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3406112月18日 晴 良 （28阪神5）第6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

812 ケ ン シ ン 牡2鹿 55 内田 博幸岡 浩二氏 谷 潔 青森 スプリングファーム 494－ 41：26．2 5．7�
57 タガノヴェローナ 牝2芦 54 松若 風馬八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 61：26．62� 3．0�
22 ヴィグランドイチロ 牡2鹿 55 国分 恭介大島 豊彦氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 21：26．7� 214．0�
45 ネオレジェンド 牝2黒鹿54 C．ルメール 嶋田 賢氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 460－ 21：27．01� 2．2�
33 メイクミーハッピー 牡2栗 55 柴田 大知大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 橋本牧場 444－101：27．21� 72．6�
710 クリスタルバブルス 牡2黒鹿55 松山 弘平 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B458＋ 21：27．41� 15．8�
56 エイシンブリッツ 牡2栗 55 岩田 康誠	栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 492＋ 41：27．61� 23．5

68 マサハヤスター 牡2栗 55 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490＋121：27．7クビ 11．3�
69 アスターフィール 牡2栗 55 幸 英明加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 464＋ 2 〃 クビ 28．7�
11 ソ ウ ォ ン 牝2青鹿54 川島 信二	ノースヒルズ 大久保龍志 新ひだか 土居牧場 416± 01：28．01	 57．3
44 ブ ル ノ 牡2栗 55 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456± 01：28．53 253．8�
711 エナジーハピネス 牝2黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 	キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 470－ 41：28．92� 80．1�
813 ニホンピロベスパー 牝2青鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 460± 01：29．0クビ 89．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，178，400円 複勝： 42，402，500円 枠連： 12，070，000円
馬連： 53，859，300円 馬単： 33，006，100円 ワイド： 33，601，700円
3連複： 80，475，100円 3連単： 119，410，700円 計： 403，003，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 270円 � 150円 � 4，430円 枠 連（5－8） 930円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 530円 �� 12，190円 �� 6，570円

3 連 複 ��� 53，500円 3 連 単 ��� 186，980円

票 数

単勝票数 計 281784 的中 � 39357（3番人気）
複勝票数 計 424025 的中 � 38780（3番人気）� 104763（2番人気）� 1706（12番人気）
枠連票数 計 120700 的中 （5－8） 10009（4番人気）
馬連票数 計 538593 的中 �� 35294（3番人気）
馬単票数 計 330061 的中 �� 9970（9番人気）
ワイド票数 計 336017 的中 �� 18025（3番人気）�� 674（51番人気）�� 1257（39番人気）
3連複票数 計 804751 的中 ��� 1128（87番人気）
3連単票数 計1194107 的中 ��� 463（368番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．2―12．6―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―47．4―1：00．0―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．8
3 6，12（5，13，10）－（7，8，9）－（3，1）11－2，4 4 ・（6，12）（5，10）13，7，8（3，9）1，2－11，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケ ン シ ン �
�
父 ゴスホークケン �

�
母父 Spinning World デビュー 2016．11．20 京都7着

2014．3．14生 牡2鹿 母 マルターズホビー 母母 Buckarina 3戦1勝 賞金 5，000，000円

3406212月18日 晴 良 （28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

44 デ フ ィ 牡2鹿 55 M．デムーロ佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 514＋141：53．5 11．5�
79 オーサムバローズ 牡2鹿 55 M．バルザローナ 猪熊 広次氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 492－ 21：53．82 3．3�

（仏）

56 アルムチャレンジ 牡2黒鹿55 幸 英明﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 482＋ 41：53．9� 4．3�

710 ワンフォーオール 牡2芦 55 内田 博幸前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472－ 21：54．64 2．9�

68 ライオネルカズマ 牡2鹿 55 V．シュミノー 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 B522－ 21：55．45 19．2�
（仏）

812 ゼ ル ビ ー ノ 牡2栗 55 C．ルメール �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：55．5� 5．8	
11 ジューンスキント 牡2栗 55 高倉 稜吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか シンボリ牧場 468＋ 41：55．92� 295．4

811 サンレイシンボル 牡2青鹿55 岩田 康誠永井 啓弍氏 高橋 義忠 平取 二風谷ファーム 474－ 21：56．0� 39．9�
22 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 500－ 81：56．74 82．5�
33 ゼットルーラ 牡2鹿 55 松山 弘平�フォーレスト 池添 学 新ひだか 嶋田牧場 492＋ 41：57．23 125．5
55 メイショウオヒサマ 牝2黒鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 462± 01：57．3� 131．0�
67 ヌ ン ク ウ ボ 牡2鹿 55 川島 信二ヌンクラブ� 山内 研二 日高 日高大洋牧場 510－ 61：58．04 217．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，577，200円 複勝： 52，112，400円 枠連： 14，109，500円
馬連： 57，027，200円 馬単： 33，367，000円 ワイド： 34，163，800円
3連複： 81，309，800円 3連単： 125，856，700円 計： 428，523，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 310円 � 160円 � 150円 枠 連（4－7） 1，050円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 780円 �� 580円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 20，970円

票 数

単勝票数 計 305772 的中 � 21150（5番人気）
複勝票数 計 521124 的中 � 32707（5番人気）� 93104（3番人気）� 105153（2番人気）
枠連票数 計 141095 的中 （4－7） 10347（4番人気）
馬連票数 計 570272 的中 �� 17677（10番人気）
馬単票数 計 333670 的中 �� 4919（23番人気）
ワイド票数 計 341638 的中 �� 10516（12番人気）�� 14534（7番人気）�� 28952（3番人気）
3連複票数 計 813098 的中 ��� 26618（8番人気）
3連単票数 計1258567 的中 ��� 4350（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．0―49．9―1：03．2―1：15．9―1：28．6―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ フ ィ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2016．7．3 中京8着

2014．5．6生 牡2鹿 母 ゴールドフェスタ 母母 Festival 4戦1勝 賞金 5，750，000円
※ナムラシャーク号は，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。

第５回 阪神競馬 第６日



3406312月18日 晴 良 （28阪神5）第6日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時05分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

24 ダイメイフジ 牡2鹿 55 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 514－ 41：11．0 6．7�
36 フォーチュンキセキ 牝2鹿 54 小牧 太山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 446－ 41：11．1� 11．4�
23 スマートアムール 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 446＋ 6 〃 ハナ 13．1�
714 ビミコウフク 牝2黒鹿54 川田 将雅小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 450＋261：11．31� 12．0�
816 ヤクシャハソロッタ 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星小田切 光氏 寺島 良 浦河 木村牧場 434－ 41：11．51� 64．0�
11 ハシレマサムネ 牡2鹿 55 北村 友一塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 444－10 〃 クビ 5．0�
510 デザートストーム 牡2黒鹿55 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋101：11．6クビ 5．2	
（仏）

59 メイショウフウコウ 牝2青鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 410－14 〃 アタマ 95．7

612 ミスターロンリー 牡2鹿 55 岩田 康誠三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 クビ 7．5�
47 イ ロ ハ 牝2鹿 54 内田 博幸山住 勲氏 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 422－ 21：11．7クビ 25．3�
48 アグネスヒテン 牝2鹿 54 松若 風馬畑佐 博氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 クビ 141．0
12 	 ル イ 牡2鹿 55 小林 徹弥西山 茂行氏 森 秀行 米 Rock Ridge Thor-

oughbreds, LLC B528＋ 41：12．23 4．8�
713 メイショウルーシー 牝2青鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 414＋ 21：12．73 24．9�
35 ミキノタマテバコ 牝2栗 54 国分 優作谷口 久和氏 藤沢 則雄 浦河 浦河育成牧場 490－ 4 〃 クビ 126．8�
611 ハギノカンタービレ 牝2鹿 54 四位 洋文日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426± 01：12．8クビ 234．9�
815 アイアンヒナマツリ 牝2鹿 54 国分 恭介池上 一馬氏 西村 真幸 新ひだか グローリーファーム 414± 01：13．11
 257．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，629，400円 複勝： 48，300，200円 枠連： 19，877，500円
馬連： 65，195，900円 馬単： 32，179，300円 ワイド： 43，466，500円
3連複： 96，622，100円 3連単： 113，716，500円 計： 450，987，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 240円 � 380円 � 370円 枠 連（2－3） 3，030円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，140円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 14，540円 3 連 単 ��� 75，360円

票 数

単勝票数 計 316294 的中 � 37761（4番人気）
複勝票数 計 483002 的中 � 59706（5番人気）� 31919（7番人気）� 32171（6番人気）
枠連票数 計 198775 的中 （2－3） 5083（14番人気）
馬連票数 計 651959 的中 �� 12534（22番人気）
馬単票数 計 321793 的中 �� 3089（42番人気）
ワイド票数 計 434665 的中 �� 8202（20番人気）�� 9935（15番人気）�� 5527（27番人気）
3連複票数 計 966221 的中 ��� 4982（56番人気）
3連単票数 計1137165 的中 ��� 1094（300番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．0―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．8―46．8―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイメイフジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．20 京都2着

2014．3．27生 牡2鹿 母 ダイメイダーク 母母 スノーペトレル 2戦1勝 賞金 7，800，000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 シゲルジュゴン号・ダーリンガール号
※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。

3406412月18日 晴 良 （28阪神5）第6日 第4競走 ��2，000�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
2：00．8
1：59．8

良
良

23 シャドウマリア 牝2栗 54 C．ルメール 飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 438＋ 22：04．4 1．4�
36 ダノンオブザイヤー 牡2青鹿55 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 504＋14 〃 クビ 4．9�
35 ブラックカード 牡2黒鹿55 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448＋ 22：04．5� 176．5�
11 メイショウラプター 牡2鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 佐藤 陽一 472－ 2 〃 ハナ 20．3�
815 フリーフリッカー 牡2鹿 55 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 22：04．6� 21．9�
611 ウインポプリ 牝2鹿 54 内田 博幸�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 448－ 22：04．81� 45．1	
714 ケ ル ビ ン 牡2鹿 55 小牧 太野嶋 祥二氏 羽月 友彦 新ひだか 本桐牧場 492－ 62：05．22� 147．2

816 ゼロメリディアン 牝2黒鹿54 V．シュミノー 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 398－ 22：05．41� 9．9�

（仏）

59 ブラックマイスター 牡2青鹿55 松田 大作山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 城地 清満 472－ 42：05．5� 264．5�
48 ト ー マ ス 牡2青鹿55 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 434± 02：06．35 45．2
612 ウイングルイーズ 牝2栗 54 松若 風馬池田 實氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 462－ 4 〃 ハナ 198．9�
12 オフィーリア 牝2青鹿 54

51 ▲坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 404－ 62：06．51� 196．7�

713 ナムラマリア 牝2栗 54 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 392－ 2 〃 ハナ 288．8�
24 メイショウシエロ 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 三木田 明仁 494－ 22：06．71� 135．5�
510 アーチザスカイ 牡2栗 55 A．シュタルケ �グリーンファーム中村 均 新ひだか 前田ファーム 514＋ 22：07．23 97．4�

（独）

47 テ ン ペ ス ト 牡2鹿 55 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 466＋ 42：07．94 10．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，996，500円 複勝： 125，526，100円 枠連： 18，028，200円
馬連： 60，983，200円 馬単： 45，829，600円 ワイド： 42，863，700円
3連複： 91，567，300円 3連単： 162，821，900円 計： 580，616，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 1，940円 枠 連（2－3） 330円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 190円 �� 2，870円 �� 7，550円

3 連 複 ��� 13，480円 3 連 単 ��� 26，850円

票 数

単勝票数 計 329965 的中 � 176600（1番人気）
複勝票数 計1255261 的中 � 984329（1番人気）� 70410（2番人気）� 2832（12番人気）
枠連票数 計 180282 的中 （2－3） 41858（1番人気）
馬連票数 計 609832 的中 �� 139443（1番人気）
馬単票数 計 458296 的中 �� 80940（1番人気）
ワイド票数 計 428637 的中 �� 76520（1番人気）�� 3213（25番人気）�� 1202（44番人気）
3連複票数 計 915673 的中 ��� 5093（31番人気）
3連単票数 計1628219 的中 ��� 4395（77番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．7―12．9―12．8―12．6―12．4―12．5―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．6―36．3―49．2―1：02．0―1：14．6―1：27．0―1：39．5―1：51．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャドウマリア �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．11．20 京都2着

2014．2．26生 牝2栗 母 パールシャドウ 母母 ピュアティー 2戦1勝 賞金 7，800，000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。
（非当選馬） 1頭 プーカローズ号
（非抽選馬） 1頭 マイネルヴンシュ号
※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18日 晴 良 （28阪神5）第6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

77 プラチナムバレット 牡2芦 55 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 490 ―1：50．7 5．3�

66 サトノクロニクル 牡2鹿 55 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456 ―1：50．8� 1．5�
89 フェアリーパウダー 牝2黒鹿54 松田 大作寺田千代乃氏 松永 幹夫 日高 下河辺牧場 474 ―1：50．9� 56．9�
55 ゴッドパイレーツ 牝2黒鹿54 岩田 康誠中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 432 ―1：51．22 80．7�
22 スカイリモーネ 牝2鹿 54 国分 優作岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 浦河 市川牧場 442 ―1：51．94 155．1�
33 エンジェルヘイロウ 牡2黒鹿55 内田 博幸西森 鶴氏 目野 哲也 様似 清水スタッド 514 ―1：52．11� 58．8	
78 バリオラージュ 牡2鹿 55 M．デムーロ 
社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 484 ―1：52．31� 3．4�
44 ア キ ラ 牡2黒鹿55 畑端 省吾薪浦 英稔氏 吉村 圭司 新ひだか 秋田育成牧場 470 ―1：52．72� 86．8�
11 フ ー ゴ 牝2鹿 54 幸 英明宮田美恵子氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 450 ―1：53．12� 61．3
810 ル リ オ ン 牝2鹿 54 武 豊
前川企画 野中 賢二 新冠 須崎牧場 430 ―1：54．27 16．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，705，500円 複勝： 88，452，500円 枠連： 13，809，700円
馬連： 51，025，400円 馬単： 44，689，200円 ワイド： 30，699，200円
3連複： 76，696，300円 3連単： 182，452，200円 計： 529，530，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 140円 � 110円 � 540円 枠 連（6－7） 150円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，720円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 13，100円

票 数

単勝票数 計 417055 的中 � 62686（3番人気）
複勝票数 計 884525 的中 � 70540（3番人気）� 638550（1番人気）� 9530（7番人気）
枠連票数 計 138097 的中 （6－7） 69776（1番人気）
馬連票数 計 510254 的中 �� 104872（2番人気）
馬単票数 計 446892 的中 �� 32052（4番人気）
ワイド票数 計 306992 的中 �� 54887（2番人気）�� 3776（17番人気）�� 7204（8番人気）
3連複票数 計 766963 的中 ��� 17052（8番人気）
3連単票数 計1824522 的中 ��� 10095（31番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．9―13．0―12．7―12．3―11．5―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―37．9―50．9―1：03．6―1：15．9―1：27．4―1：38．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラチナムバレット �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2014．5．19生 牡2芦 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3406612月18日 晴 良 （28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 （ダート・右）

牝，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

89 メイショウカズヒメ 牝2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 486 ―1：13．4 1．8�
44 タガノカピート 牝2栗 54 和田 竜二八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444 ―1：13．61� 3．6�
66 ブラックシンデレラ 牝2鹿 54 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 458 ―1：13．81� 66．4�
11 サンデーミネルバ 牝2栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 458 ―1：14．01� 18．0�
88 フレッチャペガサス 牝2栗 54 北村 友一松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 420 ―1：14．95 43．5�
55 ウインクルチェリー 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 514 ―1：15．0クビ 15．3�
22 コウセイエリザベス 牝2鹿 54 武 幸四郎杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 468 ― 〃 クビ 10．7	
77 カルサイトイモン 牝2栗 54 内田 博幸井門 敏雄氏 小西 一男 新冠 長浜 秀昭 446 ―1：15．74 22．3

33 ベルエシャンス 牝2黒鹿54 V．シュミノー 新井 康司氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 462 ― 〃 ハナ 7．6�

（仏）

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，939，500円 複勝： 26，849，600円 枠連： 8，403，100円
馬連： 45，132，000円 馬単： 31，505，300円 ワイド： 25，099，200円
3連複： 58，619，800円 3連単： 121，227，200円 計： 345，775，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 590円 枠 連（4－8） 370円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，400円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 11，320円

票 数

単勝票数 計 289395 的中 � 127012（1番人気）
複勝票数 計 268496 的中 � 93637（1番人気）� 50703（2番人気）� 6084（9番人気）
枠連票数 計 84031 的中 （4－8） 17323（1番人気）
馬連票数 計 451320 的中 �� 101417（1番人気）
馬単票数 計 315053 的中 �� 42151（1番人気）
ワイド票数 計 250992 的中 �� 45285（1番人気）�� 3887（19番人気）�� 2380（26番人気）
3連複票数 計 586198 的中 ��� 10295（17番人気）
3連単票数 計1212272 的中 ��� 7764（35番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―12．5―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．5―48．0―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカズヒメ �

父 フレンチデピュティ �


母父 マンハッタンカフェ 初出走

2014．2．11生 牝2鹿 母 メイショウワカツキ 母母 シ ー ヴ ェ 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。



3406712月18日 晴 良 （28阪神5）第6日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時25分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量

本 賞 7，200，000円 2，350，000
2，350，000

円
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

811 メイショウソウビ 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 470－ 61：10．6 23．2�
66 オールポッシブル 牝2鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 472－ 41：10．81� 4．9�
78 � ミセスワタナベ 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 和子氏 木村 哲也 米

C. Kidder, N. Cole,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

488± 0 〃 同着 3．1�
22 モ ザ イ ク 牡2黒鹿55 V．シュミノー 吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 430－ 21：10．9	 3．8�

（仏）

11 デスティニーソング 牝2鹿 54 和田 竜二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 424－ 6 〃 クビ 66．1�

810 ジャンダラリン 牝2鹿 54 内田 博幸岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 454－ 41：11．11
 29．4	
55 イリスファルコン 牝2鹿 54 武 豊菅原 広隆氏 安田 隆行 浦河 小島牧場 406－ 4 〃 ハナ 7．7

79 � ロゼッタハート 牝2鹿 54 柴田 大知�ヤナガワ牧場 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 412－101：11．31 235．7�
33 ロイヤルメジャー 牝2鹿 54 小牧 太本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 432－ 61：11．51� 77．8
67 ゲンパチケンシン 牡2芦 55 横山 典弘平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 458＋ 6 〃 ハナ 5．1�
44 アットザトップ 牡2栗 55 幸 英明�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 462－ 21：12．03 24．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，116，100円 複勝： 56，330，000円 枠連： 16，770，900円
馬連： 79，707，500円 馬単： 42，849，000円 ワイド： 44，768，100円
3連複： 101，097，800円 3連単： 168，800，000円 計： 553，439，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，320円 複 勝 � 420円 �
�

170円
170円 枠 連（6－8）（7－8）

640円
1，180円

馬 連 ��
��

2，430円
3，040円 馬 単 ��

��
5，490円
7，680円

ワ イ ド ��
��

1，510円
1，900円 �� 440円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ���
���

39，430円
44，200円

票 数

単勝票数 計 431161 的中 � 14860（6番人気）
複勝票数 計 563300 的中 � 26447（6番人気）� 98392（3番人気）� 99523（2番人気）
枠連票数 計 167709 的中 （6－8） 10415（6番人気）（7－8） 5329（10番人気）
馬連票数 計 797075 的中 �� 12746（17番人気）�� 10118（22番人気）
馬単票数 計 428490 的中 �� 2931（35番人気）�� 2088（50番人気）
ワイド票数 計 447681 的中 �� 7301（16番人気）�� 5743（23番人気）�� 28390（5番人気）
3連複票数 計1010978 的中 ��� 9503（30番人気）
3連単票数 計1688000 的中 ��� 1552（259番人気） ��� 1384（273番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．8―12．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．7―47．0―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウソウビ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．7．2 中京1着

2014．2．4生 牡2鹿 母 カクテルローズ 母母 ドラマチックローズ 5戦2勝 賞金 17，320，000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。

3406812月18日 晴 良 （28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

510 ナムラケイト 牝4鹿 55 内田 博幸奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 504＋ 41：51．3 19．7�
12 ロイヤルパンプ 牡4栗 57 松若 風馬吉田 千津氏 長浜 博之 平取 稲原牧場 532＋ 61：52．15 11．2�
24 エ ポ ッ ク 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B516＋16 〃 クビ 4．4�
815 トウケイワラウカド 牡3鹿 56 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486± 01：52．2� 8．6�
35 フミノメモリー 牡6黒鹿57 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 528＋ 8 〃 ハナ 89．0�
611 サンライズワールド 	6栗 57

54 ▲坂井 瑠星松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 458＋ 2 〃 クビ 82．1�
23 ヴ ァ ロ ー ア 牝4鹿 55 A．シュタルケ 	ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 466＋ 21：52．4� 24．9


（独）

47 コウユーアンドレ 牡6鹿 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 472＋ 21：52．5� 230．6�
48 ヴ ィ ッ セ ン 牡5鹿 57 岩田 康誠 	シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 4 〃 クビ 57．8�
713 マイネルバサラ 牡3鹿 56 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 468－ 8 〃 アタマ 30．3�
612 スズカウラノス 牡7鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 478＋ 21：52．71
 77．3�
11 ザイディックメア 牡4鹿 57 和田 竜二 	シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：52．91 12．5�
816 コ コ 牝4芦 55 横山 典弘副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 528＋16 〃 クビ 114．8�
714 フ ラ ン ド ル 牡3鹿 56 川田 将雅寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 492－ 21：53．21� 1．9�
59 ス ト リ ク ス 牡3鹿 56 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 41：53．3� 42．1�
36 エ キ ド ナ 牝3青鹿54 松山 弘平ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 486＋ 21：53．4クビ 38．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，054，400円 複勝： 87，777，700円 枠連： 27，618，000円
馬連： 100，990，400円 馬単： 55，332，100円 ワイド： 64，108，300円
3連複： 152，501，800円 3連単： 211，877，200円 計： 748，259，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 690円 � 440円 � 250円 枠 連（1－5） 3，680円

馬 連 �� 9，610円 馬 単 �� 23，630円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 1，550円 �� 820円

3 連 複 ��� 14，320円 3 連 単 ��� 126，530円

票 数

単勝票数 計 480544 的中 � 19487（6番人気）
複勝票数 計 877777 的中 � 29689（6番人気）� 51083（5番人気）� 107189（2番人気）
枠連票数 計 276180 的中 （1－5） 5804（13番人気）
馬連票数 計1009904 的中 �� 8142（27番人気）
馬単票数 計 553321 的中 �� 1756（56番人気）
ワイド票数 計 641083 的中 �� 5577（31番人気）�� 10595（13番人気）�� 20872（8番人気）
3連複票数 計1525018 的中 ��� 7982（44番人気）
3連単票数 計2118772 的中 ��� 1214（347番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．4―49．9―1：02．0―1：14．4―1：26．5―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラケイト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．3．22 中京4着

2012．5．15生 牝4鹿 母 レーヌヴェルト 母母 グリーンポーラ 14戦3勝 賞金 35，950，000円
〔発走状況〕 ザイディックメア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ザイディックメア号は，発走調教再審査。
※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18日 晴 良 （28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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

23 ロイカバード 牡3黒鹿56 武 豊寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：35．4 5．7�
34 ハクサンルドルフ 牡3黒鹿56 M．デムーロ河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム B462± 01：35．5� 2．9�
59 レッドライジェル 牡4鹿 57 V．シュミノー �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 446－ 6 〃 ハナ 23．1�

（仏）

58 ティーエスネオ 牡5芦 57 池添 謙一田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 530＋ 21：35．6クビ 11．7�
11 マサハヤドリーム 牡4鹿 57 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 クビ 9．6�
712 ナガラフラワー 牝4鹿 55 四位 洋文長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 462－ 41：35．7� 51．8	
611 ネオスターダム 牡4黒鹿57 C．ルメール 一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：35．8クビ 4．2

46 シャドウダンサー 牡5黒鹿57 松若 風馬飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 516＋ 4 〃 クビ 22．8�
713	 ホッコーアムール 牝6青 55 幸 英明北幸商事� 飯田 祐史 日高 川端 正博 472± 01：35．9クビ 171．2�
610 マラムデール 牝5栗 55 A．シュタルケ サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 クビ 85．3�

（独）

47 レッドオリヴィア 牝5鹿 55 川田 将雅 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 446＋121：36．0クビ 10．0�
815 ワードイズボンド 牡5青 57 松田 大作宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 538－ 21：36．1� 91．5�
35 ベステンダンク 牡4栗 57 M．バルザローナ 市川義美ホールディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 506＋ 41：36．41� 23．5�

（仏）

814 カフェリュウジン 牡6鹿 57 柴田 大知西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 534＋141：36．93 266．8�
22 ロ ス カ ボ ス 牡3黒鹿56 松山 弘平吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム B512＋ 21：37．64 27．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，629，800円 複勝： 85，466，000円 枠連： 31，197，300円
馬連： 151，689，300円 馬単： 61，125，300円 ワイド： 80，694，400円
3連複： 200，691，400円 3連単： 259，199，300円 計： 928，692，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 150円 � 530円 枠 連（2－3） 610円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，300円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 9，890円 3 連 単 ��� 40，860円

票 数

単勝票数 計 586298 的中 � 81121（3番人気）
複勝票数 計 854660 的中 � 103134（3番人気）� 183056（1番人気）� 31379（9番人気）
枠連票数 計 311973 的中 （2－3） 39262（1番人気）
馬連票数 計1516893 的中 �� 117150（2番人気）
馬単票数 計 611253 的中 �� 23511（4番人気）
ワイド票数 計 806944 的中 �� 48320（2番人気）�� 8568（29番人気）�� 11311（20番人気）
3連複票数 計2006914 的中 ��� 15211（32番人気）
3連単票数 計2591993 的中 ��� 4598（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．3―48．8―1：00．9―1：12．3―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイカバード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2015．11．8 京都2着

2013．3．8生 牡3黒鹿 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 9戦4勝 賞金 75，611，000円
※マラムデール号は，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18日 晴 良 （28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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000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 ミ ツ バ 牡4鹿 57 横山 典弘�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B468＋ 82：03．6 1．8�
33 オリオンザジャパン �6芦 56 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 466± 02：04．02	 7．6�
89 ヨヨギマック 牡5栗 56 川田 将雅一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 498－ 42：04．53 8．6�
810 ドコフクカゼ 牡6黒鹿58 A．シュタルケ 國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 530＋182：04．6
 7．9�

（独）

77 サンマルデューク 牡7黒鹿58 四位 洋文相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 508± 02：04．91
 26．0�
44 トウシンイーグル �8鹿 57 佐久間寛志�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント B482＋ 42：05．0	 199．0	
55 マイネルクロップ 牡6芦 59 柴田 大知 �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 518＋122：05．1
 61．7

78 エ ル マ ン ボ 牡6青鹿56 M．デムーロ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 542± 0 〃 ハナ 17．8�
66 メドウラーク 牡5鹿 56 V．シュミノー 吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 500＋ 62：06．27 45．4

（仏）

22 ドレッドノータス 牡3栗 55 C．ルメール �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460－102：07．69 5．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 73，008，200円 複勝： 109，045，200円 枠連： 30，749，300円
馬連： 150，256，400円 馬単： 88，062，700円 ワイド： 74，600，500円
3連複： 201，658，800円 3連単： 437，686，000円 計： 1，165，067，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（1－3） 580円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 250円 �� 240円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 計 730082 的中 � 321059（1番人気）
複勝票数 計1090452 的中 � 577273（1番人気）� 102188（3番人気）� 107781（2番人気）
枠連票数 計 307493 的中 （1－3） 40663（3番人気）
馬連票数 計1502564 的中 �� 182146（4番人気）
馬単票数 計 880627 的中 �� 77426（3番人気）
ワイド票数 計 746005 的中 �� 80211（2番人気）�� 83280（1番人気）�� 31877（7番人気）
3連複票数 計2016588 的中 ��� 146235（2番人気）
3連単票数 計4376860 的中 ��� 102183（4番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―11．2―12．9―12．4―12．7―12．5―12．5―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．8―36．0―48．9―1：01．3―1：14．0―1：26．5―1：39．0―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミ ツ バ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．9．21 阪神5着

2012．3．28生 牡4鹿 母 セントクリスマス 母母 ゴールデンジャック 26戦7勝 賞金 151，281，000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



3407112月18日 晴 良 （28阪神5）第6日 第11競走 ��
��1，600�第68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 1，260，000円 360，000円 180，000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
1：34．4
1：33．4

良
良
良
良 （中山）

817 サトノアレス 牡2黒鹿55 四位 洋文里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500＋ 41：35．4 14．2�
510 モンドキャンノ 牡2鹿 55 M．バルザローナ ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472± 01：35．5� 15．8�

（仏）

24 ボンセルヴィーソ 牡2栗 55 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 462－ 61：35．82 72．7�
713 ミ ス エ ル テ 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 アタマ 2．4�
818� ト ラ ス ト 牡2芦 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 中本牧場 466－ 21：36．12 21．3	
611	 トリリオネア 牡2鹿 55 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 英 Darley 456－101：36．2クビ 46．7

36 クリアザトラック 牡2鹿 55 M．デムーロ 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 442－ 6 〃 クビ 7．7�
715 レッドアンシェル 牡2青鹿55 V．シュミノー �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 454＋141：36．3� 11．7�

（仏）

816 アメリカズカップ 牡2黒鹿55 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 37．1
47 ビーカーリー 牝2黒鹿54 和田 竜二馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 448－ 81：36．4
 368．0�
59 ダイイチターミナル 牡2鹿 55 北村 友一�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 432＋ 21：36．5クビ 353．7�
12 アシャカリアン 牡2栗 55 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 468－ 2 〃 クビ 332．0�
48 ダンビュライト 牡2黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472＋ 8 〃 ハナ 4．5�
35 タガノアシュラ 牡2黒鹿55 武 豊八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 21：36．71� 14．0�
612 トーホウドミンゴ 牡2青鹿55 池添 謙一東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 486± 01：36．8クビ 270．8�
23 リンクスゼロ 牡2黒鹿55 A．シュタルケ 目谷 一幸氏 森 秀行 新冠 イワミ牧場 464－ 11：37．54 206．9�

（独）

11 	 レヴァンテライオン 牡2黒鹿55 内田 博幸ライオンレースホース� 矢作 芳人 米
Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

490＋ 6 〃 クビ 58．4�
714 ブルベアバブーン 牡2栗 55 幸 英明 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 中本牧場 490＋ 41：37．71 347．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 630，749，900円 複勝： 531，700，100円 枠連： 397，550，400円 馬連： 1，892，427，500円 馬単： 868，148，600円
ワイド： 700，626，500円 3連複： 2，846，448，100円 3連単： 5，269，801，900円 5重勝： 637，356，100円 計： 13，774，809，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 390円 � 410円 � 910円 枠 連（5－8） 3，140円

馬 連 �� 5，980円 馬 単 �� 11，430円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 4，240円 �� 4，090円

3 連 複 ��� 42，820円 3 連 単 ��� 221，200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����� 575，670円

票 数

単勝票数 計6307499 的中 � 376505（6番人気）
複勝票数 計5317001 的中 � 378584（5番人気）� 352560（6番人気）� 141207（10番人気）
枠連票数 計3975504 的中 （5－8） 98061（11番人気）
馬連票数 計18924275 的中 �� 260761（21番人気）
馬単票数 計8681486 的中 �� 56941（41番人気）
ワイド票数 計7006265 的中 �� 108495（18番人気）�� 42262（42番人気）�� 43751（40番人気）
3連複票数 計28464481 的中 ��� 49846（111番人気）
3連単票数 計52698019 的中 ��� 17272（552番人気）
5重勝票数 計6373561 的中 ����� 775

ハロンタイム 12．8―11．2―11．6―12．7―12．3―11．5―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．6―48．3―1：00．6―1：12．1―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．8
3 ・（4，18）（1，6，15）（8，13，16）（3，7）（11，14）－17（5，10）12（2，9） 4 ・（4，18）6（1，16）（8，15）13（3，7，14）（11，17）（5，10，9）（2，12）

勝馬の
紹 介

サトノアレス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー 2016．8．14 札幌2着

2014．2．25生 牡2黒鹿 母 サトノアマゾネス 母母 Prawn Cocktail 5戦3勝 賞金 91，347，000円
〔制裁〕 クリアザトラック号の騎手M．デムーロは，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・16番）

サトノアレス号の騎手四位洋文は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番）
※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 サングレーザー号・ヒロシゲグローリー号・マテラレックス号
※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。

3407212月18日 晴 良 （28阪神5）第6日 第12競走 ��
��1，400�

た か さ ご

高 砂 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 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000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 コウエイエンブレム 牡3栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 526＋ 61：23．5 3．7�
816 ワンダーサジェス 牝3鹿 54 小牧 太山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 480－121：24．13� 4．5�
714 ミトノゴールド 牡4栗 57 幸 英明ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B492＋ 21：24．2� 19．8�
12 アイアムナチュラル 牡5鹿 57 松若 風馬堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 526＋ 81：24．3	 18．6�
35 ヒドゥンブレイド 牡6黒鹿57 A．シュタルケ �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 494± 01：24．4クビ 16．6�

（独）

24 スワーヴカイザー 
5青 57 岩田 康誠	NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 534＋ 41：24．5	 6．6

611� アドマイヤシャドウ 牡7鹿 57 国分 優作近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 482＋ 41：24．6クビ 77．7�
612 ロスヴァイセ 牝5黒鹿55 V．シュミノー �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 46．3�

（仏）

11 � オ ホ ー ツ ク 牡4芦 57 M．バルザローナ 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Inside Move 546－141：24．7クビ 14．6
（仏）

815� フォンタネットポー 牝4栗 55 C．ルメール 吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 518＋ 6 〃 クビ 9．7�

47 スランジバール 牡7鹿 57 北村 友一�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 478－ 21：24．91 83．8�
59 タッチシタイ 牡6栗 57 M．デムーロ小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 504－ 21：25．1	 6．7�
510 ピュアコンチェルト 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 432－ 2 〃 クビ 26．7�
48 ス ザ ク 牡5鹿 57 国分 恭介一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 510－101：25．31 138．6�
23 ハギノスノーボール 牡3芦 56 内田 博幸日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 484－ 61：25．4� 29．1�
36 ラフジェントリー 牡6黒鹿57 川島 信二今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B504± 01：26．03� 344．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 106，011，000円 複勝： 144，414，000円 枠連： 80，348，100円
馬連： 270，284，500円 馬単： 109，718，100円 ワイド： 156，002，300円
3連複： 378，071，500円 3連単： 523，372，200円 計： 1，768，221，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 190円 � 410円 枠 連（7－8） 470円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，030円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 19，120円

票 数

単勝票数 計1060110 的中 � 228749（1番人気）
複勝票数 計1444140 的中 � 301759（1番人気）� 203262（2番人気）� 68717（8番人気）
枠連票数 計 803481 的中 （7－8） 131676（1番人気）
馬連票数 計2702845 的中 �� 245604（1番人気）
馬単票数 計1097181 的中 �� 51197（1番人気）
ワイド票数 計1560023 的中 �� 132873（1番人気）�� 37079（9番人気）�� 20158（27番人気）
3連複票数 計3780715 的中 ��� 48590（13番人気）
3連単票数 計5233722 的中 ��� 19837（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―34．3―46．7―59．1―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイエンブレム �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Forty Niner デビュー 2015．11．23 京都1着

2013．4．17生 牡3栗 母 ニシノシンデレラ 母母 Le l’Argent 11戦3勝 賞金 53，849，000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。
（非当選馬） 1頭 コパノリスボン号
※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。

５レース目



（28阪神5）第6日 12月18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 162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

337，690，000円
15，460，000円
3，200，000円
39，100，000円
65，605，000円
4，878，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
1，153，595，900円
1，398，376，300円
670，532，000円
2，978，578，600円
1，445，812，300円
1，330，694，200円
4，365，759，800円
7，696，221，800円
637，356，100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
5 重 勝
計 21，676，927，000円

総入場人員 26，513名 （有料入場人員 24，668名）
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