
3402512月8日 晴 稍重 （30阪神5）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時10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
1：11．0
1：10．2

良
不良

68 シ ョ ウ ブ 牡2鹿 55 J．モレイラ�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474＋ 61：12．7 2．5�
（伯刺）

812 セデックカズマ 牡2黒鹿55 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 474＋ 41：12．91� 3．2�
56 ミヤジハヤカゼ 牡2鹿 55 川須 栄彦曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 496＋ 21：13．0� 17．1�
44 アスカノダイチ 牡2栗 55 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 502＋ 41：13．1� 27．0�
710 メイショウメイリン 牡2黒鹿55 松若 風馬松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 458＋ 4 〃 クビ 3．4�
811 メイショウドウダン 牡2黒鹿55 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 442＋ 41：13．95 17．2	
11 クリノライジン 牡2栗 55 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 484＋101：14．21� 97．7

67 コラルブラッシュ 牡2鹿 55 小牧 太中島 俊房氏 服部 利之 日高 Wing Farm 456± 01：15．05 432．5�
55 セクシーヨガ 牝2栗 54

51 ▲服部 寿希風早 信昭氏 森 秀行 浦河 丸村村下
ファーム 418＋ 21：15．1クビ 233．5�

22 ドウドウキリシマ 牡2栗 55
53 △森 裕太朗西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 482± 0 〃 アタマ 52．1

79 シ ッ ト リ 牝2鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 488－ 61：15．31� 179．6�
33 コアヴィクトリー 牡2鹿 55 杉原 誠人西本 資史氏 的場 均 青森 佐々木牧場 444－ 61：15．4� 393．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，159，700円 複勝： 34，398，300円 枠連： 8，588，200円
馬連： 40，990，100円 馬単： 24，879，900円 ワイド： 30，117，800円
3連複： 66，849，600円 3連単： 105，217，200円 計： 340，200，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 160円 � 310円 枠 連（6－8） 310円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 210円 �� 470円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 5，820円

票 数

単勝票数 計 291597 的中 � 96831（1番人気）
複勝票数 計 343983 的中 � 107493（1番人気）� 51320（3番人気）� 19175（5番人気）
枠連票数 計 85882 的中 （6－8） 21095（1番人気）
馬連票数 計 409901 的中 �� 77139（2番人気）
馬単票数 計 248799 的中 �� 26116（2番人気）
ワイド票数 計 301178 的中 �� 43620（2番人気）�� 15023（6番人気）�� 8890（9番人気）
3連複票数 計 668496 的中 ��� 31025（5番人気）
3連単票数 計1052172 的中 ��� 13091（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―11．9―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．8―47．7―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ョ ウ ブ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．7．7 函館3着

2016．5．1生 牡2鹿 母 メイマドンナ 母母 ローズサッシュ 6戦1勝 賞金 10，700，000円
〔発走状況〕 ショウブ号は，枠入り不良。
※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。

3402612月8日 晴 稍重 （30阪神5）第3日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時40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

55 メ ス キ ー タ 牡2鹿 55
53 △森 裕太朗岡 浩二氏 山内 研二 浦河 大柳ファーム 502± 01：55．0 10．7�

33 テーオーポシブル 牡2鹿 55 松若 風馬小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 21：55．1� 3．4�
44 メイショウイフウ 牡2黒鹿55 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 510－ 21：56．69 36．2�
88 クーファピーカブー 牝2栗 54 武 豊大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 472＋ 41：56．81� 5．2�
11 タ ゴ ム 牡2黒鹿55 藤懸 貴志杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 B502－ 2 〃 クビ 65．1�
77 ゴールドメファ 牝2栗 54 小牧 太手嶋 美季氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 454－ 21：57．22	 194．2�
22 シ イ チ 牡2黒鹿 55

52 ▲服部 寿希仲山誉志夫氏 森 秀行 新冠 スカイビーチステーブル 454＋101：57．3	 146．6	
89 タマモパスクワ 牡2鹿 55 
島 良太タマモ
 川村 禎彦 新ひだか 鹿嶋牧場 458± 01：58．04 187．7�
66 � マレキアーレ 牝2鹿 54 J．モレイラ吉田 和美氏 池添 学 米 Dixiana

Farms LLC 482－ 21：58．42	 1．8�
（伯刺）
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売 得 金
単勝： 31，115，500円 複勝： 51，608，200円 枠連： 6，392，600円
馬連： 34，217，900円 馬単： 28，206，100円 ワイド： 23，899，400円
3連複： 46，871，200円 3連単： 116，318，200円 計： 338，629，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 390円 � 200円 � 710円 枠 連（3－5） 670円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，380円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 16，220円

票 数

単勝票数 計 311155 的中 � 24487（4番人気）
複勝票数 計 516082 的中 � 33019（4番人気）� 82956（2番人気）� 16034（5番人気）
枠連票数 計 63926 的中 （3－5） 7351（3番人気）
馬連票数 計 342179 的中 �� 37984（3番人気）
馬単票数 計 282061 的中 �� 11137（7番人気）
ワイド票数 計 238994 的中 �� 20148（4番人気）�� 4015（11番人気）�� 11053（7番人気）
3連複票数 計 468712 的中 ��� 14186（7番人気）
3連単票数 計1163182 的中 ��� 5196（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．3―38．1―51．2―1：04．2―1：16．6―1：28．9―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．4
1
3
1，8，6（3，9）（5，7）－（4，2）・（1，8）（6，4）3（5，9）（7，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メ ス キ ー タ 
�
父 ブラックタイド 

�
母父 アルカセット デビュー 2018．11．18 東京7着

2016．4．19生 牡2鹿 母 アンダルシア 母母 メイクアスメリー 2戦1勝 賞金 5，000，000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。

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３日



3402712月8日 晴 稍重 （30阪神5）第3日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時10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

67 デュープロセス 牡2栗 55 J．モレイラゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 472＋ 61：25．6 1．1�
（伯刺）

79 ニホンピロコレール 牡2黒鹿55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 476± 01：26．66 66．5�
66 サンライズハイアー 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 482－ 4 〃 ハナ 20．6�
44 デンコウミシオン 牝2黒鹿54 武 豊田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 434＋ 41：26．7� 29．9�
55 メイショウイギョク 牡2鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 41：26．91� 46．5�
33 メイショウロサン 牡2黒鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 476＋ 6 〃 アタマ 99．5�
11 モズソノママ 牡2鹿 55 松若 風馬 	キャピタル・システム 音無 秀孝 浦河 高昭牧場 498－ 81：27．53� 23．9

22 パ ゴ ダ 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 438＋ 21：28．13� 289．5�
810 ツインイレブン 牡2鹿 55 藤懸 貴志吉野加壽代氏 松元 茂樹 新冠 秋田牧場 492＋121：28．2� 49．5
811 トーセンベリーニ 牡2鹿 55 杉原 誠人島川 �哉氏 武 幸四郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 472＋121：28．51� 170．5�
78 コスモクラージュ 牡2黒鹿55 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 斉藤スタッド 474± 01：30．2大差 229．1�
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売 得 金
単勝： 104，399，600円 複勝： 102，709，300円 枠連： 8，836，800円
馬連： 42，251，900円 馬単： 36，541，100円 ワイド： 34，830，000円
3連複： 55，264，800円 3連単： 142，030，400円 計： 526，863，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 360円 � 150円 枠 連（6－7） 990円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 580円 �� 210円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 6，290円

票 数

単勝票数 計1043996 的中 � 863035（1番人気）
複勝票数 計1027093 的中 � 824362（1番人気）� 12895（7番人気）� 50952（2番人気）
枠連票数 計 88368 的中 （6－7） 6866（5番人気）
馬連票数 計 422519 的中 �� 23507（7番人気）
馬単票数 計 365411 的中 �� 16548（7番人気）
ワイド票数 計 348300 的中 �� 14165（7番人気）�� 50731（1番人気）�� 4326（16番人気）
3連複票数 計 552648 的中 ��� 19484（8番人気）
3連単票数 計1420304 的中 ��� 16360（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．3―47．7―1：00．2―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュープロセス �
�
父 Daiwa Major �

�
母父 New Approach デビュー 2018．11．17 東京2着

2016．4．2生 牡2栗 母 Rose Law 母母 Short Skirt 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

3402812月8日 晴 良 （30阪神5）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時40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
1：45．6
1：45．6

良
良

44 エスポワール 牝2栗 54 M．デムーロ近藤 英子氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 470－ 41：48．8 1．8�
810 オーロトラジェ 牝2栗 54 J．モレイラ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 クビ 2．8�

（伯刺）

78 モアナアネラ 牝2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 426－121：49．33 6．4�
33 クラヴィーア 牝2栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 21：49．4� 29．7�
55 ナ ム ラ モ ア 牝2鹿 54 川須 栄彦奈村 睦弘氏 浜田多実雄 新冠 武田 寛治 472－ 41：49．71� 193．2	
11 オレンジオレンジ 牝2鹿 54 藤懸 貴志飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 452± 01：50．33� 316．8

22 セラールネイジュ 牝2芦 54 浜中 俊ニューワールドレー

シング� 武 幸四郎 新ひだか チャンピオンズファーム 426－ 61：50．4� 33．3�
66 タガノバレッティ 牝2青鹿54 武 豊八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446－ 81：50．82� 51．9�
77 ル リ ユ ー ル 牝2栗 54 松若 風馬水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 480－ 21：50．9クビ 350．4
89 サトノサイベリー 牝2鹿 54 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 450＋201：51．53� 19．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，057，400円 複勝： 58，849，800円 枠連： 7，546，000円
馬連： 48，684，600円 馬単： 30，887，500円 ワイド： 32，999，700円
3連複： 61，137，100円 3連単： 127，099，700円 計： 409，261，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（4－8） 180円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 130円 �� 160円 �� 220円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 880円

票 数

単勝票数 計 420574 的中 � 191075（1番人気）
複勝票数 計 588498 的中 � 321164（1番人気）� 120840（2番人気）� 51881（3番人気）
枠連票数 計 75460 的中 （4－8） 31531（1番人気）
馬連票数 計 486846 的中 �� 181257（1番人気）
馬単票数 計 308875 的中 �� 64134（1番人気）
ワイド票数 計 329997 的中 �� 80101（1番人気）�� 48935（2番人気）�� 29711（3番人気）
3連複票数 計 611371 的中 ��� 169795（1番人気）
3連単票数 計1270997 的中 ��� 104092（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―35．6―47．9―1：00．7―1：13．4―1：24．9―1：36．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスポワール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．21 京都3着

2016．3．24生 牝2栗 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ 2戦1勝 賞金 6，800，000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。



3402912月8日 晴 良 （30阪神5）第3日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時30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
1：08．6
1：07．8

良
良

11 フ ァ タ リ テ 牡2鹿 55 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 438 ―1：10．3 6．1�
88 ハッピーゴラッキー 牝2鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488 ―1：10．51� 3．9�
33 アクティーボミノル 牡2栗 55 武 豊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 440 ―1：10．6� 2．8�
22 モ イ 牝2黒鹿54 松若 風馬 Him Rock Racing

ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 384 ―1：10．7� 15．8�
66 フレンチチェリー 牝2鹿 54 藤岡 佑介吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 444 ―1：10．91	 3．1�
77 マーティンシャップ 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 538 ―1：11．32	 29．1	
55 ダイシンキャラミ 牝2鹿 54 小牧 太大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 438 ―1：11．51� 88．1

44 ゴールドベイン 牡2鹿 55

52 ▲服部 寿希髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 406 ―1：13．110 105．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 31，039，700円 複勝： 21，646，100円 枠連： 発売なし
馬連： 40，288，100円 馬単： 23，671，900円 ワイド： 24，134，600円
3連複： 41，464，400円 3連単： 87，232，200円 計： 269，477，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 140円 � 130円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 350円 �� 270円 �� 190円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 7，510円

票 数

単勝票数 計 310397 的中 � 42096（4番人気）
複勝票数 計 216461 的中 � 35277（4番人気）� 40040（3番人気）� 52602（2番人気）
馬連票数 計 402881 的中 �� 25221（6番人気）
馬単票数 計 236719 的中 �� 6359（14番人気）
ワイド票数 計 241346 的中 �� 15417（6番人気）�� 21727（4番人気）�� 37023（2番人気）
3連複票数 計 414644 的中 ��� 32143（3番人気）
3連単票数 計 872322 的中 ��� 8418（30番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．1―11．5―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．5―34．6―46．1―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．7
3 ・（1，3）－6－（8，7）－2－5＝4 4 1，3－（8，6）7，2－5＝4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フ ァ タ リ テ �

父 ロードカナロア �


母父 ハーツクライ 初出走

2016．4．18生 牡2鹿 母 ルミアージュ 母母 ラ タ フ ィ ア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 アクティーボミノル号は，枠入り不良。

3403012月8日 晴 良 （30阪神5）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走13時05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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

68 ハヤブサナンデクン 牡2芦 55 武 豊武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 482 ―1：56．2 3．0�
710 ハッピーアモーレ 牝2芦 54 J．モレイラ馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 536 ―1：57．05 1．9�

（伯刺）

44 トップデンティスト 牡2青鹿55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 カナイシスタッド 508 ―1：57．1クビ 18．9�
45 アイキャンテーラー 牡2栗 55 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 478 ―1：57．84 33．4�
812 ハクサンライラック 牝2栗 54 柴田 未崎河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 486 ―1：57．9� 200．0�
813 ケイアイマホガニー 牡2鹿 55 藤岡 佑介亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 504 ―1：58．64 10．6�
33 シゲルイエロダイヤ 牡2栗 55 池添 謙一森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 カケハムポニークラブ 452 ―2：00．8大差 78．2	
711 デルマロンシャン 牡2栗 55 川島 信二浅沼 廣幸氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 438 ―2：01．54 58．7

56 キンショーボヌール 牡2栗 55 松若 風馬礒野日出夫氏 中村 均 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492 ―2：01．92� 15．7�
22 ヴァイスロイ 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 394 ―2：02．53� 199．0

11 ブルベアカーキ 牡2鹿 55 太宰 啓介 �ブルアンドベア 木原 一良 新ひだか 沼田 照秋 544 ―2：02．71� 132．6�
57 テイエムイブシギン 牡2芦 55 高倉 稜竹園 正繼氏 武 英智 日高 佐々木 康治 504 ―2：03．23 31．6�
69 コパノカーネル 牡2鹿 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 服部 牧場 492 ―2：05．4大差 33．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，492，800円 複勝： 28，089，200円 枠連： 10，947，400円
馬連： 46，514，900円 馬単： 28，013，900円 ワイド： 33，785，700円
3連複： 64，740，600円 3連単： 98，800，600円 計： 345，385，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 110円 � 220円 枠 連（6－7） 280円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 160円 �� 560円 �� 460円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 3，780円

票 数

単勝票数 計 344928 的中 � 92390（2番人気）
複勝票数 計 280892 的中 � 57230（2番人気）� 90178（1番人気）� 20361（5番人気）
枠連票数 計 109474 的中 （6－7） 30078（1番人気）
馬連票数 計 465149 的中 �� 131775（1番人気）
馬単票数 計 280139 的中 �� 29539（2番人気）
ワイド票数 計 337857 的中 �� 70901（1番人気）�� 12738（7番人気）�� 15730（5番人気）
3連複票数 計 647406 的中 ��� 55259（2番人気）
3連単票数 計 988006 的中 ��� 18902（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．4―37．9―50．9―1：03．8―1：16．5―1：29．3―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．7
1
3
・（4，5）6（10，8）－12，13－3（7，9）（1，2）＝11
4，5（10，8）6（12，13）＝11－3，7－9（1，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハヤブサナンデクン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2016．3．31生 牡2芦 母 ホワイトクルーザー 母母 ホワイトカーニバル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ブルベアカーキ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァイスロイ号・ブルベアカーキ号・テイエムイブシギン号・コパノカーネル号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，平成31年1月8日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3403112月8日 晴 良 （30阪神5）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時35分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

78 ガウラミディ 牝3栗 54 太宰 啓介村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 508＋121：54．8 32．8�
55 デイジーフローラ 牝5鹿 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 504－ 21：55．22� 7．6�
44 トラストマヴィア 牝5黒鹿55 藤懸 貴志菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 488－ 41：55．51� 4．5�
810 シンコーメグチャン 牝3鹿 54 高倉 稜豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 474＋ 21：55．6� 2．1�
11 ミトノクイーン 牝3黒鹿54 小牧 太ロイヤルパーク 田所 秀孝 新ひだか タガミファーム B468± 01：56．23� 5．4�
89 � ウインプルミエ 牝4鹿 55 国分 優作�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B452＋ 41：56．3クビ 33．3	
22 ブライトメジャー 牝4栗 55

52 ▲服部 寿希谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 460－ 41：56．72� 37．8

77 � ヴィオローネ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗奈良﨑孝一郎氏 作田 誠二 千歳 社台ファーム 444＋ 41：56．91	 48．3�
33 アスカリアン 牝3黒鹿54 秋山真一郎上野 武氏 谷 潔 新ひだか 藤原牧場 480－141：57．21� 7．8�
66 トーホウビスカヤ 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 488－ 21：57．41	 139．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 26，263，600円 複勝： 30，428，700円 枠連： 9，687，900円
馬連： 50，337，800円 馬単： 27，873，500円 ワイド： 31，815，900円
3連複： 63，911，700円 3連単： 108，313，800円 計： 348，632，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，280円 複 勝 � 580円 � 210円 � 170円 枠 連（5－7） 5，440円

馬 連 �� 8，920円 馬 単 �� 21，310円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 1，520円 �� 460円

3 連 複 ��� 10，730円 3 連 単 ��� 112，660円

票 数

単勝票数 計 262636 的中 � 6400（6番人気）
複勝票数 計 304287 的中 � 10517（6番人気）� 39202（4番人気）� 55984（2番人気）
枠連票数 計 96879 的中 （5－7） 1379（16番人気）
馬連票数 計 503378 的中 �� 4371（21番人気）
馬単票数 計 278735 的中 �� 981（46番人気）
ワイド票数 計 318159 的中 �� 4062（20番人気）�� 5155（15番人気）�� 19485（5番人気）
3連複票数 計 639117 的中 ��� 4464（30番人気）
3連単票数 計1083138 的中 ��� 697（234番人気）

ハロンタイム 13．7―12．0―13．8―13．2―12．1―11．9―12．2―12．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．7―25．7―39．5―52．7―1：04．8―1：16．7―1：28．9―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガウラミディ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．7．8 函館1着

2015．3．7生 牝3栗 母 ロ メ ラ 母母 リズミカルシチー 17戦2勝 賞金 16，350，000円

3403212月8日 晴 良 （30阪神5）第3日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

77 シ ロ ニ イ 牡4白 57 J．モレイラ金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512± 02：07．8 2．1�

（伯刺）

33 � ジョーダンキング 牡5黒鹿57 川田 将雅廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 504＋142：08．01� 3．0�
22 カフジキング 牡5鹿 57 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 458＋ 8 〃 クビ 4．4�
66 キーフラッシュ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 492＋142：08．1クビ 10．7�
44 シュンノカミ 牡4青鹿 57

55 △森 裕太朗石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 502＋ 42：08．52� 52．7�
11 ルドルフィーナ 牡5青鹿57 藤懸 貴志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 490＋ 22：08．71 10．0	
55 トリプライト 牝5鹿 55 松若 風馬 
サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B462－ 82：09．01	 92．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 36，789，600円 複勝： 32，381，200円 枠連： 発売なし
馬連： 56，494，200円 馬単： 34，845，000円 ワイド： 29，539，900円
3連複： 56，468，500円 3連単： 164，886，800円 計： 411，405，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 160円 �� 140円 �� 180円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 920円

票 数

単勝票数 計 367896 的中 � 138525（1番人気）
複勝票数 計 323812 的中 � 115132（1番人気）� 69353（2番人気）
馬連票数 計 564942 的中 �� 135599（1番人気）
馬単票数 計 348450 的中 �� 44584（2番人気）
ワイド票数 計 295399 的中 �� 45468（2番人気）�� 58668（1番人気）�� 37503（3番人気）
3連複票数 計 564685 的中 ��� 138728（1番人気）
3連単票数 計1648868 的中 ��� 128786（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―26．0―38．7―52．6―1：05．6―1：18．2―1：30．7―1：42．9―1：54．9

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
1，6（2，4，7）（3，5）・（1，6）7（2，4，5）3

2
4
1，6，2（4，7）（3，5）・（1，6，7）（2，5，3）4

勝馬の
紹 介

シ ロ ニ イ �

父 キングカメハメハ �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．4 小倉4着

2014．2．13生 牡4白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド 19戦4勝 賞金 74，011，000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。



3403312月8日 晴 良 （30阪神5）第3日 第9競走 ��
��2，000�エ リ カ 賞

発走14時35分 （芝・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．6

良
良

33 エールヴォア 牝2黒鹿54 川田 将雅佐伯由加理氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506＋ 62：01．4 2．2�

44 ブ ラ ヴ ァ ス 牡2鹿 55 武 豊佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 22：01．61� 7．2�
22 タガノディアマンテ 牡2栗 55 秋山真一郎八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 2 〃 クビ 31．6�
66 アドマイヤリーブラ 牡2栗 55 池添 謙一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 468＋142：02．13 67．6�
88 カフジジュピター 牡2鹿 55 M．デムーロ加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 22：02．2	 3．5�
77 ナ ミ ブ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 22：02．52 322．8	
11 ア ル ク ス 牡2鹿 55 J．モレイラ �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 02：02．71 3．6

（伯刺）

（7頭）
55 オールイズウェル 牡2黒鹿55 藤岡 佑介小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 66，193，700円 複勝： 47，597，900円 枠連： 発売なし
馬連： 77，232，900円 馬単： 44，871，900円 ワイド： 38，735，300円
3連複： 76，950，300円 3連単： 218，587，600円 計： 570，169，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 190円 � 320円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 300円 �� 700円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 9，090円

票 数

単勝票数 差引計 661937（返還計 645） 的中 � 243903（1番人気）
複勝票数 差引計 475979（返還計 549） 的中 � 247395（1番人気）� 39747（4番人気）� 18238（5番人気）
馬連票数 差引計 772329（返還計 2503） 的中 �� 83785（4番人気）
馬単票数 差引計 448719（返還計 1414） 的中 �� 28901（7番人気）
ワイド票数 差引計 387353（返還計 1250） 的中 �� 37808（4番人気）�� 13539（7番人気）�� 7754（10番人気）
3連複票数 差引計 769503（返還計 6360） 的中 ��� 21318（7番人気）
3連単票数 差引計2185876（返還計 14162） 的中 ��� 17420（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．8―37．5―50．0―1：02．2―1：14．3―1：26．1―1：37．6―1：48．9

コーナー
通過順位

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

2
4
3，7（2，8）6－4，1
3（2，7，8）6，4，1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エールヴォア �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．9．1 札幌2着

2016．3．12生 牝2黒鹿 母 フィーリングトーン 母母 グレースランド 4戦2勝 賞金 25，360，000円
〔出走取消〕 オールイズウェル号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 アルクス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アルクス号は，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。

3403412月8日 晴 良 （30阪神5）第3日 第10競走 ��
��2，200�

さかいみなと

境 港 特 別
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，29．12．9以降30．12．2まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

22 シルヴァンシャー 牡3鹿 53 J．モレイラ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：11．9 2．9�
（伯刺）

44 メールドグラース 牡3黒鹿53 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B472＋ 42：12．21� 11．3�
89 ダブルフラット 牡3黒鹿54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 494－ 22：12．73 2．3�
55 ウスベニノキミ 牝3鹿 52 池添 謙一岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 444＋ 42：13．33� 5．6�
66 マイネルアトゥー 牡5青鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 42：13．51� 98．7	
33 レプランシュ 牡5鹿 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472－ 22：13．6� 75．6

810 キボウノダイチ 牡3黒鹿54 武 豊三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 506＋ 22：13．81	 8．7�
77 ジャーミネイト 牡4鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 22：13．9� 14．9�
11 プティットクルール 牝4黒鹿51 加藤 祥太首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 440－ 8 〃 クビ 73．7
78 
 ミトノグラス 牡5鹿 53 小牧 太ロイヤルパーク 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 494－ 22：15．7大差 131．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，233，700円 複勝： 46，083，800円 枠連： 16，631，000円
馬連： 95，225，300円 馬単： 42，605，000円 ワイド： 50，579，100円
3連複： 111，940，900円 3連単： 216，788，100円 計： 625，086，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 180円 � 120円 枠 連（2－4） 1，550円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 400円 �� 180円 �� 390円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 5，020円

票 数

単勝票数 計 452337 的中 � 121748（2番人気）
複勝票数 計 460838 的中 � 100256（2番人気）� 50055（5番人気）� 114335（1番人気）
枠連票数 計 166310 的中 （2－4） 8272（7番人気）
馬連票数 計 952253 的中 �� 55015（5番人気）
馬単票数 計 426050 的中 �� 17777（6番人気）
ワイド票数 計 505791 的中 �� 28145（6番人気）�� 86757（1番人気）�� 29345（5番人気）
3連複票数 計1119409 的中 ��� 92086（3番人気）
3連単票数 計2167881 的中 ��� 31288（12番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．9―12．2―12．3―12．0―12．0―11．9―11．9―11．3―12．3

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―36．0―48．2―1：00．5―1：12．5―1：24．5―1：36．4―1：48．3―1：59．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルヴァンシャー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2017．9．10 阪神1着

2015．3．28生 牡3鹿 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 7戦3勝 賞金 34，841，000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。



3403512月8日 晴 良 （30阪神5）第3日 第11競走 ��
��1，600�リゲルステークス

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，日本馬：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，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：31．9
1：30．7

良
良

11 パクスアメリカーナ 牡3芦 55 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 468＋ 41：33．3 3．2�
79 	 アサクサゲンキ 牡3鹿 55 松若 風馬田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

464－ 41：34．04 69．0�
22 キ ョ ウ ヘ イ 牡4鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 446＋ 2 〃 クビ 38．9�
810 ソーグリッタリング 牡4鹿 56 J．モレイラ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 488＋121：34．1アタマ 5．1	

（伯刺）

67 トゥラヴェスーラ 牡3鹿 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 478＋121：34．2
 24．9

33 ストーミーシー 牡5栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 530± 01：34．41� 25．1�
66 グリュイエール 牡6芦 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494＋10 〃 クビ 2．5�
78 ロワアブソリュー 牡5鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B514＋ 61：34．82
 7．3
811 スマートオーディン 牡5黒鹿57 武 豊大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 514＋221：34．9
 20．7�
55 	 ストーンウェア 牡6鹿 56 浜中 俊吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 472＋ 61：35．0
 20．2�
44 ラインシュナイダー 牡6鹿 57 太宰 啓介大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 472± 01：36．7大差 182．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 103，655，700円 複勝： 103，710，100円 枠連： 36，362，800円
馬連： 239，635，600円 馬単： 99，789，200円 ワイド： 119，698，300円
3連複： 302，567，800円 3連単： 496，650，600円 計： 1，502，070，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 1，130円 � 640円 枠 連（1－7） 1，330円

馬 連 �� 10，860円 馬 単 �� 15，230円

ワ イ ド �� 3，050円 �� 1，790円 �� 12，080円

3 連 複 ��� 62，530円 3 連 単 ��� 275，490円

票 数

単勝票数 計1036557 的中 � 256340（2番人気）
複勝票数 計1037101 的中 � 234331（2番人気）� 18862（10番人気）� 35444（9番人気）
枠連票数 計 363628 的中 （1－7） 21058（6番人気）
馬連票数 計2396356 的中 �� 17087（27番人気）
馬単票数 計 997892 的中 �� 4914（47番人気）
ワイド票数 計1196983 的中 �� 10128（29番人気）�� 17512（21番人気）�� 2511（47番人気）
3連複票数 計3025678 的中 ��� 3629（98番人気）
3連単票数 計4966506 的中 ��� 1307（479番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．5―11．9―11．8―10．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．1―47．0―58．8―1：09．6―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パクスアメリカーナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．13 新潟4着

2015．2．10生 牡3芦 母 グローバルピース 母母 エミネントガール 7戦3勝 賞金 56，094，000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。

3403612月8日 晴 良 （30阪神5）第3日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時20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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

11 � ト ッ プ ラ ン 牡4鹿 57 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 浦河 高岸 順一 488＋ 41：24．6 5．9�
23 グランセノーテ 牡5栗 57 M．デムーロ安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 530－ 6 〃 クビ 1．8�
22 アスカノハヤテ 牡4鹿 57 国分 優作豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 476＋ 21：25．13 16．2�
712 フェルトベルク 牝4鹿 55 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 432－ 4 〃 アタマ 111．6�
713 マッスルマサムネ �3鹿 56 浜中 俊塩澤 正樹氏 池添 学 洞	湖 レイクヴィラファーム 480－ 61：25．2
 11．7�
46 エナジーピエトラ 牝3栗 54 川須 栄彦 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 宮内牧場 450± 01：25．51
 164．1	
34 ノボリレーヴ 牝3鹿 54 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 450± 01：25．6� 22．5

47 クリノアントニヌス 牡4栗 57 �島 良太栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 528＋ 81：25．7
 137．8�
610 バットオールソー 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 41：25．91� 27．2�

59 ショウナンアンビル 牡3栗 56 池添 謙一国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 444－ 41：26．0クビ 10．3
35 ナ イ ス ド ゥ 牝3栗 54

52 △森 裕太朗田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 434＋ 6 〃 クビ 11．2�
611 プロディジー 牝3鹿 54 松若 風馬飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 454－ 21：26．1クビ 55．3�
814 フィールブリーズ 牡5鹿 57 高倉 稜水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 土田農場 534＋10 〃 クビ 76．1�
58 クロンヌデトワール 牝3栗 54 小崎 綾也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 456－181：26．2� 15．0�
815 サンライズフォルテ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 B492± 01：26．3
 56．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，550，300円 複勝： 88，776，000円 枠連： 34，917，200円
馬連： 132，497，000円 馬単： 70，177，700円 ワイド： 95，843，400円
3連複： 186，607，800円 3連単： 305，150，100円 計： 975，519，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 110円 � 310円 枠 連（1－2） 560円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，080円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 12，430円

票 数

単勝票数 計 615503 的中 � 82774（2番人気）
複勝票数 計 887760 的中 � 108512（2番人気）� 313478（1番人気）� 47644（7番人気）
枠連票数 計 349172 的中 （1－2） 48077（3番人気）
馬連票数 計1324970 的中 �� 176651（1番人気）
馬単票数 計 701777 的中 �� 27806（6番人気）
ワイド票数 計 958434 的中 �� 94521（1番人気）�� 20460（11番人気）�� 43400（6番人気）
3連複票数 計1866078 的中 ��� 65810（3番人気）
3連単票数 計3051501 的中 ��� 17796（30番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．4―11．9―12．3―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．2―34．6―46．5―58．8―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ト ッ プ ラ ン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 コマンダーインチーフ

2014．5．18生 牡4鹿 母 ラヴコマンダー 母母 エンピリカル 11戦2勝 賞金 17，900，000円
初出走 JRA

※エナジーピエトラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（30阪神5）第3日 12月8日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 123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

204，850，000円
7，780，000円
23，800，000円
950，000円

20，450，000円
51，312，000円
3，198，000円
1，180，800円

勝馬投票券売得金
611，951，300円
646，278，600円
139，909，900円
904，370，300円
492，362，700円
545，979，100円
1，134，774，700円
2，187，075，300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
計 6，662，701，900円

総入場人員 14，181名 （有料入場人員 13，072名）
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