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3403712月11日 晴 良 （28阪神5）第4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）

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

47 スナークライデン 牡2芦 55 A．シュタルケ 杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 464＋ 21：26．4 19．4�
（独）

713 キングレイスター 牡2鹿 55 和田 竜二伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 484＋ 4 〃 クビ 8．9�
59 リアンヴェリテ 牡2鹿 55 蛯名 正義加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462± 0 〃 ハナ 1．5�
35 シンゼンムサシ 牡2黒鹿55 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 434－ 21：26．93 7．6�
611 ヒロシゲスマート 牡2鹿 55 松若 風馬阿尾 浩和氏 作田 誠二 浦河 安藤牧場 456＋ 41：27．0� 91．9�
610 クリスタルバブルス 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 456＋ 4 〃 クビ 5．5�
46 ピエナムーン 牡2栗 55 松田 大作本谷 兼三氏 飯田 祐史 浦河 まるとみ冨岡牧場 424± 0 〃 アタマ 48．5	
815 ア ク ラ ー 牡2芦 55 田辺 裕信 
カナヤマホール

ディングス 森田 直行 平取 原田 新治 456± 0 〃 アタマ 37．4�
22 アオテンジョウ 牡2栗 55 丸山 元気北所 直人氏 沖 芳夫 登別 ユートピア牧場 502＋28 〃 アタマ 327．5�
34 ロードゼスト 牡2鹿 55 古川 吉洋 
ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 472＋ 41：27．42� 217．9
23 ブルベアライノ 牡2芦 55

53 △城戸 義政 
ブルアンドベア 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 478± 0 〃 ハナ 167．1�
58 アーダルベルト 牡2鹿 55 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 大道牧場 434＋ 21：27．5� 45．0�
814 マ サ ル 牡2栗 55

53 △木幡 初也竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 村山 光弘 444＋ 41：27．6� 141．5�
11 メタルフリー 牡2栗 55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 476＋ 21：27．81� 232．2�
712 アイファータレント 牡2鹿 55 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 478－121：28．01 475．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，551，200円 複勝： 78，120，600円 枠連： 11，421，200円
馬連： 51，042，800円 馬単： 34，096，000円 ワイド： 33，008，300円
3連複： 75，282，900円 3連単： 125，772，400円 計： 434，295，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 240円 � 180円 � 110円 枠 連（4－7） 3，200円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 13，730円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 390円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 32，890円

票 数

単勝票数 計 255512 的中 � 10506（5番人気）
複勝票数 計 781206 的中 � 26909（5番人気）� 42724（4番人気）� 547673（1番人気）
枠連票数 計 114212 的中 （4－7） 2766（11番人気）
馬連票数 計 510428 的中 �� 8662（13番人気）
馬単票数 計 340960 的中 �� 1862（29番人気）
ワイド票数 計 330083 的中 �� 7111（11番人気）�� 21383（4番人気）�� 35427（3番人気）
3連複票数 計 752829 的中 ��� 29003（6番人気）
3連単票数 計1257724 的中 ��� 2772（86番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．3―12．6―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．3―47．6―1：00．2―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スナークライデン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．8．13 小倉5着

2014．3．28生 牡2芦 母 スナークヒロイン 母母 スイートケンメア 7戦1勝 賞金 8，950，000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。

3403812月11日 晴 良 （28阪神5）第4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

812 タガノディグオ 牡2黒鹿55 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 518－101：54．4 1．4�

67 サンライズチャージ 牡2鹿 55 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 496－ 21：54．93 20．8�
33 ミヤジユウダイ 牡2鹿 55 戸崎 圭太曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 544＋ 21：55．0� 3．1�
22 クリノフウジン 牡2栗 55 幸 英明栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 480－ 4 〃 クビ 12．7�
79 メイショウタンヅツ 牡2鹿 55

52 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 460＋ 41：55．74 58．9�
55 ナムラメスナー 牡2鹿 55 丸山 元気奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 460＋ 81：55．8� 98．1�
811 ダンツゴウユウ 牡2栗 55 古川 吉洋山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 460－ 61：56．01� 185．6	
11 ナムラシャーク 牡2芦 55 松若 風馬奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 508＋ 61：56．95 42．7

56 クリノカエサル 牡2鹿 55

53 △城戸 義政栗本 博晴氏 飯田 雄三 浦河 木村牧場 470－ 81：57．32� 131．0�
44 ゴ ー ド ン 牡2黒鹿55 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 486＋ 81：57．4� 46．4
68 バーディーズカフェ 牡2鹿 55 蛯名 正義田島 大史氏 中村 均 新冠 オリエント牧場 522＋ 41：58．03� 31．2�
710 アローシャトル 牡2鹿 55 松田 大作佐々木孝之氏 高橋 康之 浦河 木村牧場 462＋101：58．53 203．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，450，700円 複勝： 120，022，500円 枠連： 11，419，800円
馬連： 51，125，000円 馬単： 43，402，300円 ワイド： 34，804，500円
3連複： 75，952，100円 3連単： 171，112，900円 計： 540，289，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 160円 � 100円 枠 連（6－8） 640円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 250円 �� 110円 �� 390円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 2，700円

票 数

単勝票数 計 324507 的中 � 177402（1番人気）
複勝票数 計1200225 的中 � 953691（1番人気）� 29353（4番人気）� 120603（2番人気）
枠連票数 計 114198 的中 （6－8） 13728（2番人気）
馬連票数 計 511250 的中 �� 41504（3番人気）
馬単票数 計 434023 的中 �� 30143（3番人気）
ワイド票数 計 348045 的中 �� 25624（3番人気）�� 126815（1番人気）�� 14729（5番人気）
3連複票数 計 759521 的中 ��� 107848（2番人気）
3連単票数 計1711129 的中 ��� 45892（8番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．6―13．2―13．5―12．8―12．5―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．7―50．9―1：04．4―1：17．2―1：29．7―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノディグオ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．8．7 小倉16着

2014．2．10生 牡2黒鹿 母 タガノティアーズ 母母 タガノピアース 6戦1勝 賞金 12，300，000円

第５回 阪神競馬 第４日



3403912月11日 晴 良 （28阪神5）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時05分 （芝・右・外）

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
1：46．2
1：45．9

良
良

11 プリンセスルーラー 牝2黒鹿54 M．バルザローナ 大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 482－ 61：49．0 13．5�
（仏）

44 ブラックスビーチ 牝2鹿 54 池添 謙一山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 442－ 61：49．53 8．7�
812 エレクトロニカ 牝2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 404－ 4 〃 アタマ 2．2�
710 ヴ ィ ニ ー 牝2鹿 54 武 幸四郎�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476－ 6 〃 クビ 3．4�
811 リネンロマン 牝2鹿 54 戸崎 圭太戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 408＋ 41：49．81� 5．0	
56 ミヤジマミー 牝2黒鹿54 和田 竜二曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 下屋敷牧場 466－ 41：50．01� 33．1

67 シンボリブーケ 牝2鹿 54 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 470± 01：50．1� 12．1�
79 ナムラミルク 牝2鹿 54 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 456－ 41：50．73� 189．9�
22 ス ク リ ー バ 牝2栗 54 高倉 稜 �コスモヴューファーム 飯田 雄三 新冠 富本 茂喜 436＋ 41：51．65 483．7
68 マ ー ベ ル 牝2栗 54

52 △木幡 初也 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 434－ 41：51．7� 156．2�
33 バ ト ル ク ウ 牝2青鹿 54

52 △城戸 義政宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B458－ 61：52．33� 376．3�
55 テイエムアンムート 牝2黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 478± 01：52．51� 191．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，988，800円 複勝： 48，659，600円 枠連： 12，270，600円
馬連： 55，511，000円 馬単： 37，503，600円 ワイド： 34，877，600円
3連複： 79，521，400円 3連単： 140，319，100円 計： 440，651，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 220円 � 180円 � 110円 枠 連（1－4） 4，070円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 8，800円

ワ イ ド �� 960円 �� 470円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 25，990円

票 数

単勝票数 計 319888 的中 � 18946（6番人気）
複勝票数 計 486596 的中 � 34739（5番人気）� 50220（4番人気）� 210572（1番人気）
枠連票数 計 122706 的中 （1－4） 2332（10番人気）
馬連票数 計 555110 的中 �� 11269（14番人気）
馬単票数 計 375036 的中 �� 3194（29番人気）
ワイド票数 計 348776 的中 �� 8531（14番人気）�� 18875（5番人気）�� 28234（3番人気）
3連複票数 計 795214 的中 ��� 24581（9番人気）
3連単票数 計1403191 的中 ��� 3913（95番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．4―12．6―12．3―12．4―11．8―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．5―49．1―1：01．4―1：13．8―1：25．6―1：36．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンセスルーラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 イーグルカフェ デビュー 2016．11．20 京都5着

2014．3．26生 牝2黒鹿 母 アランフェスロマン 母母 オオシマフヨウ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 テイエムアンムート号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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。

3404012月11日 晴 良 （28阪神5）第4日 第4競走 ��
��1，400�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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

816 ユアスイスイ 牝2栗 54 C．ルメールユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－ 21：23．3 3．3�
23 ウインペイザージュ 牝2鹿 54 戸崎 圭太�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 434－ 41：23．62 4．8�
611 ド ナ マ コ ン 牝2鹿 54 高倉 稜山田 貢一氏 加用 正 日高 下河辺牧場 458－ 21：23．7クビ 64．3�
35 ナオアンドユリ 牝2青鹿54 田辺 裕信松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 464± 0 〃 クビ 29．9�
713 ティアドーロ 牝2芦 54 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 476－ 21：23．8クビ 9．5�
715 メイショウモウコ 牡2栗 55 川島 信二松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 478－ 21：23．9� 216．7	
817 サンライズマジック 牡2鹿 55 A．シュタルケ 松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 468± 01：24．11� 6．7


（独）

48 ライブリハナメ 牝2鹿 54 丸山 元気加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 452＋ 4 〃 ハナ 101．1�
11 ダイナマイトガイ 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 470± 01：24．31� 6．6�
612 ミツルファミリー 牡2鹿 55 和田 竜二泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 498± 01：24．4クビ 67．5
47 サンライズシー 牡2鹿 55

52 ▲森 裕太朗松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 4 〃 アタマ 182．6�
12 ダンツシリアス 牝2黒鹿 54

52 △城戸 義政山元 哲二氏 本田 優 浦河 山口 義彦 B454± 0 〃 クビ 196．6�
714 トーホウボニータ 牝2芦 54 古川 吉洋東豊物産� 崎山 博樹 新ひだか 前川 正美 418－10 〃 アタマ 294．3�
36 メイショウハガネ 牡2黒鹿55 V．シュミノー 松本 好雄氏 松永 昌博 日高 下河辺牧場 462＋ 21：24．5� 12．8�

（仏）

59 テイエムチェロキー 牡2鹿 55 松若 風馬竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 464＋ 81：24．6クビ 22．4�
510 ウ ェ ル カ ム 牡2黒鹿55 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 456＋ 61：24．7	 445．4�
24 ペプチドリリー 牝2黒鹿54 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 438＋ 21：24．91� 10．8�
818 アッティーヴォ 牡2栗 55 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 426－ 81：25．0	 25．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，630，300円 複勝： 53，301，200円 枠連： 25，537，700円
馬連： 66，240，500円 馬単： 32，026，300円 ワイド： 46，542，700円
3連複： 95，021，100円 3連単： 113，629，700円 計： 465，929，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 190円 � 1，160円 枠 連（2－8） 350円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 410円 �� 3，410円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 18，720円 3 連 単 ��� 65，790円

票 数

単勝票数 計 336303 的中 � 79284（1番人気）
複勝票数 計 533012 的中 � 90679（1番人気）� 81650（3番人気）� 8664（11番人気）
枠連票数 計 255377 的中 （2－8） 55588（1番人気）
馬連票数 計 662405 的中 �� 46407（1番人気）
馬単票数 計 320263 的中 �� 12079（1番人気）
ワイド票数 計 465427 的中 �� 32244（1番人気）�� 3306（37番人気）�� 2647（47番人気）
3連複票数 計 950211 的中 ��� 3805（63番人気）
3連単票数 計1136297 的中 ��� 1252（216番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―12．0―11．8―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．1―47．1―58．9―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユアスイスイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2016．7．30 札幌2着

2014．1．15生 牝2栗 母 ケイティーズベスト 母母 ケイティーズファースト 4戦1勝 賞金 9，900，000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） 2頭 ディアパリス号・マジョラム号
（非抽選馬） 1頭 ナムラウラン号
※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。



3404112月11日 晴 良 （28阪神5）第4日 第5競走 ��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：46．2
1：45．9

良
良

44 キ セ キ 牡2黒鹿55 C．ルメール 石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 494 ―1：49．5 2．4�
88 グラニーズチップス 牝2芦 54 V．シュミノー �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476 ―1：50．13� 2．2�

（仏）

66 パールズシャイン 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 池添 学 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434 ―1：50．52� 3．6�

55 オウケンヴィクトリ 牝2黒鹿54 藤岡 康太福井 明氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 438 ―1：50．92� 24．4�
33 ジューンアンカー 牡2栗 55 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 458 ―1：51．53� 109．5�
22 ベネトナーシュ 牝2黒鹿54 和田 竜二	ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486 ―1：51．6� 42．9

11 ハギノプレスト 牡2鹿 55 丸山 元気安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 502 ―1：51．7� 61．8�
77 マーベラスエール 牡2鹿 55 幸 英明笹原 貞生氏 安達 昭夫 新ひだか 酒井 亨 452 ―1：52．23 32．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 35，577，700円 複勝： 37，234，900円 枠連： 発売なし
馬連： 45，006，200円 馬単： 34，135，800円 ワイド： 22，466，400円
3連複： 58，302，300円 3連単： 154，872，300円 計： 387，595，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 130円 �� 150円 �� 130円

3 連 複 ��� 180円 3 連 単 ��� 980円

票 数

単勝票数 計 355777 的中 � 117394（2番人気）
複勝票数 計 372349 的中 � 110244（2番人気）� 148335（1番人気）� 56113（3番人気）
馬連票数 計 450062 的中 �� 134121（1番人気）
馬単票数 計 341358 的中 �� 48204（2番人気）
ワイド票数 計 224664 的中 �� 43216（2番人気）�� 34970（3番人気）�� 47764（1番人気）
3連複票数 計 583023 的中 ��� 231227（1番人気）
3連単票数 計1548723 的中 ��� 113808（3番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―12．5―12．7―12．4―11．8―11．5―10．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．4―37．9―50．6―1：03．0―1：14．8―1：26．3―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．7
3 8，7，4（5，6）3，2－1 4 ・（8，7）4，5，6，2，3，1

勝馬の
紹 介

キ セ キ 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 ディープインパクト 初出走

2014．5．13生 牡2黒鹿 母 ブリッツフィナーレ 母母 ロンドンブリッジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 グラニーズチップス号の騎手V．シュミノーは，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：5番・7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。

3404212月11日 晴 良 （28阪神5）第4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

77 スターカットダイヤ 牡2栗 55 藤岡 康太小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 460 ―1：13．4 3．1�
89 � クライフォーローズ 牡2黒鹿55 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 昆 貢 米

J G Jones Jr., J Geisler, J
W Hirschmann Silent
Grove Farm, LLC & Darl

484 ―1：14．03� 2．4�
44 ヤマカツバーバラ 牝2栗 54 幸 英明山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか 岡田牧場 452 ―1：14．21	 5．0�
66 テイエムガリバー 牡2栗 55 川島 信二竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 中地 義次 488 ―1：14．3
 33．2�
33 クリノケンリュウ 牡2栗 55

52 ▲森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 486 ― 〃 クビ 12．3�
88 フジノアカネ 牡2鹿 55 竹之下智昭山本 茂氏 西橋 豊治 浦河 村下農場 496 ―1：15．04 47．0�
55 ドナボニータ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 450 ―1：15．32 7．9	
22 エモーションブルー 牝2鹿 54 和田 竜二 
ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新ひだか 千代田牧場 498 ―1：16．89 103．0�
11 フォックステイル 牡2黒鹿55 国分 優作 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 506 ―1：17．97 18．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 31，675，100円 複勝： 29，673，900円 枠連： 7，929，900円
馬連： 48，072，300円 馬単： 31，381，700円 ワイド： 27，876，600円
3連複： 59，244，500円 3連単： 121，530，900円 計： 357，384，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（7－8） 370円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 180円 �� 230円 �� 220円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，730円

票 数

単勝票数 計 316751 的中 � 81033（2番人気）
複勝票数 計 296739 的中 � 68033（2番人気）� 81208（1番人気）� 45001（3番人気）
枠連票数 計 79299 的中 （7－8） 16194（1番人気）
馬連票数 計 480723 的中 �� 99100（1番人気）
馬単票数 計 313817 的中 �� 28360（2番人気）
ワイド票数 計 278766 的中 �� 43763（1番人気）�� 28305（3番人気）�� 30930（2番人気）
3連複票数 計 592445 的中 ��� 98239（1番人気）
3連単票数 計1215309 的中 ��� 50739（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．2―12．4―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．2―36．4―48．8―1：00．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．0
3 3，6，7，9，4－（8，5）－2＝1 4 ・（3，6）7－（4，9）－5，8＝2＝1

勝馬の
紹 介

スターカットダイヤ 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2014．3．5生 牡2栗 母 ローズカットダイヤ 母母 ダイヤモンドジェム 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3404312月11日 晴 良 （28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 （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

710 オースミラナキラ 牡4鹿 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 540± 01：52．1 2．3�
56 ハローマイディア 牡3黒鹿56 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 478＋ 41：52．95 6．0�
812 デアリングエッジ 牝3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 446＋ 4 〃 クビ 35．5�
22 スナークレッド 牡3鹿 56 丸山 元気杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 494－ 81：53．43 76．7�
55 コパノアラジン 牡3栗 56 幸 英明小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 520± 0 〃 クビ 40．0	
67 ロバストミノル 牡3栗 56 蛯名 正義吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 496－101：53．82	 8．3

44 ピスコサワー 牡3黒鹿56 M．バルザローナ 金子真人ホールディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 508－ 8 〃 アタマ 13．7�

（仏）

68 セレッソプリマベラ 牝3栗 54
52 △木幡 初也三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 446＋ 21：54．01
 74．5�

811� ディープオーパス 牡3芦 56 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard
Shultz 500＋ 61：54．1	 3．3

33 マ エ ス ト ロ 牡3鹿 56 池添 謙一 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 450－ 21：54．31
 14．0�

79 � スリーケーザル 5栗 57 V．シュミノー 永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 470＋ 41：55．57 206．5�
（仏）

11 � スズカアポロ 牡5黒鹿 57
54 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 478± 0 〃 クビ 218．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，208，300円 複勝： 43，042，000円 枠連： 16，080，600円
馬連： 74，345，200円 馬単： 39，624，500円 ワイド： 42，456，000円
3連複： 99，026，700円 3連単： 161，870，000円 計： 510，653，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 200円 � 560円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，670円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 6，610円 3 連 単 ��� 19，910円

票 数

単勝票数 計 342083 的中 � 118140（1番人気）
複勝票数 計 430420 的中 � 99495（2番人気）� 56890（3番人気）� 14211（8番人気）
枠連票数 計 160806 的中 （5－7） 15713（4番人気）
馬連票数 計 743452 的中 �� 70712（3番人気）
馬単票数 計 396245 的中 �� 23618（3番人気）
ワイド票数 計 424560 的中 �� 34368（3番人気）�� 6138（17番人気）�� 4957（21番人気）
3連複票数 計 990267 的中 ��� 11222（22番人気）
3連単票数 計1618700 的中 ��� 5892（67番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―13．0―12．8―12．9―12．5―12．5―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―36．3―49．1―1：02．0―1：14．5―1：27．0―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミラナキラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2015．2．21 京都7着

2012．3．25生 牡4鹿 母 オースミハルカ 母母 ホッコーオウカ 8戦3勝 賞金 26，900，000円
〔制裁〕 ピスコサワー号の騎手M．バルザローナは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことにつ

いて過怠金30，000円。（被害馬：11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。

3404412月11日 晴 良 （28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 （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

47 ショウボート 牡4栗 57 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472－ 41：48．6 1．7�
816 リ ン ク ス 牡3鹿 56 A．シュタルケ H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 8 〃 クビ 18．8�
（独）

714 テイエムフタエマル 牝4鹿 55
52 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 480－ 21：48．81� 94．6�

815 オリエントワークス 牝3鹿 54 M．バルザローナ�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 466－ 61：48．9クビ 6．4�
（仏）

611 ダブルイーグル 牡8鹿 57 幸 英明田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 484－ 81：49．11� 188．3�
36 	 ミトノグラス 牡3鹿 56 藤岡 康太ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 478± 0 〃 クビ 196．8	
817 レジメンタル 牡4栗 57 池添 謙一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 448± 0 〃 ハナ 73．6

510 マイネルプレッジ 牡5鹿 57 V．シュミノー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 446± 01：49．2クビ 50．3�

（仏）

713 スズカバーディー 
3黒鹿56 古川 吉洋永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 430－ 4 〃 ハナ 14．4�
612 フォルシャー 牡5栗 57 蛯名 正義 社台レースホース長浜 博之 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 482＋ 2 〃 クビ 12．4�
24 インターンシップ 牡5鹿 57 田辺 裕信近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 456＋ 21：49．41� 32．6�
48 レ ン ト ラ ー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 462－ 61：49．61� 5．8�
59 アポロオスカー 牝3鹿 54 松田 大作アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 440＋ 21：49．81� 43．0�
12 メイショウメリリー 牝3黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 438± 0 〃 ハナ 159．7�
11 センショウレイナ 牝3鹿 54 丸山 元気川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 462－ 4 〃 クビ 48．6�
23 	 エスプリベルテ 牡3栗 56 松若 風馬小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 佐竹 学 492＋ 21：50．65 238．5�
35 アートラヴァー 牝3栗 54 高倉 稜 J．ウィルソン氏 村山 明 安平 ノーザンファーム B480－ 81：52．6大差 255．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 36，491，900円 複勝： 54，099，600円 枠連： 25，369，700円
馬連： 79，457，600円 馬単： 48，104，200円 ワイド： 50，115，300円
3連複： 116，402，100円 3連単： 185，638，700円 計： 595，679，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 410円 � 1，330円 枠 連（4－8） 320円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 810円 �� 2，710円 �� 13，340円

3 連 複 ��� 34，070円 3 連 単 ��� 105，890円

票 数

単勝票数 計 364919 的中 � 169017（1番人気）
複勝票数 計 540996 的中 � 210559（1番人気）� 23932（6番人気）� 6399（12番人気）
枠連票数 計 253697 的中 （4－8） 60648（1番人気）
馬連票数 計 794576 的中 �� 34723（5番人気）
馬単票数 計 481042 的中 �� 17265（7番人気）
ワイド票数 計 501153 的中 �� 16852（6番人気）�� 4695（21番人気）�� 932（75番人気）
3連複票数 計1164021 的中 ��� 2562（85番人気）
3連単票数 計1856387 的中 ��� 1271（271番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．3―48．7―1：01．4―1：13．8―1：25．3―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．8
3 14－（5，16）10（1，6）8（3，7，13，17）（4，2，15）（9，12，11） 4 14－16，10（6，8）（7，17）13（5，15）（1，4，2）11，12（3，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウボート �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．12．21 阪神2着

2012．2．11生 牡4栗 母 フォルクローレ 母母 アンデスレディー 18戦3勝 賞金 49，746，000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。



3404512月11日 晴 良 （28阪神5）第4日 第9競走 ��
��2，200�

さかいみなと

境 港 特 別
発走14時25分 （芝・右）
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

境港市長賞（1着）
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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

55 シ ャ ケ ト ラ 牡3青鹿55 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 518± 02：13．7 1．3�

11 � リッチーリッチー 牡3栗 55 V．シュミノー�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery 514－ 42：13．8	 6．2�
（仏）

66 シャンパーニュ 牡5芦 57 藤岡 康太 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 486＋ 22：14．86 98．1�
77 ジャズファンク 牡4鹿 57 M．バルザローナ 市川義美ホールディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 502± 02：15．01
 14．4�

（仏）

88 ラ デ ィ ウ ス 牡5鹿 57 和田 竜二名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 464± 02：15．21
 31．7�
44 ジークカイザー 牡3鹿 55 A．シュタルケ 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480－ 42：15．3クビ 7．1


（独）

33 � ポッドジョイ 牡4栗 57 田辺 裕信小川眞査雄氏 作田 誠二 新冠 川上牧場 492± 02：15．4	 198．8�
22 デンコウインパルス 牡4鹿 57 蛯名 正義田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 B492＋102：16．14 55．2�
89 トーアライジン 牡3芦 55 戸崎 圭太高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 498± 02：16．73� 10．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 60，733，800円 複勝： 178，835，200円 枠連： 17，313，900円
馬連： 92，698，000円 馬単： 71，327，600円 ワイド： 55，704，500円
3連複： 111，869，900円 3連単： 344，356，000円 計： 932，838，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 140円 � 920円 枠 連（1－5） 390円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，220円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 5，280円 3 連 単 ��� 12，160円

票 数

単勝票数 計 607338 的中 � 352475（1番人気）
複勝票数 計1788352 的中 � 1390927（1番人気）� 111556（2番人気）� 8768（8番人気）
枠連票数 計 173139 的中 （1－5） 34188（2番人気）
馬連票数 計 926980 的中 �� 189206（1番人気）
馬単票数 計 713276 的中 �� 109839（2番人気）
ワイド票数 計 557045 的中 �� 88948（2番人気）�� 10199（17番人気）�� 4066（19番人気）
3連複票数 計1118699 的中 ��� 15877（15番人気）
3連単票数 計3443560 的中 ��� 20524（38番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．7―12．7―12．8―12．5―12．3―11．9―11．8―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．1―35．8―48．5―1：01．3―1：13．8―1：26．1―1：38．0―1：49．8―2：01．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．7
1
3
6，9（1，2）－4－5－（3，8）7・（6，9）（1，2）－（4，5）－8，3，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ャ ケ ト ラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．6．12 阪神1着

2013．3．17生 牡3青鹿 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 4戦3勝 賞金 30，159，000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。

3404612月11日 晴 良 （28阪神5）第4日 第10競走 ��
��1，800�

さかい

堺 ス テ ー ク ス
発走15時00分 （ダート・右）
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 ピ ッ ト ボ ス 牡3鹿 56 C．ルメール 前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 512± 01：51．0 3．0�
11 マイネルオフィール 牡4鹿 57 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B486＋ 4 〃 クビ 39．2�

（独）

812 テイエムジンソク 牡4芦 57 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 494＋ 2 〃 ハナ 4．2�

44 ブ チ コ 牝4白 55 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：51．1� 6．7�

813 レッドサバス 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 470± 01：51．95 4．0�
711 メモリーシャルマン 牝7鹿 55 松若 風馬橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 534－ 61：52．0クビ 17．1	
68 イ ク ラ ト ロ 牡5鹿 57 V．シュミノー �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 432± 01：52．1	 38．7


（仏）

45 タガノゴールド 牡5栗 57 幸 英明八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478＋ 4 〃 アタマ 104．3�

69 ヒラボクレジェンド 牡5栗 57 和田 竜二�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 520－ 41：52．31
 51．4�
710 ヒデノインペリアル 牡4栗 57 柴田 未崎大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 518± 01：52．83 7．5
57 ア ル テ 牡5栗 57 古川 吉洋 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 470＋141：53．54 223．0�
22 タマモネイヴィー 牡5鹿 57 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B506＋ 2 〃 ハナ 74．0�
56 メイショウソレイユ 牡6鹿 57 川島 信二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 472＋12 〃 アタマ 386．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 62，152，500円 複勝： 80，530，800円 枠連： 34，820，100円
馬連： 159，813，600円 馬単： 74，003，700円 ワイド： 80，205，900円
3連複： 207，046，700円 3連単： 328，836，100円 計： 1，027，409，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 680円 � 160円 枠 連（1－3） 4，900円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 6，980円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 330円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 6，260円 3 連 単 ��� 33，630円

票 数

単勝票数 計 621525 的中 � 163783（1番人気）
複勝票数 計 805308 的中 � 203360（1番人気）� 19515（9番人気）� 136579（2番人気）
枠連票数 計 348201 的中 （1－3） 5507（13番人気）
馬連票数 計1598136 的中 �� 25924（15番人気）
馬単票数 計 740037 的中 �� 7950（26番人気）
ワイド票数 計 802059 的中 �� 12062（18番人気）�� 70278（2番人気）�� 9723（22番人気）
3連複票数 計2070467 的中 ��� 24798（21番人気）
3連単票数 計3288361 的中 ��� 7087（113番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．4―12．4―12．1―11．9―11．9―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．8―50．2―1：02．3―1：14．2―1：26．1―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピ ッ ト ボ ス �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．18 京都5着

2013．4．11生 牡3鹿 母 モエレプロミネンス 母母 ト コ ピ ジ ャ 12戦4勝 賞金 62，241，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



3404712月11日 晴 良 （28阪神5）第4日 第11競走
第68回農林水産省賞典

��
��1，600�阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ）

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

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 1，288，000円 368，000円 184，000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

1：33．1
1：32．3
1：33．1

良
良
良

12 ソウルスターリング 牝2青鹿54 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 472－ 81：34．0 2．8�
818 リスグラシュー 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 434＋ 61：34．21� 3．0�
24 レーヌミノル 牝2栗 54 蛯名 正義吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462－ 41：34．51� 6．9�
11 ディーパワンサ 牝2栗 54 A．シュタルケ �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 432± 01：34．82 13．0�

（独）

817 ヴゼットジョリー 牝2黒鹿54 和田 竜二 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 460－101：34．9	 17．2�
713 ゴールドケープ 牝2鹿 54 丸山 元気 	グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 428－ 21：35．0クビ 177．3

48 サトノアリシア 牝2鹿 54 池添 謙一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：35．1	 36．3�
612 ア リ ン ナ 牝2鹿 54 田辺 裕信 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド B420－ 2 〃 ハナ 51．6�
715 フェルトベルク 牝2鹿 54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 416－ 61：35．41� 462．1
714 ス ズ カ ゼ 牝2鹿 54 松田 大作 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 472± 01：35．5	 288．8�
611 ジューヌエコール 牝2鹿 54 M．バルザローナ �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488－ 21：35．6� 8．0�

（仏）

47 ブラックオニキス 牝2青鹿54 城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 406－ 41：35．7	 145．9�
36 ショーウェイ 牝2鹿 54 松若 風馬吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 472－ 21：35．91� 94．1�
816 シ グ ル ー ン 牝2栗 54 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 440－ 61：36．0	 69．8�
510 クインズサリナ 牝2黒鹿54 V．シュミノー 亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 430－ 41：37．17 119．8�

（仏）

59 ジャストザマリン 牝2鹿 54 四位 洋文ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 504＋ 41：37．31� 100．8�

35 ポ ン ポ ン 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 424－ 6 〃 クビ 261．1�
23 エムオービーナス 牝2栗 54 木幡 初也大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 464－141：38．57 282．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 505，568，700円 複勝： 462，233，500円 枠連： 341，238，700円 馬連： 1，614，590，000円 馬単： 787，026，600円
ワイド： 582，688，500円 3連複： 2，422，276，300円 3連単： 4，780，344，500円 5重勝： 653，863，300円 計： 12，149，830，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（1－8） 300円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 240円 �� 430円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，250円

5 重 勝
対象競走：中京10R／阪神10R／中山11R／中京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 19，560円

票 数

単勝票数 計5055687 的中 � 1474436（1番人気）
複勝票数 計4622335 的中 � 1024373（2番人気）� 1177585（1番人気）� 527495（3番人気）
枠連票数 計3412387 的中 （1－8） 854316（1番人気）
馬連票数 計16145900 的中 �� 2558792（1番人気）
馬単票数 計7870266 的中 �� 653735（1番人気）
ワイド票数 計5826885 的中 �� 693104（1番人気）�� 316737（4番人気）�� 412111（2番人気）
3連複票数 計24222763 的中 ���1489716（2番人気）
3連単票数 計47803445 的中 ��� 815028（2番人気）
5重勝票数 計6538633 的中 ����� 23392

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．7―46．7―58．8―1：10．3―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソウルスターリング �
�
父 Frankel �

�
母父 Monsun デビュー 2016．7．31 札幌1着

2014．2．13生 牝2青鹿 母 ス タ セ リ タ 母母 Soignee 3戦3勝 賞金 89，498，000円
〔発走状況〕 エムオービーナス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 レーヌミノル号の調教師本田優は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。

レーヌミノル号の騎手蛯名正義は，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：11番・14番）
ヴゼットジョリー号の騎手和田竜二は，決勝線手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

30，000円。（被害馬：12番・13番）
〔調教再審査〕 エムオービーナス号は，発走調教再審査。
※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 アロンザモナ号
※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。

3404812月11日 晴 良 （28阪神5）第4日 第12競走 ��
��1，200�

しゅくがわ

夙 川 特 別
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 4，900，000
4，900，000

円
円 2，300，000円 1，500，000円

付 加 賞 371，000円 80，000
80，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

48 � エルフィンコーブ 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 和子氏 池添 学 米
John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

506－101：11．3 2．7�
510 キャプテンシップ 牡4鹿 57 V．シュミノー 玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 522－ 61：11．51	 8．3�

（仏）

611 ラブミークン 牡4栗 57 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 496＋ 4 〃 同着 56．4�
11 テーオーソルジャー 牡5栗 57 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 468± 01：11．6クビ 11．4�
713 サーティグランド 牡4鹿 57 田辺 裕信山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 500－ 21：11．81
 13．1�
714 キングソング 牡6鹿 57 池添 謙一松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 444＋ 4 〃 ハナ 4．9�
24 パッシングブリーズ 牡5鹿 57 蛯名 正義三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 496－ 61：11．9クビ 70．1	
47 ギャラクシーエクス 牡5黒鹿57 丸山 元気 
サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 ハナ 60．5�
36 ヒカルランナー 牡7鹿 57 川島 信二安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 520－ 21：12．0	 417．9�
816 ナムライチバンボシ 牡6鹿 57 松田 大作奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 498－ 8 〃 クビ 165．9
12 � メンカウラー �5黒鹿57 藤岡 康太前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B482－ 4 〃 ハナ 344．9�
612 ストロングトリトン �4鹿 57 木幡 初也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 480± 01：12．21
 6．8�
59 オーミアリス 牝4黒鹿55 幸 英明岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 472－101：12．62	 168．5�
35 ダイシンバルカン 牡4鹿 57 松若 風馬大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋ 21：12．81
 24．5�
23 リバーサイドパーク 牝3鹿 54 A．シュタルケ
飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 446－ 21：12．9	 131．6�

（独）

815 レッドルモンド 牡4青鹿57 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 524± 01：13．75 7．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 100，731，600円 複勝： 119，947，100円 枠連： 62，336，500円
馬連： 254，672，800円 馬単： 119，846，800円 ワイド： 138，384，400円
3連複： 353，270，200円 3連単： 548，054，900円 計： 1，697，244，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 �
�

260円
790円 枠 連（4－5）（4－6）

630円
370円

馬 連 ��
��

700円
2，720円 馬 単 ��

��
1，100円
3，760円

ワ イ ド ��
��

600円
2，030円 �� 4，490円

3 連 複 ��� 12，810円 3 連 単 ���
���

22，490円
35，550円

票 数

単勝票数 計1007316 的中 � 295677（1番人気）
複勝票数 計1199471 的中 � 273902（1番人気）� 113867（4番人気）� 29125（9番人気）
枠連票数 計 623365 的中 （4－5） 36434（6番人気）（4－6） 66795（2番人気）
馬連票数 計2546728 的中 �� 145922（5番人気）�� 34641（23番人気）
馬単票数 計1198468 的中 �� 41837（6番人気）�� 11631（30番人気）
ワイド票数 計1383844 的中 �� 63347（6番人気）�� 17117（23番人気）�� 7584（37番人気）
3連複票数 計3532702 的中 ��� 20668（41番人気）
3連単票数 計5480549 的中 ��� 8837（154番人気） ��� 5585（235番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―11．9―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．2―47．1―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 ・（5，7）（2，8）10（3，11）（1，14）（9，12）（15，16）4，13＝6 4 ・（5，7）（2，8）10，11（3，14，16）1（9，12）（4，15）13，6

勝馬の
紹 介

�エルフィンコーブ �
�
父 Adios Charlie �

�
母父 Montbrook デビュー 2015．11．1 京都1着

2013．4．4生 牝3鹿 母 Siren Cove 母母 Note to Mimi 10戦3勝 賞金 43，519，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時25分に変更。
※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 メイショウカフウ号
※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。

５レース目



（28阪神5）第4日 12月11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 159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

308，620，000円
2，530，000円
15，400，000円
3，101，000円
35，860，000円
64，758，000円
4，800，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
990，760，600円
1，305，700，900円
565，738，700円
2，592，575，000円
1，352，479，100円
1，149，130，700円
3，753，216，200円
7，176，337，500円
653，863，300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 19，539，802，000円

総入場人員 28，819名 （有料入場人員 21，700名）
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