
3407312月23日 晴 良 （29阪神5）第7日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時00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
1：23．0
1：23．0

重
重

36 メリッサーニ 牝2鹿 54 C．デムーロ �G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：26．3 4．0�
（仏）

23 モンサンフィエール 牡2栗 55 小牧 太山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 448± 01：26．72� 8．5�
47 メイショウバイタル 牡2青鹿55 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 赤田牧場 502－ 21：26．91� 20．1�
24 ディーズアマーレ 牝2青鹿54 和田 竜二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 428± 01：27．22 22．3�
48 ブレークテーラー 牡2黒鹿55 国分 恭介中西 浩一氏 河内 洋 浦河 笠松牧場 434＋ 41：27．3クビ 129．7�
713 ピ ッ パ 牝2栗 54 松若 風馬飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 470＋ 2 〃 ハナ 12．8	
510 メイショウキタグニ 牡2黒鹿55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 474＋181：27．61� 70．1

11 ブルベアノザワナ 牡2栗 55 酒井 学 �ブルアンドベア 服部 利之 新冠 石田牧場 446＋ 81：28．13 189．4�
12 ステリファラス 牡2鹿 55 池添 謙一 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 492－ 41：28．52� 43．6�
59 クリノヤンソン 牝2黒鹿 54

52 △森 裕太朗栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 イズモリファーム 468＋ 21：28．82 349．0
816 ミンナノシャチョウ 牡2鹿 55 浜中 俊 �ミキハウスHKサービス 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 504＋ 41：29．01� 1．6�
35 キクノゼファー 牡2鹿 55 秋山真一郎菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 458± 01：29．53 27．1�
714 インザハイエスト 牝2鹿 54 松田 大作吉田 照哉氏 北出 成人 千歳 社台ファーム 450－ 21：29．71 178．3�
612 テイエムイチズオー 牡2鹿 55

52 ▲富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 川越ファーム 470＋ 41：29．91� 83．2�
815 イチザティアラ 牝2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太奈良﨑孝一郎氏 柴田 光陽 新ひだか 木下牧場 474＋ 21：30．32� 352．1�
611 カシノアプローズ 牝2芦 54 岡田 祥嗣柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 加藤 重治 496－101：30．51� 220．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，607，400円 複勝： 88，945，600円 枠連： 16，546，100円
馬連： 76，300，000円 馬単： 40，000，800円 ワイド： 52，462，800円
3連複： 100，130，100円 3連単： 146，736，200円 計： 556，729，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 220円 � 440円 � 590円 枠 連（2－3） 1，020円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 630円 �� 770円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 6，380円 3 連 単 ��� 26，500円

票 数

単勝票数 計 356074 的中 � 69561（2番人気）
複勝票数 計 889456 的中 � 122624（2番人気）� 49805（3番人気）� 35321（5番人気）
枠連票数 計 165461 的中 （2－3） 12501（4番人気）
馬連票数 計 763000 的中 �� 26898（6番人気）
馬単票数 計 400008 的中 �� 8218（9番人気）
ワイド票数 計 524628 的中 �� 22094（6番人気）�� 17606（8番人気）�� 6922（19番人気）
3連複票数 計1001301 的中 ��� 11768（18番人気）
3連単票数 計1467362 的中 ��� 4014（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．2―47．5―1：00．3―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 10（6，16）4，15（3，7，13）14（1，11）5（8，2）12，9 4 ・（10，6）16（4，7）（3，13）15，1（8，14）11（2，5）（9，12）

勝馬の
紹 介

メリッサーニ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．12．2 阪神3着

2015．2．23生 牝2鹿 母 ダイワオンディーヌ 母母 クリアースター 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダンツコンフォート号
（非抽選馬） 1頭 ガイド号
※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。

3407412月23日 晴 良 （29阪神5）第7日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時30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

36 モズノーブルギフト 牡2黒鹿55 M．デムーロ �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 532－ 41：55．5 1．9�
816 クリノカポネ 牡2鹿 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 41：55．81� 10．6�
815 シ メ イ 牡2青鹿 55

52 ▲川又 賢治仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 496＋ 61：56．22	 115．3�

47 タイセイビスタ 牡2青鹿55 C．ルメール 田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 クビ 3．3�
23 マーナガルム 牡2鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：56．3クビ 14．7�
12 ナムラシシマル 牡2鹿 55 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 500＋ 41：56．4	 104．2	
11 クレスコセイラン 牡2鹿 55

52 ▲富田 暁堀川 三郎氏 木原 一良 登別 青藍牧場 482－ 81：56．61
 153．2

714 リリーマイスター 牡2黒鹿55 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 500－ 41：56．92 34．7�
24 カズアピアーニ 牡2鹿 55 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 482± 01：57．0	 30．5�
48 ラベンデュラン 牡2鹿 55 国分 優作ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 422－ 61：57．21 261．4
510 イズジョーブラック 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 加野牧場 516＋ 61：57．41
 391．3�
713 メイショウパルサー 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 472± 01：57．93 131．3�
612 ア ル ゴ ス 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 414－ 21：58．11
 180．4�

611 セルヴィエット 牡2黒鹿55 岩田 康誠�田 昌久氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 518＋ 2 〃 ハナ 6．8�
35 コウユープリプリ 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人加治屋貞光氏 斉藤 崇史 日高 旭 牧場 424＋ 41：58．2� 568．1�
59 センスオブワンダー 牡2栗 55 川島 信二前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458± 01：58．52 70．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，609，000円 複勝： 70，416，500円 枠連： 16，748，000円
馬連： 75，066，100円 馬単： 41，312，200円 ワイド： 49，257，300円
3連複： 98，155，700円 3連単： 148，156，700円 計： 541，721，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 1，440円 枠 連（3－8） 1，060円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 350円 �� 4，300円 �� 6，560円

3 連 複 ��� 27，260円 3 連 単 ��� 71，560円

票 数

単勝票数 計 426090 的中 � 176913（1番人気）
複勝票数 計 704165 的中 � 303392（1番人気）� 71916（3番人気）� 6288（11番人気）
枠連票数 計 167480 的中 （3－8） 12155（4番人気）
馬連票数 計 750661 的中 �� 52233（3番人気）
馬単票数 計 413122 的中 �� 20907（4番人気）
ワイド票数 計 492573 的中 �� 41429（3番人気）�� 2727（27番人気）�� 1778（36番人気）
3連複票数 計 981557 的中 ��� 2700（52番人気）
3連単票数 計1481567 的中 ��� 1501（151番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．2―50．3―1：03．8―1：16．9―1：29．6―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モズノーブルギフト �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．12．9 阪神2着

2015．5．3生 牡2黒鹿 母 ビューティーモズ 母母 ペルファヴォーレ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ナムラシシマル号の騎手小林徹弥は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14番・

8番・16番）
※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 キングブラック号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 阪神競馬 第７日



3407512月23日 晴 良 （29阪神5）第7日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時00分 （芝・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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

23 キャッチミーアップ 牝2鹿 54 川田 将雅畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 438－ 61：22．8 2．5�
12 プンタレオナ 牝2鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 424－ 41：22．9� 58．0�
48 ディアボレット 牝2栗 54

51 ▲富田 暁�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 446＋181：23．0� 37．5�
36 ヘヴンリーブライド 牝2黒鹿 54

53 ☆荻野 極 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 48．3�
715 メジャーシャルマン 牝2栗 54 浜中 俊吉澤 克己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：23．1� 117．1	
611 ステラローザ 牝2鹿 54 福永 祐一星野 康三氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444－ 81：23．2� 10．0

24 ブラックブラック 牝2黒鹿 54

52 △森 裕太朗三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 388－ 61：23．3� 54．5�
612 ル プ ス 牝2青鹿54 和田 竜二中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 476＋ 2 〃 ハナ 7．3�
713 コーラルリーフ 牝2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 426＋ 41：23．51� 15．1
59 ニホンピロヘイロー 牝2鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 470± 0 〃 アタマ 23．4�
11 アスタービーナス 牝2鹿 54 岩田 康誠加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 404± 0 〃 クビ 20．7�
818 ミ ス ル ー ア 牝2鹿 54 国分 優作 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 450＋ 21：23．6クビ 115．1�
47 ローズベスト 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 俊房氏 作田 誠二 新ひだか 小河 豊水 448－ 2 〃 クビ 377．1�
816 リーガルリリー 牝2栗 54

51 ▲川又 賢治阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 470＋ 41：23．7� 40．1�
510 ダイヤモンドベガ 牝2栗 54

53 ☆�島 克駿佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 420± 0 〃 アタマ 145．8�
817 リリカルドリーム 牝2黒鹿54 松若 風馬水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 434± 01：23．8� 9．1�
714 アイランドクイーン 牝2鹿 54 幸 英明大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 442± 01：23．9� 409．1�
35 エイシンテースティ 牝2栗 54 M．デムーロ�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 446－ 61：24．11� 4．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，628，700円 複勝： 72，321，900円 枠連： 22，216，000円
馬連： 87，902，000円 馬単： 37，888，700円 ワイド： 59，831，100円
3連複： 112，922，500円 3連単： 131，024，600円 計： 565，735，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 1，300円 � 640円 枠 連（1－2） 1，500円

馬 連 �� 8，810円 馬 単 �� 10，710円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 1，530円 �� 15，270円

3 連 複 ��� 68，460円 3 連 単 ��� 246，090円

票 数

単勝票数 計 416287 的中 � 131053（1番人気）
複勝票数 計 723219 的中 � 202301（1番人気）� 10641（13番人気）� 23175（9番人気）
枠連票数 計 222160 的中 （1－2） 11462（7番人気）
馬連票数 計 879020 的中 �� 8225（25番人気）
馬単票数 計 378887 的中 �� 2652（33番人気）
ワイド票数 計 598311 的中 �� 5256（29番人気）�� 10342（15番人気）�� 989（86番人気）
3連複票数 計1129225 的中 ��� 1237（151番人気）
3連単票数 計1310246 的中 ��� 386（602番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．7―12．3―12．0―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．0―47．3―59．3―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャッチミーアップ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．11．3 京都2着

2015．3．31生 牝2鹿 母 イースタリーブリーズ 母母 Nakiska Wind 3戦1勝 賞金 9，800，000円

3407612月23日 晴 良 （29阪神5）第7日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時30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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

24 ブランモンストル 牡2芦 55 松田 大作�KTレーシング 中尾 秀正 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 506± 01：34．7 34．5�

59 キューピッドアロー 牝2青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464± 01：35．12� 2．0�
36 メールドグラース 牡2黒鹿55 福永 祐一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 462± 01：35．31� 3．9�
35 ナンゴクアイネット 牝2鹿 54 川田 将雅渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 448－ 4 〃 クビ 11．1�
817 エイシンウェルズ 牝2栗 54 岩田 康誠�栄進堂 奥村 豊 浦河 多田 善弘 430－12 〃 アタマ 16．0	
714 ア イ ガ ー 牡2黒鹿55 横山 典弘寺田 寿男氏 昆 貢 浦河 日の出牧場 470－ 61：35．5� 63．6

12 クラウンローチ 牝2栗 54

53 ☆�島 克駿河原 義宏氏 森田 直行 浦河 小島牧場 450＋ 61：35．6� 195．4�
816 メイショウサンアイ 牝2鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 478＋ 8 〃 クビ 64．0�
48 ハードカウント 牡2栗 55 武 豊�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 61：35．7クビ 20．5
612 タガノライジン 牡2鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464± 01：35．8� 16．7�
715 バトードラムール 牝2鹿 54 小牧 太村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 452± 0 〃 アタマ 143．8�
611 ミトノアミーゴ 牡2栗 55 藤岡 佑介ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト

クラブ 452－ 2 〃 ハナ 34．4�
713 クリノセッシュウ 牡2青鹿 55

52 ▲富田 暁栗本 博晴氏 中村 均 日高 シンボリ牧場 430± 01：36．54 392．8�
47 クリスタルシャイン 牡2栗 55 水口 優也水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 452± 01：36．92� 549．1�
11 リュウドカズマ 牡2鹿 55 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 458－ 8 〃 ハナ 12．6�
818 アイファーアイドル 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 加野牧場 392－ 61：37．0� 494．5�
510 シ シ マ ル 牡2鹿 55

52 ▲川又 賢治中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 442＋ 41：41．7大差 412．3�

23 アルジャーノン 牡2栗 55 C．デムーロ Him Rock Racing 荒川 義之 日高 北田 剛 450＋ 41：44．8大差 17．3�
（仏）

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，690，700円 複勝： 67，221，000円 枠連： 25，081，700円
馬連： 86，492，200円 馬単： 45，263，300円 ワイド： 66，190，400円
3連複： 113，283，700円 3連単： 148，318，200円 計： 596，541，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，450円 複 勝 � 460円 � 120円 � 130円 枠 連（2－5） 1，600円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 12，910円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，340円 �� 190円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 40，660円

票 数

単勝票数 計 446907 的中 � 10362（10番人気）
複勝票数 計 672210 的中 � 22244（10番人気）� 188639（1番人気）� 143321（2番人気）
枠連票数 計 250817 的中 （2－5） 12115（8番人気）
馬連票数 計 864922 的中 �� 18060（13番人気）
馬単票数 計 452633 的中 �� 2628（35番人気）
ワイド票数 計 661904 的中 �� 12418（16番人気）�� 10617（17番人気）�� 116336（1番人気）
3連複票数 計1132837 的中 ��� 25172（8番人気）
3連単票数 計1483182 的中 ��� 2644（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．1―47．2―59．7―1：11．6―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．0
3 8（1，5）－4，17－（2，16）6（7，9，15）（12，18）（11，13）14－10＝3 4 8，5（1，4）－17（2，16，6）（9，12，15）7（11，18）13，14＝10＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブランモンストル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．11．26 京都5着

2015．3．8生 牡2芦 母 クレバークリス 母母 エアクリスティーナ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シシマル号・アルジャーノン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月23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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アイアンナッツ号・インヴィジブルワン号・エスケートーラス号・ケイティノーブル号・シーレーン号・

ティーサムライ号・マエガミ号・メイショウゴウリキ号・ラガースパーブ号
※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。



3407712月23日 晴 良 （29阪神5）第7日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時20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

68 キタノコマンドール 牡2鹿 55 C．ルメール DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494 ―2：06．1 3．9�
56 サトノグロワール 牡2黒鹿55 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524 ― 〃 クビ 2．4�
33 ジャックローズ 牡2鹿 55 岩田 康誠 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 496 ―2：06．2� 23．4�
812 エールグリーツ 牝2青 54 C．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 420 ― 〃 クビ 5．1�

（仏）

55 アベンチュリン 牡2芦 55 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 洞�湖 レイクヴィラファーム 508 ―2：06．41	 5．0	
22 バレーノロッソ 牡2栗 55 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 488 ―2：06．5� 57．5

79 ダノンアポロン 牡2鹿 55 和田 竜二�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 484 ―2：06．92
 25．9�
11 イペルラーニオ 牡2鹿 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 矢作 芳人 新冠 コスモヴューファーム 486 ―2：07．0
 49．0�
67 アフリカンゴールド 牡2栗 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 486 ―2：07．1
 27．0
44 クルスブランカ 牝2黒鹿54 幸 英明 �キャロットファーム 高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480 ―2：07．73
 73．5�
710 ヴィーヴァザキング 牡2鹿 55 横山 典弘芹澤 精一氏 作田 誠二 新冠 守矢牧場 494 ― 〃 アタマ 61．4�
811 チャーミングテイル 牝2栗 54 松山 弘平水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 462 ―2：11．4大差 149．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 61，125，200円 複勝： 60，449，200円 枠連： 20，020，800円
馬連： 84，343，800円 馬単： 43，978，400円 ワイド： 51，194，100円
3連複： 99，518，000円 3連単： 157，503，700円 計： 578，133，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 110円 � 320円 枠 連（5－6） 270円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，190円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計 611252 的中 � 122902（2番人気）
複勝票数 計 604492 的中 � 88430（4番人気）� 195188（1番人気）� 30984（5番人気）
枠連票数 計 200208 的中 （5－6） 55766（1番人気）
馬連票数 計 843438 的中 �� 144410（1番人気）
馬単票数 計 439784 的中 �� 28150（4番人気）
ワイド票数 計 511941 的中 �� 68265（1番人気）�� 9716（12番人気）�� 14629（7番人気）
3連複票数 計 995180 的中 ��� 24807（7番人気）
3連単票数 計1575037 的中 ��� 10857（33番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―14．1―13．6―13．4―13．6―13．0―11．8―10．9―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．7―38．8―52．4―1：05．8―1：19．4―1：32．4―1：44．2―1：55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F33．7
1
3
12，3，6，2，8，5（1，7）（9，4，11）10・（12，3）（2，6）（5，8）（1，7）（9，4）11，10

2
4

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

勝馬の
紹 介

キタノコマンドール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2015．2．12生 牡2鹿 母 ベネンシアドール 母母 フェアリードール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 キタノコマンドール号の騎手C．ルメールは，決勝線手前で内側に斜行したことについて平成30年1月6日から平成30年1月

13日まで騎乗停止。（被害馬：6番・3番・12番）
※キタノコマンドール号は，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。

3407812月23日 晴 良 （29阪神5）第7日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時50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
1：23．0
1：23．0

重
重

612� グレートシール 牡2黒鹿55 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 米 Premier
Bloodstock 490 ―1：26．5 1．9�

611 スキップガール 牝2鹿 54 荻野 琢真�富田牧場 寺島 良 浦河 富田牧場 464 ―1：26．71� 20．3�
24 ビッグデータ 牡2鹿 55 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 424 ―1：26．9	 13．3�
714 ヴェールレガロ 牡2栗 55 藤岡 佑介水谷 昌晃氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 500 ―1：27．32� 4．9�
35 ア デ ル 牝2鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432 ―1：27．83 24．7	
815 プリヴェット 牝2鹿 54 和田 竜二下河
行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 468 ― 〃 アタマ 5．3�
47 オペラアクター 牡2栗 55

52 ▲富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 424 ―1：27．9	 25．9�

59 インバッティービレ 牡2栗 55
54 ☆荻野 極西森 鶴氏 清水 久詞 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 490 ―1：28．11� 25．6
510 トウケイゴコウ 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 道見牧場 428 ― 〃 ハナ 213．6�
11 パルティータ 牝2黒鹿 54

53 ☆
島 克駿�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 464 ―1：28．52� 195．5�
713 メイショウマゴサン 牡2栗 55

53 △森 裕太朗松本 好雄氏 大橋 勇樹 新冠 スカイビーチステーブル 460 ―1：28．71 197．4�
816 スズカノルナ 牝2鹿 54 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 462 ―1：28．91� 17．1�
23 コ ク シ ネ ル 牡2栗 55 高倉 稜村上 憲政氏 佐藤 正雄 平取 北島牧場 482 ―1：29．0� 41．0�
48 クニサキホイヘンス 牝2栗 54 国分 恭介國島 周夫氏 西橋 豊治 日高 福山牧場 438 ―1：29．21� 221．0�
12 クリノブショウサマ 牡2芦 55 藤岡 康太栗本 守氏 作田 誠二 浦河 大道牧場 478 ― 〃 クビ 280．0�
36 サウスキヘイ 牡2栗 55 酒井 学守内 満氏 服部 利之 日高 ナカノファーム 470 ―1：31．4大差 156．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，190，600円 複勝： 48，786，600円 枠連： 20，836，600円
馬連： 72，890，100円 馬単： 37，320，000円 ワイド： 46，311，300円
3連複： 88，347，500円 3連単： 118，265，200円 計： 475，947，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 400円 � 300円 枠 連（6－6） 1，700円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 680円 �� 600円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 21，390円

票 数

単勝票数 計 431906 的中 � 175420（1番人気）
複勝票数 計 487866 的中 � 148889（1番人気）� 23320（6番人気）� 33130（4番人気）
枠連票数 計 208366 的中 （6－6） 9460（6番人気）
馬連票数 計 728901 的中 �� 34544（4番人気）
馬単票数 計 373200 的中 �� 11962（7番人気）
ワイド票数 計 463113 的中 �� 17753（5番人気）�� 20573（4番人気）�� 5489（21番人気）
3連複票数 計 883475 的中 ��� 11395（19番人気）
3連単票数 計1182652 的中 ��� 4007（50番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．3―12．8―12．7―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．7―48．5―1：01．2―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グレートシール �
�
父 War Front �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

2015．2．12生 牡2黒鹿 母 Quarter Moon 母母 Jude 1戦1勝 賞金 7，000，000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 タガノエルフリーデ号



3407912月23日 晴 良 （29阪神5）第7日 第7競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時20分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：40．0
2：37．3

良
良

510 ス プ マ ン テ 牡3青鹿55 川田 将雅石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 484＋ 62：39．8レコード 3．2�
713 バリオラージュ 牡3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 B474＋102：40．01� 4．4�
817 ナ ル ハ ヤ 牝3黒鹿53 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 494＋ 22：40．1	 11．6�
815
 ピエナアラシ 牡3鹿 55 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－112：40．2	 96．8�
48 ウインカートゥーン 牡4黒鹿57 C．ルメール�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 500＋ 8 〃 クビ 6．9	
12 ロードゼスト 牡3鹿 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 464－ 42：40．3クビ 47．8

714 デューズワイルズ 牡4黒鹿 57

54 ▲川又 賢治 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 478＋12 〃 クビ 110．7�
35 ローズシュクレ 牝3栗 53 福永 祐一 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 444＋102：40．4� 6．1�
47 ホットファイヤー 牡4鹿 57

54 ▲富田 暁西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 478＋162：40．5クビ 94．9
59 マーヴェルズ 牡3鹿 55

54 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 6 〃 クビ 18．4�

612 シェルブルック 牡3鹿 55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 502－ 22：40．6� 34．0�
23 レッドコルディス 牝3黒鹿53 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 480－ 22：40．7クビ 20．3�
11 エ ー ル 3黒鹿55 中谷 雄太�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B426－ 42：41．02 35．1�
816 フォースフィールド 牡5黒鹿 57

54 ▲三津谷隼人岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 442＋ 62：41．63	 28．9�
36 オンザロックス 牡4鹿 57 H．ボウマン 稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 488＋ 4 〃 クビ 39．7�
（豪）

24 メイクグローリー 牡3栗 55 国分 恭介ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 480－ 22：42．45 347．4�
611 ノースストーム 牡5鹿 57 浜中 俊吉澤 克己氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 490＋ 42：44．6大差 22．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 44，250，800円 複勝： 66，704，600円 枠連： 24，475，500円
馬連： 103，917，200円 馬単： 43，210，800円 ワイド： 67，656，100円
3連複： 134，811，100円 3連単： 158，560，900円 計： 643，587，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 180円 � 310円 枠 連（5－7） 520円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 310円 �� 670円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 8，910円

票 数

単勝票数 計 442508 的中 � 110095（1番人気）
複勝票数 計 667046 的中 � 150371（1番人気）� 92714（3番人気）� 43939（5番人気）
枠連票数 計 244755 的中 （5－7） 35929（1番人気）
馬連票数 計1039172 的中 �� 125281（1番人気）
馬単票数 計 432108 的中 �� 25959（1番人気）
ワイド票数 計 676561 的中 �� 61503（1番人気）�� 24660（6番人気）�� 16812（8番人気）
3連複票数 計1348111 的中 ��� 37108（4番人気）
3連単票数 計1585609 的中 ��� 12901（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．8―13．1―12．7―12．6―13．2―12．8―12．5―12．2―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．7―24．0―35．8―48．9―1：01．6―1：14．2―1：27．4―1：40．2―1：52．7―2：04．9―2：16．5―2：28．0

コーナー
通過順位

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

2
4
3，11，17（2，10）16，1（4，5）（8，14）（6，12）15－7－13－9
3（11，16）17（10，13）（1，2，14，5）8（15，6，4）（7，12）9

勝馬の
紹 介

ス プ マ ン テ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．11．27 京都11着

2014．2．12生 牡3青鹿 母 タイキオードリー 母母 エ ス カ ニ ア 10戦2勝 賞金 24，886，000円
※レッドコルディス号は，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。

3408012月23日 晴 良 （29阪神5）第7日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

510 ソリティール 牡4栗 57 R．ムーア �G1レーシング 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 42：06．5 2．0�

（英）

48 ビッグアイランド 牡3鹿 56 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 514＋ 42：06．71 29．0�
35 ジャストコーズ �4青鹿57 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B504－ 2 〃 クビ 28．9�
11 ウォーターレスター 牡4黒鹿57 武 豊山岡 良一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 528－ 22：07．33� 16．9�
24 ジョースターライト 牡4青鹿57 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B466－ 2 〃 ハナ 3．7	
59 キングサムソン 牡5鹿 57 和田 竜二伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 6 〃 クビ 5．5

36 メ ガ フ レ ア 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 492＋ 8 〃 アタマ 20．4�
23 トーアライジン 牡4芦 57 国分 恭介高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 506＋ 82：07．51	 99．5�
611 セヴィルロアー 牡3鹿 56 秋山真一郎北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 484＋102：07．92 18．2
714 アウトリガーカヌー 牡3芦 56 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 538＋102：08．0
 318．2�
815� ヤマカツリーダー �4黒鹿57 古川 吉洋山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 82：08．2
 39．4�
816 ジ ュ ラ ー レ 牝4鹿 55

52 ▲川又 賢治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 410± 02：08．51
 378．7�

12 プエルタデルソル 牡3栗 56
55 ☆荻野 極前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 62：08．6
 55．5�
612 ライブリシュナイト 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 478－ 2 〃 クビ 506．7�
47 ヒミノブリランテ 牡3栗 56 藤岡 佑介佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 8 〃 ハナ 126．1�
713 エイシンリンリン 牝4栗 55 幸 英明�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 水丸牧場 480＋ 22：09．66 81．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，563，800円 複勝： 70，089，600円 枠連： 28，942，400円
馬連： 109，361，200円 馬単： 59，852，100円 ワイド： 68，710，700円
3連複： 140，782，800円 3連単： 224，743，000円 計： 754，045，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 590円 � 680円 枠 連（4－5） 1，590円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 1，290円 �� 7，040円

3 連 複 ��� 23，810円 3 連 単 ��� 84，420円

票 数

単勝票数 計 515638 的中 � 201538（1番人気）
複勝票数 計 700896 的中 � 251280（1番人気）� 21436（7番人気）� 18072（9番人気）
枠連票数 計 289424 的中 （4－5） 14088（6番人気）
馬連票数 計1093612 的中 �� 23375（11番人気）
馬単票数 計 598521 的中 �� 9179（13番人気）
ワイド票数 計 687107 的中 �� 15042（12番人気）�� 13890（14番人気）�� 2431（48番人気）
3連複票数 計1407828 的中 ��� 4433（53番人気）
3連単票数 計2247430 的中 ��� 1930（205番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．8―14．1―13．1―12．9―12．9―12．6―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―35．9―50．0―1：03．1―1：16．0―1：28．9―1：41．5―1：53．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．6
1
3
13，8，11，2（4，5）（7，9）6（1，15）（10，16）（14，12）－3・（13，8）11（2，4，5）（7，6，9）（1，15，3）10（14，16）12

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

勝馬の
紹 介

ソリティール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．3．19 阪神1着

2013．3．29生 牡4栗 母 スパイラルリング 母母 ウェディングバンド 14戦3勝 賞金 42，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アロマティカス号・ビービーリフレクト号・マコトクラダリング号・マルカノカガヤキ号・メイショウイッポン号・

レッドコルディス号
※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。



3408112月23日 晴 良 （29阪神5）第7日 第9競走 ��2，000�ジングルベル賞
発走14時30分 （芝・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

44 インヘリットデール 牝3鹿 54 C．デムーロ �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 458－ 42：01．1 3．1�
（仏）

11 エールデュレーヴ 牝4黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446－ 22：01．2� 5．5�
811 メイショウガーデン 牝4黒鹿55 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 532＋102：01．3� 17．7�
55 タンタグローリア 牝3鹿 54 福永 祐一�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 392－ 4 〃 アタマ 7．8�
79 アロマドゥルセ 牝3青鹿54 松若 風馬 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 426＋ 22：01．4� 3．4	
78 オリエントワークス 牝4鹿 55 浜中 俊�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 468－162：01．5� 33．8

67 コスモピクシス 牝4黒鹿55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 8 〃 ハナ 36．8�
22 アルメリアブルーム 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 426± 02：01．71� 7．4�
810 フロムマイハート 牝4栗 55 幸 英明 �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 448± 02：01．8� 14．4
33 パワーウーマン 牝5栗 55 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 518± 0 〃 アタマ 81．5�
66 クリノサンスーシ 牝4鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 450＋ 22：02．33 161．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 66，312，200円 複勝： 98，436，400円 枠連： 25，397，200円
馬連： 164，701，500円 馬単： 74，043，800円 ワイド： 89，623，400円
3連複： 192，000，000円 3連単： 323，906，600円 計： 1，034，421，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 190円 � 500円 枠 連（1－4） 820円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，160円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 5，260円 3 連 単 ��� 20，740円

票 数

単勝票数 計 663122 的中 � 168838（1番人気）
複勝票数 計 984364 的中 � 220237（1番人気）� 134272（3番人気）� 36869（7番人気）
枠連票数 計 253972 的中 （1－4） 23783（2番人気）
馬連票数 計1647015 的中 �� 156023（2番人気）
馬単票数 計 740438 的中 �� 36403（3番人気）
ワイド票数 計 896234 的中 �� 70895（2番人気）�� 18927（15番人気）�� 13038（19番人気）
3連複票数 計1920000 的中 ��� 27365（19番人気）
3連単票数 計3239066 的中 ��� 11319（79番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．0―12．8―12．5―12．2―12．1―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―37．1―49．9―1：02．4―1：14．6―1：26．7―1：38．3―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．4
1
3
3，11（2，8）（1，4）6，5，10（7，9）
3，11（2，8）（1，4）（5，9）6（7，10）

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

勝馬の
紹 介

インヘリットデール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．3．19 阪神2着

2014．3．25生 牝3鹿 母 フサイチエアデール 母母 ラスティックベル 8戦3勝 賞金 38，052，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31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。

3408212月23日 晴 良 （29阪神5）第7日 第10競走 ��
��1，800�

ま や

摩耶ステークス
発走15時05分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，28．12．23以降29．12．17まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 ユ ラ ノ ト 牡3栗 55 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 502＋ 61：52．7 2．4�
612 マイネルオフィール 牡5鹿 56 R．ムーア �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 B496＋ 61：52．91� 4．8�
（英）

59 カフェブリッツ 牡4鹿 57 M．デムーロ西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 542＋ 81：53．0� 9．4�
35 テルペリオン 牡3栗 55 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 530＋ 41：53．31� 7．4�
36 ウインユニファイド 牡5黒鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B522± 0 〃 クビ 28．0	
714 シ ロ ニ イ 牡3白 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506－ 41：53．4クビ 6．8

11 マ ル ケ サ ス 牡8青鹿54 荻野 極 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 61．8�
23 サージェントバッジ 牡5黒鹿56 H．ボウマン 大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B506± 01：53．5� 16．7�

（豪）

12 ア チ ー ヴ 牡7黒鹿52 岩崎 翼前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 490＋ 81：53．71 291．7
815	 ヤマカツポセイドン 牡8黒鹿53 国分 優作山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 472± 0 〃 ハナ 269．7�
713 イ ク ラ ト ロ 牡6鹿 54 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 B440－ 2 〃 クビ 215．5�
48 メイスンウォー 牡7鹿 52 酒井 学梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 4 〃 ハナ 329．6�
24 メイショウバッハ 牡4栗 54 藤岡 康太松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 498＋ 61：54．01
 41．1�
816 ナンヨーマーク �6青鹿52 森 裕太朗中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B516＋ 6 〃 クビ 152．4�
510 ヴ ァ ロ ー ア 牝5鹿 52 藤懸 貴志�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 466± 01：54．1クビ 13．4�
611 フロリダパンサー 牡6青鹿53 太宰 啓介吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 482－ 41：59．4大差 67．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，585，400円 複勝： 102，729，100円 枠連： 38，663，700円
馬連： 206，405，300円 馬単： 84，933，400円 ワイド： 103，800，300円
3連複： 235，516，800円 3連単： 344，374，100円 計： 1，195，008，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 230円 枠 連（4－6） 580円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 270円 �� 480円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 5，210円

票 数

単勝票数 計 785854 的中 � 257586（1番人気）
複勝票数 計1027291 的中 � 270165（1番人気）� 187864（2番人気）� 83087（5番人気）
枠連票数 計 386637 的中 （4－6） 51611（1番人気）
馬連票数 計2064053 的中 �� 269578（1番人気）
馬単票数 計 849334 的中 �� 64800（1番人気）
ワイド票数 計1038003 的中 �� 111714（1番人気）�� 53035（4番人気）�� 33333（10番人気）
3連複票数 計2355168 的中 ��� 112525（3番人気）
3連単票数 計3443741 的中 ��� 47896（5番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．6―13．1―13．1―12．8―12．0―11．7―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―50．8―1：03．9―1：16．7―1：28．7―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．0
1
3
5，9（7，12）（8，11）14（4，6，13）（3，16）－1（2，10）－15
5（9，12）（7，8，11）（4，14）13，6（3，16）（1，10）（2，15）

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

勝馬の
紹 介

ユ ラ ノ ト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．5．20 京都4着

2014．2．16生 牡3栗 母 コ イ ウ タ 母母 ヴァイオレットラブ 9戦4勝 賞金 47，793，000円
〔その他〕 フロリダパンサー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 スペルマロン号・スマートボムシェル号・セセリ号・ベルウッドケルン号・メガオパールカフェ号
※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。



3408312月23日 晴 良 （29阪神5）第7日 第11競走 ��
��1，400�第12回阪 神 カ ッ プ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

12 イスラボニータ 牡6黒鹿57 C．ルメール �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 41：19．5レコード 4．1�

612 ダンスディレクター 牡7鹿 57 武 豊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 444＋ 8 〃 ハナ 21．7�
510 サングレーザー 牡3青鹿56 福永 祐一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 482± 01：19．71� 4．5�
47 	 モズアスコット 牡3栗 56 C．デムーロ �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer

Wind Farm 486－ 21：19．91� 3．2�
（仏）

59 ビップライブリー 牡4栗 57 大野 拓弥鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：20．0
 36．2	
713	 モ ー ニ ン 牡5栗 57 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire

Equines, LLC B532＋ 61：20．1クビ 67．8

35 レーヌミノル 牝3栗 54 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 8 〃 アタマ 7．1�
11 ムーンクレスト 牡5鹿 57 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 480＋ 8 〃 ハナ 143．5�
24 オールザゴー 牡3鹿 56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 6 〃 同着 405．4
714 サンライズメジャー 牡8栗 57 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 492＋121：20．2� 180．6�
36 	 キャンベルジュニア 牡5鹿 57 R．ムーア 吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

534＋ 2 〃 クビ 17．6�
（英）

817 シ ュ ウ ジ 牡4鹿 57 横山 典弘安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 494＋ 41：20．3クビ 22．4�
23 タガノブルグ 牡6鹿 57 酒井 学八木 秀之氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456－ 21：20．4
 543．1�
611 アポロノシンザン 牡5鹿 57 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 484± 0 〃 クビ 20．6�
816 ミ ス エ ル テ 牝3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 464－ 61：20．5
 37．2�
48 エ ポ ワ ス 9鹿 57 H．ボウマン 多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 484－121：20．92� 51．5�

（豪）

715 トウショウピスト 牡5鹿 57 古川 吉洋トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 486＋ 81：21．21
 169．9�
818 シャイニングレイ 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 536＋ 6 〃 クビ 29．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 283，775，800円 複勝： 378，896，000円 枠連： 140，393，300円
馬連： 821，090，200円 馬単： 321，541，200円 ワイド： 450，487，700円
3連複： 1，275，658，500円 3連単： 1，804，591，600円 計： 5，476，434，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 380円 � 160円 枠 連（1－6） 2，250円

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 360円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 24，440円

票 数

単勝票数 計2837758 的中 � 545450（2番人気）
複勝票数 計3788960 的中 � 681245（3番人気）� 191634（5番人気）� 701170（2番人気）
枠連票数 計1403933 的中 （1－6） 48166（12番人気）
馬連票数 計8210902 的中 �� 167312（9番人気）
馬単票数 計3215412 的中 �� 39685（15番人気）
ワイド票数 計4504877 的中 �� 96311（9番人気）�� 359881（2番人気）�� 98511（8番人気）
3連複票数 計12756585 的中 ��� 245496（5番人気）
3連単票数 計18045916 的中 ��� 53531（51番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―10．8―11．2―11．5―11．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―33．6―44．8―56．3―1：08．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．7
3 ・（11，15）18（1，12）9，2（5，7）4（6，8，16）（3，10）（13，14）－17 4 ・（11，15）18（1，12）9（2，7）5（4，16）6（8，10）3（13，14）－17

勝馬の
紹 介

イスラボニータ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．6．2 東京1着

2011．5．21生 牡6黒鹿 母 イスラコジーン 母母 Isla Mujeres 25戦8勝 賞金 752，027，000円
※オールザゴー号は，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。

3408412月23日 晴 良 （29阪神5）第7日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時20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
1：08．8
1：08．7

重
重

12 チェイスダウン 牡4鹿 57 H．ボウマン 畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 490± 01：11．8 11．0�
（豪）

714 メイショウアリソン 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 494－ 21：11．9� 5．7�
24 スズカコーズライン 牡3鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 488± 0 〃 クビ 7．4�
47 ナムラヒューマン 牡5芦 57 大野 拓弥奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 470± 01：12．0� 14．6�
11 タマモコーラス 牝3黒鹿54 和田 竜二タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 450± 01：12．1クビ 28．3�
510 ピースマーク 牡6鹿 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント B504－ 2 〃 クビ 5．7	
611 ヒルノデンハーグ �5栗 57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 B484＋ 2 〃 ハナ 42．5

36 ブルームーン 牡5鹿 57 C．デムーロ�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480± 01：12．31 2．8�
（仏）

59 	 アドマイヤシャドウ 牡8鹿 57 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 502＋12 〃 クビ 81．3�
713	 ゼットマックイーン 牡4鹿 57 水口 優也フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 460＋ 21：12．4クビ 382．8�
815 ワキノハガクレ 牡5黒鹿57 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 426± 0 〃 ハナ 93．9�
48 グランドポピー 牝5栗 55

53 △森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 486－ 4 〃 クビ 18．3�
816 テーオーソルジャー 牡6栗 57

54 ▲富田 暁小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 464± 01：12．5� 13．9�
23 オンリーワンスター 牝4鹿 55

54 ☆加藤 祥太宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 450－ 81：12．71
 59．8�
35 ギャラクシーエクス 牡6黒鹿57 松田 大作 サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 480± 01：12．91 80．8�
612	 ブロンズテーラー 牝6青鹿55 松山 弘平中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 470－ 2 〃 クビ 77．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 98，298，200円 複勝： 131，369，500円 枠連： 60，296，700円
馬連： 255，462，300円 馬単： 101，595，000円 ワイド： 148，051，000円
3連複： 335，883，300円 3連単： 465，034，300円 計： 1，595，990，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 300円 � 200円 � 240円 枠 連（1－7） 2，550円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 7，610円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，520円 �� 870円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 54，790円

票 数

単勝票数 計 982982 的中 � 70966（5番人気）
複勝票数 計1313695 的中 � 102627（5番人気）� 185538（2番人気）� 141068（4番人気）
枠連票数 計 602967 的中 （1－7） 18310（12番人気）
馬連票数 計2554623 的中 �� 62776（10番人気）
馬単票数 計1015950 的中 �� 10002（25番人気）
ワイド票数 計1480510 的中 �� 33118（10番人気）�� 24618（17番人気）�� 44539（9番人気）
3連複票数 計3358833 的中 ��� 34533（20番人気）
3連単票数 計4650343 的中 ��� 6153（160番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．6―11．8―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．9―46．7―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェイスダウン �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．8．22 札幌7着

2013．3．7生 牡4鹿 母 ジニオマッジョーレ 母母 ミ ス キ 20戦4勝 賞金 49，900，000円
〔制裁〕 グランドポピー号の騎手森裕太朗は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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 イアペトス号
※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。



（29阪神5）第7日 12月23日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 190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
厩務員出走奨励金

304，370，000円
5，060，000円
21，190，000円
2，670，000円
36，900，000円
79，740，000円
5，220，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
891，637，800円
1，256，366，000円
439，618，000円
2，143，931，900円
930，939，700円
1，253，576，200円
2，927，010，000円
4，171，215，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 14，014，294，700円

総入場人員 21，320名 （有料入場人員 19，680名）
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