
5重勝票数 計6644317 的中 ����� 5

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．7―47．3―1：00．0―1：11．9―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リオンディーズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．11．22 京都1着

2013．1．29生 牡2黒鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 2戦2勝 賞金 78，162，000円
〔騎手変更〕 コパノディール号の騎手四位洋文は，第5日第3競走での負傷のため小牧太に変更。
※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。

3407212月20日 晴 良 （27阪神5）第6日 第12競走 ��
��1，200�クリスマスキャロル賞

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 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：08．8
1：08．7

重
重

612� サンライズネオ 牡5黒鹿57 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 480± 01：10．9 4．6�
815 コスタアレグレ 牡5栗 57 蛯名 正義安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 480± 01：11．22 13．6�
59 メイショウワダイコ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 516－ 2 〃 クビ 4．6�
12 タガノヴェルリー 牝3鹿 54 A．アッゼニ 八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B440＋ 61：11．3クビ 7．3�
（英）

714 ラフィネシチー 牝4青鹿55 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 470＋ 81：11．4	 24．2�
611� ヒラボクダッシュ 牡6栗 57 国分 優作�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 458＋ 4 〃 クビ 32．4	
35 ブリンディス 牡3青鹿56 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B518＋ 21：11．5
 14．4

48 チーフアセスメント 牡4鹿 57 武 豊 �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 5．6�
713 キッズライトオン 牡3栗 56 和田 竜二瀬谷 雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424± 0 〃 アタマ 116．0�
36 ドリームカイザー 牡4栗 57 幸 英明ライオンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 514＋ 81：11．7
 16．6�
23 ナリタロック 牡5栗 57 太宰 啓介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 500＋ 41：12．02 88．8�
816 サンライズトーク �5芦 57 小牧 太松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 486＋ 81：12．1クビ 70．6�
510 タッチシタイ 牡5栗 57 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 500± 0 〃 クビ 11．1�
24 テーオートマホーク 牡5鹿 57 小崎 綾也小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 三嶋牧場 470＋ 41：12．2クビ 170．6�
47 � シ ー ク ロ ム 牡3青鹿56 田辺 裕信大久保和夫氏 森 秀行 新冠 村上牧場 448＋ 31：12．94 11．9�
11 デンコウヒノマル 牡4栗 57 松山 弘平田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 500－ 21：15．8大差 46．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 94，228，000円 複勝： 128，000，100円 枠連： 78，351，200円
馬連： 283，204，000円 馬単： 118，724，600円 ワイド： 139，674，100円
3連複： 373，934，700円 3連単： 544，191，700円 計： 1，760，308，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 340円 � 180円 枠 連（6－8） 2，550円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 430円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 35，160円

票 数

単勝票数 計 942280 的中 � 161540（2番人気）
複勝票数 計1280001 的中 � 226540（1番人気）� 76446（6番人気）� 203751（2番人気）
枠連票数 計 783512 的中 （6－8） 23808（13番人気）
馬連票数 計2832040 的中 �� 60120（11番人気）
馬単票数 計1187246 的中 �� 13881（20番人気）
ワイド票数 計1396741 的中 �� 28520（11番人気）�� 90825（1番人気）�� 27870（12番人気）
3連複票数 計3739347 的中 ��� 55988（10番人気）
3連単票数 計5441917 的中 ��� 11221（77番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．9―11．6―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．7―46．3―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンライズネオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo

2010．2．16生 牡5黒鹿 母 リオニアンレディー 母母 Moon Flower 27戦3勝 賞金 60，109，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時25分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デンコウヒノマル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月20日まで平地

競走に出走できない。
※シークロム号は，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。

５レース目



（27阪神5）第6日 12月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

336，740，000円
11，360，000円
3，010，000円
30，950，000円
71，574，500円
5，220，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
1，157，965，800円
1，483，482，500円
663，425，800円
3，047，720，900円
1，722，460，400円
1，283，860，200円
4，029，696，000円
8，454，756，000円
664，431，700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 22，507，799，300円

総入場人員 29，891名 （有料入場人員 27，943名）
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