
3404312月14日 晴 良 （26阪神5）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （芝・右・外）
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
1：44．5
1：43．9

良
良

11 イ サ ベ ル 牝3鹿 54 浜中 俊近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446－ 61：46．6 2．1�
12 � エイシンエルヴィン 牡3鹿 56 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 504＋ 21：47．23	 4．0�
818 カレンバッドボーイ 牡4鹿 57 武 豊鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 496＋16 〃 アタマ 7．3�
48 リ ノ リ オ 牡3黒鹿56 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 500＋ 61：47．3	 14．5�
59 ハギノブシドウ 牡4栗 57 蛯名 正義日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 500＋ 41：47．4クビ 235．8�
23 アドマイヤライン 牡4青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 454＋ 4 〃 クビ 22．4	
713 メイショウヤマホコ 牡4黒鹿57 小牧 太松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 472＋ 81：47．5クビ 121．0

35 マイネリベルタス 牝3鹿 54 高倉 稜 �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 428± 01：47．82 43．2�
510 ドラゴンストリート 牡3鹿 56 幸 英明窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 478＋101：47．9
 6．2�
715 ウ メ 牝3栗 54 国分 優作副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム B456＋ 61：48．0クビ 320．7
24 アグネスキング 牡3黒鹿56 四位 洋文渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 520± 0 〃 クビ 298．1�
612 スノーストーム 牡4栗 57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：48．2
 54．7�
817 ダブルイーグル 牡6鹿 57 太宰 啓介田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 472－ 2 〃 アタマ 166．4�
714 ティーエスネオ 牡3芦 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 520＋10 〃 ハナ 138．6�
816 ウインレーベン 牡3青鹿56 松山 弘平�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 458＋ 6 〃 ハナ 76．4�
36 セトノフラッパー 牝4栗 55 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 444＋ 6 〃 ハナ 94．4�
611 サンレイロッキー 牡3鹿 56 水口 優也永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 466＋101：48．3クビ 115．9�
47 デ ビ ル 牡3黒鹿56 W．ビュイック 寺田 寿男氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：51．3大差 55．6�

（英）

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，791，400円 複勝： 53，646，900円 枠連： 22，963，000円
馬連： 84，378，300円 馬単： 48，441，000円 ワイド： 44，174，300円
3連複： 106，100，300円 3連単： 173，858，400円 計： 578，353，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 140円 � 190円 枠 連（1－1） 520円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 230円 �� 430円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 3，800円

票 数

単勝票数 計 447914 的中 � 167487（1番人気）
複勝票数 計 536469 的中 � 147491（1番人気）� 95062（2番人気）� 53661（4番人気）
枠連票数 計 229630 的中 （1－1） 34042（2番人気）
馬連票数 計 843783 的中 �� 124248（1番人気）
馬単票数 計 484410 的中 �� 48426（1番人気）
ワイド票数 計 441743 的中 �� 56311（1番人気）�� 25040（4番人気）�� 16184（6番人気）
3連複票数 計1061003 的中 ��� 55209（2番人気）
3連単票数 計1738584 的中 ��� 33108（3番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．1―11．9―11．9―12．2―11．6―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―34．5―46．4―58．3―1：10．5―1：22．1―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．1
3 6，10（3，16）4－（1，18）（2，17）9（7，12，15）14（11，8）－（5，13） 4 6，10－3，16，4，18（1，17）2，9（12，15）8（11，13）（7，5）14

勝馬の
紹 介

イ サ ベ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．3．16 阪神1着

2011．2．16生 牝3鹿 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ 5戦2勝 賞金 15，500，000円
〔騎手変更〕 マイネリベルタス号の騎手田辺裕信は，病気のため高倉稜に変更。

メイショウヤマホコ号の騎手武幸四郎は，病気のため小牧太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デビル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月14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） 1頭 ティーエスハーツ号
（非抽選馬） 2頭 アドマイヤウイング号・ダンツクロノス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3404412月14日 晴 良 （26阪神5）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 フォローハート 牝3黒鹿54 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 460＋ 21：53．0 7．0�
714� シンワウォッカ 牝5鹿 55 藤田 伸二ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 494－121：53．1� 51．2�
23 サ ン レ ー ン 牝4鹿 55 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 81：53．31� 7．4�
815 デ コ レ イ ト 牝5鹿 55 川田 将雅吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 466＋ 21：53．4� 26．1�
24 ハナズインパルス 牝4黒鹿55 蛯名 正義M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 478－ 21：53．6� 42．0�
35 ベルフィオーレ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 434＋14 〃 アタマ 2．8	
612� ブライトエルフ 牝5栗 55 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 462＋ 81：53．7	 22．5

48 ウルティマミューズ 牝3鹿 54 浜中 俊�前川企画 野中 賢二 日高 藤本ファーム 444＋ 21：53．8	 3．4�
36 セレッソレアル 牝3栗 54 国分 優作三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 484＋12 〃 アタマ 19．5
59 ブルーボサノヴァ 牝3栗 54 国分 恭介 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 472－ 4 〃 クビ 180．4�
611 ポ レ イ ア 牝5栗 55 武 豊﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B516＋ 21：53．9	 73．5�
47 アドマイヤキュート 牝5黒鹿55 W．ビュイック 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440－ 2 〃 ハナ 28．5�

（英）

713 ニーレンベルギア 牝5黒鹿55 松山 弘平吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 446－ 61：54．32	 131．0�
12 マトリョーシカ 牝3黒鹿54 高倉 稜 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 494± 01：55．89 18．8�
816 メイショウアズミノ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 460－ 41：56．43	 53．7�
510 ロトラトゥール 牝3鹿 54 横山 典弘國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 500＋121：56．61	 37．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，309，200円 複勝： 56，072，200円 枠連： 23，303，500円
馬連： 81，960，300円 馬単： 41，337，200円 ワイド： 43，990，300円
3連複： 108，361，900円 3連単： 148，801，800円 計： 541，136，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 220円 � 610円 � 240円 枠 連（1－7） 6，560円

馬 連 �� 15，620円 馬 単 �� 26，540円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 960円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 34，910円 3 連 単 ��� 241，880円

票 数

単勝票数 計 373092 的中 � 42434（3番人気）
複勝票数 計 560722 的中 � 73966（3番人気）� 20272（10番人気）� 63376（4番人気）
枠連票数 計 233035 的中 （1－7） 2752（24番人気）
馬連票数 計 819603 的中 �� 4064（47番人気）
馬単票数 計 413372 的中 �� 1168（81番人気）
ワイド票数 計 439903 的中 �� 3575（37番人気）�� 12324（7番人気）�� 2546（46番人気）
3連複票数 計1083619 的中 ��� 2328（110番人気）
3連単票数 計1488018 的中 ��� 446（687番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．1―49．6―1：02．4―1：15．3―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4F50．6―3F37．7
1
3
3，15，10（1，16）14，4（2，12）11，5，7（9，8）6－13
3，15，10（1，16）14（12，4）11（2，5，7）（9，8）（6，13）

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

勝馬の
紹 介

フォローハート �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．12．15 阪神4着

2011．4．14生 牝3黒鹿 母 フォローミー 母母 トシザダンサー 13戦3勝 賞金 37，987，000円
〔騎手変更〕 マトリョーシカ号の騎手田辺裕信は，病気のため高倉稜に変更。

メイショウアズミノ号の騎手武幸四郎は，病気のため秋山真一郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タンスチョキン号
※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。


