
3409712月25日 晴 稍重 （28阪神5）第9日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50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

713 アッティーヴォ 牡2栗 55 柴山 雄一奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 426± 01：12．2 9．5�
23 スマートニンバス 牝2栗 54 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 神垣 道弘 454－ 21：12．62� 2．0�
816 キセキノホシ 牡2鹿 55 和田 竜二サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 492± 01：12．7� 7．9�
12 ビックリシタナモー 牡2黒鹿55 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 502＋ 21：12．8� 9．3�
59 ウ マ コ 牝2栗 54 幸 英明河原 義宏氏 森田 直行 新ひだか 城地 清満 428－ 2 〃 ハナ 5．0�
11 サウンドテーブル 牡2黒鹿55 佐藤 友則山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 486＋ 61：14．07 8．8�

（笠松）

815 アスターワイルド 牡2鹿 55
54 ☆�島 克駿加藤 久枝氏 加藤 敬二 新ひだか 木田牧場 480＋ 21：14．1� 21．1	

47 ナムラバウアー 牡2黒鹿 55
52 ▲三津谷隼人奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 452＋281：14．2� 60．9


24 キャンディハート 牝2栗 54 川島 信二田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 432± 01：15．15 147．4�
36 ベルウッドスバル 牡2黒鹿55 田中 健鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 谷口牧場 494＋ 4 〃 クビ 160．3�
48 ステラバレット 牝2青鹿54 小林 徹弥広尾レース 森 秀行 新ひだか 木村 秀則 412± 01：15．2クビ 271．5�
510 ウ ェ ザ ビ ー 牝2鹿 54 川須 栄彦�谷口牧場 坂口 正則 新ひだか 乾 皆雄 402＋ 21：15．3� 200．9�
714 エモーションブルー 牝2鹿 54 松若 風馬 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新ひだか 千代田牧場 496－ 21：15．61� 107．2�
612 マーキュリー 牡2鹿 55 水口 優也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 462± 01：15．81� 297．1�
35 アルポアドール 牝2青鹿 54

52 △城戸 義政清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 藤春 修二 B420－ 81：15．9クビ 80．3�
611 シゲルジュゴン 牝2黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 中脇 満 410－101：16．53� 163．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，601，300円 複勝： 40，146，100円 枠連： 14，527，100円
馬連： 68，180，600円 馬単： 35，406，900円 ワイド： 38，670，700円
3連複： 95，511，500円 3連単： 134，198，600円 計： 454，242，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 250円 � 110円 � 230円 枠 連（2－7） 1，140円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，160円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 20，000円

票 数

単勝票数 計 276013 的中 � 23126（6番人気）
複勝票数 計 401461 的中 � 29956（6番人気）� 136559（1番人気）� 34573（4番人気）
枠連票数 計 145271 的中 （2－7） 9854（6番人気）
馬連票数 計 681806 的中 �� 46083（5番人気）
馬単票数 計 354069 的中 �� 12597（8番人気）
ワイド票数 計 386707 的中 �� 20974（5番人気）�� 7926（15番人気）�� 25322（3番人気）
3連複票数 計 955115 的中 ��� 25573（11番人気）
3連単票数 計1341986 的中 ��� 4863（63番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．4―47．7―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アッティーヴォ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Charismatic デビュー 2016．8．6 小倉2着

2014．3．24生 牡2栗 母 シックスポケット 母母 ビトウィーンダンシーズ 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルジュゴン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月25日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3409812月25日 晴 良 （28阪神5）第9日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時20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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

510 カウントオンイット 牝2栗 54 松山 弘平飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B494－ 61：36．5 13．9�
611 ヴィルデローゼ 牝2黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：36．92� 3．5�
12 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 460＋ 21：37．0� 32．1�
59 レッドリボン 牝2鹿 54 藤岡 康太甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 434－ 2 〃 クビ 4．4�
35 メイズオブオナー 牝2鹿 54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 444－ 41：37．1クビ 5．3	
23 ベルエスメラルダ 牝2黒鹿54 A．アッゼニ 内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 442＋ 21：37．31� 76．9


（英）

713 ジュンテオドーラ 牝2鹿 54 A．シュタルケ 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－10 〃 ハナ 16．8�
（独）

816 ティアドーロ 牝2芦 54 北村 友一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 474－ 2 〃 クビ 17．9�

817 ワラッチャウヨネ 牝2黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 412± 01：37．4クビ 177．0

612 フォルトラオム 牝2鹿 54 和田 竜二�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 412－ 6 〃 クビ 35．6�

36 メモリーディディ 牝2鹿 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 日高 下河辺牧場 448± 01：37．5クビ 19．5�
11 バ ル ベ ー ラ 牝2青鹿54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 420± 01：37．82 5．9�
714 リネンロマン 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 408± 01：37．9クビ 23．0�
47 ブブールチャチャ 牝2黒鹿54 佐藤 友則 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 436－181：38．32� 154．8�

（笠松）

48 アグネスリュウメ 牝2鹿 54
53 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 466± 0 〃 クビ 87．6�

24 ピ カ ロ 牝2鹿 54 松田 大作山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 442± 01：38．61� 271．7�
815 キュイラッサ 牝2栗 54

51 ▲荻野 極一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか 嶋田牧場 442－ 81：38．81� 227．8�
（17頭）

売 得 金
単勝： 34，343，500円 複勝： 58，670，700円 枠連： 20，543，400円
馬連： 83，463，400円 馬単： 38，625，600円 ワイド： 50，771，600円
3連複： 116，051，700円 3連単： 140，253，900円 計： 542，723，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 420円 � 160円 � 650円 枠 連（5－6） 600円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 4，370円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 18，760円 3 連 単 ��� 103，750円

票 数

単勝票数 計 343435 的中 � 19652（5番人気）
複勝票数 計 586707 的中 � 31640（5番人気）� 126756（1番人気）� 19008（10番人気）
枠連票数 計 205434 的中 （5－6） 26528（1番人気）
馬連票数 計 834634 的中 �� 24282（7番人気）
馬単票数 計 386256 的中 �� 4722（18番人気）
ワイド票数 計 507716 的中 �� 10707（8番人気）�� 2928（41番人気）�� 6523（25番人気）
3連複票数 計1160517 的中 ��� 4639（53番人気）
3連単票数 計1402539 的中 ��� 980（320番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．0―36．3―48．9―1：01．6―1：13．3―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カウントオンイット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．4 阪神4着

2014．2．25生 牝2栗 母 グローバルピース 母母 エミネントガール 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔騎手変更〕 ベルエスメラルダ号の騎手国分優作は，第7日第1競走での落馬負傷のためA．アッゼニに変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

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９日



3409912月25日 晴 稍重 （28阪神5）第9日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時50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 グランドディアマン 牡2鹿 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 笹島 政信 508± 01：53．1 3．3�
44 ミヤジユウダイ 牡2鹿 55 A．シュタルケ 曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 536－ 81：53．41� 4．4�

（独）

45 フォレストタウン 牡2黒鹿55 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 �川 啓一 522－ 41：53．61� 3．9�
57 キーグラウンド 牡2鹿 55 古川 吉洋北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 488－ 41：54．13 5．5�
68 シゲルボスザル 牡2黒鹿55 北村 友一森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 456－ 81：54．73� 53．9�
33 ウエスタンアッレ 牡2鹿 55 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 518＋ 41：54．8� 90．1�
710 カ ナ イ オ 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星守内ひろ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 486－ 61：55．22� 8．3	
69 ハイクアウト 牡2鹿 55 幸 英明
ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 496＋141：55．3� 32．9�
56 ブルベアバック 牡2鹿 55 藤岡 康太 
ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 428－ 41：55．62 27．3�
22 バックナンバー 牡2青鹿 55

54 ☆�島 克駿三宅 勝俊氏 佐々木晶三 浦河 昭和牧場 468＋ 41：55．7� 45．5
711 トーキングポイント 牡2黒鹿55 松若 風馬水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 B516－ 41：55．91 21．1�
813 カレドヴルフ 牡2鹿 55 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム B480＋ 81：56．53� 141．3�
11 ハンズスミス 牡2鹿 55 佐藤 友則永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 450＋ 4 （競走中止） 157．8�
（笠松）

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，213，800円 複勝： 46，667，200円 枠連： 18，655，800円
馬連： 80，640，000円 馬単： 38，404，400円 ワイド： 43，751，100円
3連複： 102，383，700円 3連単： 146，679，200円 計： 508，395，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 130円 � 140円 枠 連（4－8） 300円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 250円 �� 250円 �� 300円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 4，050円

票 数

単勝票数 計 312138 的中 � 74568（1番人気）
複勝票数 計 466672 的中 � 100519（1番人気）� 91663（2番人気）� 76867（3番人気）
枠連票数 計 186558 的中 （4－8） 46821（1番人気）
馬連票数 計 806400 的中 �� 111860（1番人気）
馬単票数 計 384044 的中 �� 26538（1番人気）
ワイド票数 計 437511 的中 �� 45709（2番人気）�� 46194（1番人気）�� 35085（3番人気）
3連複票数 計1023837 的中 ��� 101108（1番人気）
3連単票数 計1466792 的中 ��� 26215（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．9―49．4―1：02．2―1：15．2―1：28．0―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グランドディアマン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．7．9 中京5着

2014．5．31生 牡2鹿 母 ゴールドコイン 母母 インキュラブルロマンティック 7戦1勝 賞金 10，800，000円
〔競走中止〕 ハンズスミス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3410012月25日 晴 良 （28阪神5）第9日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時20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 ウィズワンアセント 牡2鹿 55 A．シュタルケ �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 514＋ 62：05．1 7．8�
（独）

713 レッドクライム 牡2栗 55
52 ▲坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 458－ 22：05．2� 5．3�

58 ロ キ 牡2黒鹿55 酒井 学野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 林 孝輝 464＋ 22：05．3クビ 16．7�
712 クリデュクール 牡2栗 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 488－ 42：05．4� 2．7�
59 スティッフェリオ 牡2鹿 55 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466＋10 〃 アタマ 3．5	
11 スズカアカデミー 牡2鹿 55 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 486－ 42：05．5� 10．4

814 フォースライン 牡2黒鹿55 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 512－ 82：05．71	 16．3�
815 エジステンツァ 牡2鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480－ 22：05．91	 52．1�
22 パイオニアゴールド 牡2鹿 55 小林 徹弥平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 424－ 42：06．22 93．5
35 アローシャトル 牡2鹿 55 川須 栄彦佐々木孝之氏 高橋 康之 浦河 木村牧場 462± 02：06．52 319．6�
610 ティーリアル 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 沖田牧場 482－ 82：06．6� 345．3�
47 ゴ ス ペ ル 牝2鹿 54 松田 大作サイプレスホール

ディングス合同会社 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442＋ 22：06．8� 85．6�

611 マイネルピョートル 牡2栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 6 〃 クビ 51．5�

34 メイショウコモレビ 牝2鹿 54 藤岡 康太松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 太陽牧場 452－ 62：07．54 174．9�
46 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 460＋ 22：14．3大差 166．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，033，600円 複勝： 53，687，600円 枠連： 22，657，600円
馬連： 86，936，400円 馬単： 42，401，500円 ワイド： 52，378，000円
3連複： 122，099，400円 3連単： 165，661，100円 計： 583，855，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 290円 � 180円 � 330円 枠 連（2－7） 930円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，160円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 23，550円

票 数

単勝票数 計 380336 的中 � 38646（4番人気）
複勝票数 計 536876 的中 � 45416（5番人気）� 92649（3番人気）� 38040（6番人気）
枠連票数 計 226576 的中 （2－7） 18792（3番人気）
馬連票数 計 869364 的中 �� 42376（7番人気）
馬単票数 計 424015 的中 �� 9776（13番人気）
ワイド票数 計 523780 的中 �� 25741（4番人気）�� 11219（16番人気）�� 16060（9番人気）
3連複票数 計1220994 的中 ��� 18813（15番人気）
3連単票数 計1656611 的中 ��� 5098（77番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．3―12．9―12．8―12．9―12．3―12．2―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―37．4―50．3―1：03．1―1：16．0―1：28．3―1：40．5―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウィズワンアセント �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．6．19 阪神4着

2014．2．16生 牡2鹿 母 リーチコンセンサス 母母 インディスユニゾン 5戦1勝 賞金 6，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジューンアンカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月25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。



3410112月25日 晴 良 （28阪神5）第9日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時10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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

36 ディヴァインハイツ 牝2鹿 54 A．アッゼニ �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 464 ―1：36．9 17．2�
（英）

35 ハリーレガシー 牡2鹿 55 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 464 ―1：37．11� 8．2�
510 エイシンルーク 牡2黒鹿55 酒井 学�栄進堂 藤岡 健一 浦河 多田 善弘 508 ― 〃 アタマ 22．5�
816 キスミーワンス 牝2黒鹿54 幸 英明吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 440 ―1：37．31� 8．3�
714 アストロノート 牝2鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 412 ―1：37．62 43．1	
715 エヴリトリック 牝2鹿 54 藤岡 康太�下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 468 ―1：37．91	 17．9

48 ナリタトップスター 牝2黒鹿54 四位 洋文�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 400 ―1：38．0	 11．4�
818 ファヴォーラ 牝2栗 54 川田 将雅寺田 寿男氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 440 ―1：38．1� 1．6�
611 ハギノエスカーダ 牝2鹿 54 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 424 ―1：38．2クビ 26．4
12 タガノハウオリ 牝2栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 浦河 大北牧場 456 ― 〃 クビ 284．5�
713 モズズイウン 牝2栗 54 国分 恭介 �キャピタル・システム 西村 真幸 日高 目黒牧場 406 ―1：38．3クビ 339．1�
59 ピ ン ギ ッ ト 牝2鹿 54 高倉 稜�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 424 ― 〃 クビ 160．7�
612 レッドスイング 牝2青鹿 54

53 ☆加藤 祥太�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 438 ―1：38．51� 80．3�
817 クインアマランサス 牝2栗 54 佐藤 友則 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 446 ― 〃 アタマ 43．5�

（笠松）

24 グランエルブ 牝2黒鹿 54
53 ☆
島 克駿間宮 秀直氏 佐々木晶三 浦河 昭和牧場 414 ―1：38．81	 183．7�

11 アルムハート 牝2青鹿54 古川 吉洋﨑川美枝子氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434 ―1：39．75 77．0�

47 ネオヴェッキオ 牝2黒鹿54 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 日高 メイプルファーム 460 ―1：39．8� 162．6�
23 ウインストラグル 牡2黒鹿55 A．シュタルケ�ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 458 ―1：40．22� 153．2�

（独）

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，638，900円 複勝： 56，620，900円 枠連： 26，776，900円
馬連： 85，344，300円 馬単： 51，877，700円 ワイド： 50，966，800円
3連複： 107，663，400円 3連単： 168，221，500円 計： 602，110，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 500円 � 300円 � 480円 枠 連（3－3） 5，010円

馬 連 �� 5，140円 馬 単 �� 12，930円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 2，870円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 24，800円 3 連 単 ��� 192，970円

票 数

単勝票数 計 546389 的中 � 25389（5番人気）
複勝票数 計 566209 的中 � 28464（7番人気）� 54217（3番人気）� 30029（6番人気）
枠連票数 計 267769 的中 （3－3） 4141（15番人気）
馬連票数 計 853443 的中 �� 13689（14番人気）
馬単票数 計 518777 的中 �� 3009（33番人気）
ワイド票数 計 509668 的中 �� 10800（11番人気）�� 4499（28番人気）�� 6508（23番人気）
3連複票数 計1076634 的中 ��� 3255（68番人気）
3連単票数 計1682215 的中 ��� 632（450番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．5―36．9―49．1―1：01．6―1：13．6―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディヴァインハイツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Dubawi 初出走

2014．2．18生 牝2鹿 母 ドバウィハイツ 母母 Rosie’s Posy 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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キャンディストーム号・ドゥハ号・ブランウェン号・ホープバイオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3410212月25日 晴 良 （28阪神5）第9日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時40分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．8

良
良

55 ダノンディスタンス 牡2鹿 55 和田 竜二�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 516－102：05．0 9．2�
33 � ベストアプローチ 牡2栗 55 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 英 Car Colston

Hall Stud 478＋ 62：05．1� 1．8�
66 アルメリアブルーム 牝2鹿 54 幸 英明 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 416－ 42：05．2� 18．7�
77 サトノシャーク 牡2鹿 55 松山 弘平里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 520－ 2 〃 ハナ 4．2�
11 ポポカテペトル 牡2芦 55 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－ 6 〃 アタマ 4．9	

（独）

22 ピスカデーラ 牝2鹿 54
53 ☆	島 克駿名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 452－ 62：05．51
 12．8


88 ス テ フ ィ ン 牡2鹿 55 藤岡 康太手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 462± 02：05．92� 27．0�
44 � ハ リ ア ー 牝2栗 54 佐藤 友則�ホースケア 湯前 良人 日高 新生ファーム 440－ 12：07．07 168．9�

（笠松） （笠松）

（8頭）

売 得 金
単勝： 54，141，900円 複勝： 93，732，300円 枠連： 発売なし
馬連： 93，613，300円 馬単： 59，082，000円 ワイド： 47，814，600円
3連複： 99，508，600円 3連単： 276，025，600円 計： 723，918，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 210円 � 110円 � 300円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，400円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 19，140円

票 数

単勝票数 計 541419 的中 � 46601（4番人気）
複勝票数 計 937323 的中 � 58961（4番人気）� 550652（1番人気）� 34276（6番人気）
馬連票数 計 936133 的中 �� 84724（3番人気）
馬単票数 計 590820 的中 �� 18361（10番人気）
ワイド票数 計 478146 的中 �� 39301（3番人気）�� 7895（18番人気）�� 23901（7番人気）
3連複票数 計 995086 的中 ��� 26398（13番人気）
3連単票数 計2760256 的中 ��� 10453（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．4―38．8―51．7―1：04．6―1：17．3―1：29．4―1：41．2―1：52．6

コーナー
通過順位

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

2
4
5，6（1，8）2，3，7－4・（5，6）8（1，3，7）2＝4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンディスタンス 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．11．6 京都1着

2014．1．31生 牡2鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 3戦2勝 賞金 14，200，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3410312月25日 晴 稍重 （28阪神5）第9日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

816 サブトゥエンティ 牝4栗 55
52 ▲荻野 極吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：53．1 28．7�

11 メイショウナゴミ 牝4青鹿 55
52 ▲坂井 瑠星松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 456－ 21：53．2� 15．9�

12 スターリーウインド 牝4黒鹿55 和田 竜二 �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 478－ 2 〃 クビ 4．3�

612 セータコローナ 牝3鹿 54
53 ☆�島 克駿�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 500＋ 41：53．41� 6．0�

36 ロイヤルクルーズ 牝3黒鹿54 太宰 啓介	ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 460－ 21：53．5� 67．0

48 � ラガーエミリー 牝3黒鹿54 佐藤 友則奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 岡田 猛 464－19 〃 アタマ 253．9�

（笠松）

714 マイグランクロア 牝3鹿 54 松若 風馬吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 486＋161：53．71	 40．3�
47 デアリングエッジ 牝3栗 54 川田 将雅 	社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 448＋ 21：53．91 4．2
59 ティープラズマ 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政深見 富朗氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 470－ 81：54．0� 19．6�
713 アルマレイモミ 牝3鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 448＋ 41：54．1
 13．1�
815 エ レ ー デ 牝3鹿 54 幸 英明前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－ 21：54．2� 5．9�
24 � サンレイフレンチ 牝5栗 55 �島 良太永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 424＋ 21：54．3
 206．0�
611 メイショウアケボノ 牝3鹿 54 国分 恭介松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 498－ 61：54．72� 69．5�
35 アリノマンボ 牝3鹿 54 松山 弘平聖心台牧場	 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 454＋ 21：55．55 8．8�
510 ウインクルスーパー 牝3鹿 54 四位 洋文塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 466－ 2 〃 アタマ 21．7�
23 ディアヒラリー 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 436－161：56．56 187．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，583，700円 複勝： 63，084，600円 枠連： 27，729，000円
馬連： 106，855，000円 馬単： 45，129，600円 ワイド： 61，637，500円
3連複： 142，524，100円 3連単： 169，322，400円 計： 655，865，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，870円 複 勝 � 760円 � 430円 � 190円 枠 連（1－8） 780円

馬 連 �� 17，990円 馬 単 �� 31，340円

ワ イ ド �� 3，920円 �� 1，740円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 17，160円 3 連 単 ��� 152，300円

票 数

単勝票数 計 395837 的中 � 11031（10番人気）
複勝票数 計 630846 的中 � 18238（10番人気）� 34927（7番人気）� 107326（1番人気）
枠連票数 計 277290 的中 （1－8） 27520（2番人気）
馬連票数 計1068550 的中 �� 4900（46番人気）
馬単票数 計 451296 的中 �� 1080（89番人気）
ワイド票数 計 616375 的中 �� 3944（44番人気）�� 9077（20番人気）�� 16357（9番人気）
3連複票数 計1425241 的中 ��� 6226（61番人気）
3連単票数 計1693224 的中 ��� 806（492番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―13．2―12．6―12．6―12．9―13．1―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―36．5―49．1―1：01．7―1：14．6―1：27．7―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サブトゥエンティ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．2．8 小倉1着

2012．1．21生 牝4栗 母 ラ イ ラ プ ス 母母 フサイチエアデール 13戦2勝 賞金 16，500，000円
〔騎手変更〕 メイショウアケボノ号の騎手国分優作は，第7日第1競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。
〔制裁〕 ラガーエミリー号の騎手佐藤友則は，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：9番・7番・15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 エアショウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3410412月25日 晴 稍重 （28阪神5）第9日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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
1：21．5

不良
不良

816 アドマイヤムテキ 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 洞�湖 レイクヴィラファーム 496－ 21：24．1 3．7�
36 ノースウッド 牡4鹿 57 北村 友一 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 516－ 21：24．41� 9．8�
815 エイシンカーニバル 牡4栗 57 松若 風馬�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 476－ 6 〃 ハナ 5．0�
714 ペプチドアルマ 牡4黒鹿57 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 468＋ 6 〃 ハナ 188．4�
35 ディナスティーア 牝4鹿 55

52 ▲坂井 瑠星下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 518＋ 8 〃 アタマ 7．1	
510 アルパーシャン 牡4栗 57 古川 吉洋
エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 462＋ 21：24．5� 9．8�
23 シルバーソード 牡4鹿 57 松山 弘平�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518± 01：24．81� 21．6�
11 	 エイシンサブウェイ 牡4鹿 57 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 502－ 2 〃 アタマ 9．9
12 サンライズアルプス 牡5鹿 57

56 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 442－ 21：24．9� 287．4�
24 ジ ェ ッ ト 牡4黒鹿57 
島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 498＋181：25．0� 158．4�
611 コウユーモンブラン 牡3栗 56 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 浦河 中村 雅明 448－ 81：25．1クビ 334．2�
59 フィールブリーズ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 524－ 8 〃 クビ 18．5�
713 ケルンウィナー 牡5栗 57

54 ▲荻野 極谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 518＋ 8 〃 ハナ 19．4�

612 キッズライトオン 牡4栗 57 柴山 雄一瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－ 21：25．2� 8．1�

47 マコトグナイゼナウ 牡4青鹿57 藤岡 康太�ディアマント 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：25．3� 41．6�
48 ラララルジェス 牝3鹿 54 菱田 裕二フジイ興産� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 462－ 21：26．36 40．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，339，900円 複勝： 74，660，500円 枠連： 38，775，200円
馬連： 138，879，300円 馬単： 54，710，300円 ワイド： 79，492，700円
3連複： 181，231，200円 3連単： 225，040，100円 計： 843，129，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 250円 � 170円 枠 連（3－8） 440円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 860円 �� 400円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 14，950円

票 数

単勝票数 計 503399 的中 � 108278（1番人気）
複勝票数 計 746605 的中 � 128226（1番人気）� 64873（6番人気）� 120199（2番人気）
枠連票数 計 387752 的中 （3－8） 67181（1番人気）
馬連票数 計1388793 的中 �� 52020（6番人気）
馬単票数 計 547103 的中 �� 12391（5番人気）
ワイド票数 計 794927 的中 �� 22682（8番人気）�� 54654（1番人気）�� 26676（6番人気）
3連複票数 計1812312 的中 ��� 45015（3番人気）
3連単票数 計2250401 的中 ��� 10911（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．0―47．1―59．0―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 ・（5，6，15）（1，7，8）（2，16）（3，4）（13，12，9）10，14＝11 4 ・（5，6，15）7（1，8）16（2，9）（3，4）（12，10）13，14－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤムテキ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．11．8 京都5着

2013．3．19生 牡3黒鹿 母 セメイユドゥヴォン 母母 Heeremandi 7戦2勝 賞金 16，000，000円
〔騎手変更〕 コウユーモンブラン号の騎手国分優作は，第7日第1競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。
〔制裁〕 エイシンカーニバル号の騎手松若風馬は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・8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） 1頭 ドゥドゥドゥ号
（非抽選馬） 2頭 チュウワワンダー号・メイショウカロッタ号



3410512月25日 晴 良 （28阪神5）第9日 第9競走 ��
��2，400�

え さ か

江 坂 特 別
発走14時20分 （芝・右・外）
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

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
2：24．2
2：22．1

良
良

33 エイシンハドソン 牡5鹿 57 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 542－ 22：28．9 13．2�
66 � リッチーリッチー 牡3栗 55 A．シュタルケ�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery 512－ 2 〃 ハナ 2．1�

（独）

55 	 ケージーキンカメ 牡5黒鹿57 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 466＋ 2 〃 クビ 28．5�
44 サンデーウィザード 牡4鹿 57 和田 竜二巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 458＋ 62：29．0クビ 3．0�
89 ダンディーズムーン 牡5鹿 57 秋山真一郎田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 22：30．06 49．9�
810 アグリッパーバイオ 牡5黒鹿57 北村 友一バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454＋ 42：30．1クビ 53．4	
78 テイエムナナヒカリ 牡3青鹿55 菱田 裕二竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 500－ 62：30．52
 9．6

22 タイセイアプローズ 牡4鹿 57 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 486＋ 8 〃 ハナ 7．3�
77 ロングスピーク 牡4鹿 57 松若 風馬 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 572－ 2 〃 クビ 29．0
11 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± 02：30．81� 28．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，078，600円 複勝： 75，245，000円 枠連： 22，633，800円
馬連： 144，119，000円 馬単： 79，090，200円 ワイド： 70，840，500円
3連複： 175，842，300円 3連単： 405，053，700円 計： 1，028，903，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 270円 � 110円 � 360円 枠 連（3－6） 1，140円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，280円 �� 950円

3 連 複 ��� 6，260円 3 連 単 ��� 43，980円

票 数

単勝票数 計 560786 的中 � 33869（5番人気）
複勝票数 計 752450 的中 � 51131（5番人気）� 290760（1番人気）� 34596（6番人気）
枠連票数 計 226338 的中 （3－6） 15369（4番人気）
馬連票数 計1441190 的中 �� 93323（4番人気）
馬単票数 計 790902 的中 �� 16397（13番人気）
ワイド票数 計 708405 的中 �� 39574（5番人気）�� 7503（23番人気）�� 18857（10番人気）
3連複票数 計1758423 的中 ��� 21062（20番人気）
3連単票数 計4050537 的中 ��� 6676（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．2―37．5―50．1―1：02．1―1：15．1―1：27．8―1：40．1―1：52．2―2：04．3―2：16．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンハドソン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rubiano デビュー 2014．1．18 京都1着

2011．4．13生 牡5鹿 母 オレゴンガール 母母 Paying Guest 19戦4勝 賞金 77，929，000円
〔制裁〕 エイシンハドソン号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。

3410612月25日 晴 稍重 （28阪神5）第9日 第10競走 ��
��2，000�

あ こ う

赤 穂 特 別
発走15時00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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

48 ナムラアラシ 牡3鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 508－ 62：04．1 26．0�
36 � シャイニービーム 牡4鹿 57 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 454－ 42：04．2	 24．8�
24 クリノリトミシュル 牝3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 496－ 62：04．3クビ 2．9�
11 ア ー ブ ル 牡5黒鹿57 A．アッゼニ 吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 三嶋牧場 B528＋ 22：04．72
 10．4�

（英）

713 カフジキング 牡3鹿 56 小牧 太加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 456＋ 22：05．12
 8．3�
59 ウエスタンパレード 牡5栗 57 和田 竜二 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 512＋ 22：05．2クビ 24．7	
612 タニノマンボ 牡6鹿 57 森 裕太朗谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 484－ 22：05．3	 283．4

714 イーストオブザサン 牡3黒鹿56 �島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 480＋122：05．4クビ 16．1�
23 � タ イ マ ツ リ 牡5黒鹿57 柴山 雄一浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 42：05．71	 90．2�
510� セプティエーム 牡4芦 57 佐藤 友則吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

B490－ 42：05．91
 100．4
（笠松）

611 タガノクレイオス 牡4鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 518－ 62：06．11
 4．2�

816 ストロベリーキング 5黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 474－ 62：06．2
 40．5�
12 カネコメオスター 牡5栗 57 �島 良太髙岡 義雄氏 服部 利之 新ひだか 藤沢牧場 514＋ 42：06．3
 173．4�
47 キングブレイク 牡7栗 57 松山 弘平阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 530－ 22：06．61	 55．7�
815 オ ル ナ 牡4鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 508－ 62：07．02
 4．7�

（15頭）
35 マ ウ ナ ロ ア 牡5鹿 57 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 494± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 65，130，000円 複勝： 84，949，800円 枠連： 44，808，600円
馬連： 211，206，400円 馬単： 85，001，000円 ワイド： 94，731，700円
3連複： 265，685，900円 3連単： 394，628，500円 計： 1，246，141，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 610円 � 530円 � 150円 枠 連（3－4） 10，820円

馬 連 �� 29，010円 馬 単 �� 52，080円

ワ イ ド �� 4，990円 �� 1，210円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 19，210円 3 連 単 ��� 170，400円

票 数

単勝票数 差引計 651300（返還計 10167） 的中 � 19978（9番人気）
複勝票数 差引計 849498（返還計 13987） 的中 � 29142（9番人気）� 34011（8番人気）� 206606（1番人気）
枠連票数 差引計 448086（返還計 860） 的中 （3－4） 3209（29番人気）
馬連票数 差引計2112064（返還計 73634） 的中 �� 6003（49番人気）
馬単票数 差引計 850010（返還計 30872） 的中 �� 1224（98番人気）
ワイド票数 差引計 947317（返還計 41012） 的中 �� 4734（45番人気）�� 20451（13番人気）�� 20291（14番人気）
3連複票数 差引計2656859（返還計179088） 的中 ��� 10372（56番人気）
3連単票数 差引計3946285（返還計249225） 的中 ��� 1679（435番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．2―49．8―1：02．0―1：14．3―1：26．7―1：39．2―1：51．5

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラアラシ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．12．26 阪神1着

2013．4．27生 牡3鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 10戦3勝 賞金 30，671，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 マウナロア号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

２レース目 ４レース目



3410712月25日 晴 良 （28阪神5）第9日 第11競走 ��
��2，000�カウントダウンステークス

発走15時50分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．12．26以降28．12．18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
1：57．6
1：56．1

良
良

11 クインズミラーグロ 牝4黒鹿54 柴山 雄一 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 450－122：02．7 29．2�
815 マキシマムドパリ 牝4芦 55 幸 英明 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 458＋ 42：02．8� 5．6�
23 ロードヴァンドール 牡3栗 55 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 500± 02：02．9� 5．9�
59 	 ザトゥルーエアー 牡5鹿 55 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 478＋122：03．0� 17．2�
714 フロムマイハート 牝3栗 52 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 2 〃 クビ 20．3�
612 アドマイヤキズナ 牡3黒鹿55 A．シュタルケ 近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 464＋ 62：03．1クビ 3．8	

（独）

24 ハッピーユニバンス 牝4黒鹿52 北村 友一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋14 〃 クビ 22．1

36 ゴールドテーラー 牝6栗 52 岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 442＋12 〃 ハナ 88．0�
611 スズカルパン 牡7鹿 55 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 470＋142：03．2クビ 52．1�
510 ショウナンバーキン 牝6青 52 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 472－ 62：03．3� 13．1
713
 エイシンエルヴィン 牡5鹿 56 松田 大作�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 486－ 22：03．4� 32．1�
47 	 ダイヤモンドダンス 牡7鹿 54 川須 栄彦坪野谷和平氏 勢司 和浩 むかわ 片山 幹雄 502－ 22：03．82� 190．7�
35 ゲ ッ カ コ ウ 牝3黒鹿51 三津谷隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 468－ 2 〃 クビ 25．9�
816 レ ア リ ス タ 牡4栗 57．5 川田 将雅 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474± 02：03．9クビ 4．0�
48 サンライズタイセイ 牡6鹿 55 佐藤 友則松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 22：04．22 83．7�

（笠松）

12 メイショウコルノ 牡5黒鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 538－ 82：04．51� 58．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 106，246，500円 複勝： 140，378，800円 枠連： 84，735，000円
馬連： 336，910，900円 馬単： 126，871，900円 ワイド： 157，269，100円
3連複： 467，549，700円 3連単： 666，456，000円 計： 2，086，417，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，920円 複 勝 � 560円 � 220円 � 220円 枠 連（1－8） 2，800円

馬 連 �� 7，120円 馬 単 �� 17，290円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 2，210円 �� 620円

3 連 複 ��� 9，890円 3 連 単 ��� 101，160円

票 数

単勝票数 計1062465 的中 � 29102（10番人気）
複勝票数 計1403788 的中 � 53627（9番人気）� 186400（3番人気）� 182220（4番人気）
枠連票数 計 847350 的中 （1－8） 23382（12番人気）
馬連票数 計3369109 的中 �� 39001（25番人気）
馬単票数 計1268719 的中 �� 5502（58番人気）
ワイド票数 計1572691 的中 �� 19012（26番人気）�� 17765（27番人気）�� 69120（5番人気）
3連複票数 計4675497 的中 ��� 35421（27番人気）
3連単票数 計6664560 的中 ��� 4776（321番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．8―49．2―1：01．5―1：13．9―1：26．1―1：38．1―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クインズミラーグロ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 In Excess デビュー 2014．8．3 新潟2着

2012．3．25生 牝4黒鹿 母 ジャストトゥートゥー 母母 Marsh Grass 21戦5勝 賞金 90，278，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時51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） 2頭 アグネスフォルテ号・バイガエシ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3410812月25日 晴 稍重 （28阪神5）第9日 第12競走 ��
��1，400�2016ファイナルステークス

発走16時25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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 タガノエスプレッソ 牡4鹿 56 北村 友一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450＋ 61：22．6 43．5�

815 エイシンバッケン 牡4鹿 57 藤岡 康太�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 526± 0 〃 ハナ 3．4�
36 ラテンロック 牡5鹿 56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 510＋ 4 〃 クビ 11．9�
612 スマートアヴァロン 牡4黒鹿56 川田 将雅大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 514± 01：22．7クビ 4．2�
59 スーサンジョイ 牡4鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 516＋101：22．8� 5．1�
48 ディーズプラネット 牝3芦 53 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 494－ 21：22．9	 28．6	
611 サ ノ イ チ 牡5鹿 56 幸 英明佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 B484＋ 61：23．11	 80．1

24 
 ソルティコメント 牡4栗 56 柴山 雄一窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 米 Craig B.

Singer 454－ 61：23．2クビ 8．7�
23 マッチレスヒーロー 牡5栗 56 松山 弘平�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B478－ 21：23．52 21．3
11 メイショウコロンボ 牡7青 59 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 494－ 61：23．71� 40．5�
816 グレイスフルリープ 牡6栗 59 小牧 太前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 540＋ 31：23．8	 17．5�
12 
 サトノプリンシパル �6鹿 57 坂井 瑠星里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B548＋ 21：24．22	 29．0�
714 ダノングッド 牡4栗 56 A．アッゼニ�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B504± 01：24．3	 12．0�

（英）

713 フミノファルコン 牡6黒鹿56 太宰 啓介谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 536＋ 4 〃 クビ 201．9�
35 
 ミリオンヴォルツ �7鹿 56 佐藤 友則林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 496 1：25．57 242．3�
（笠松）

47 
 マイネルエテルネル 牡6栗 56 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 488－ 41：26．45 145．1�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 192，485，800円 複勝： 214，535，000円 枠連： 100，322，500円
馬連： 539，488，400円 馬単： 201，800，400円 ワイド： 246，925，600円
3連複： 710，048，700円 3連単： 1，123，801，200円 計： 3，329，407，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，350円 複 勝 � 870円 � 170円 � 310円 枠 連（5－8） 620円

馬 連 �� 12，010円 馬 単 �� 26，760円

ワ イ ド �� 3，640円 �� 6，800円 �� 900円

3 連 複 ��� 36，860円 3 連 単 ��� 321，020円

票 数

単勝票数 計1924858 的中 � 35399（12番人気）
複勝票数 計2145350 的中 � 50212（11番人気）� 420979（1番人気）� 173692（4番人気）
枠連票数 計1003225 的中 （5－8） 125352（2番人気）
馬連票数 計5394884 的中 �� 37004（33番人気）
馬単票数 計2018004 的中 �� 5654（76番人気）
ワイド票数 計2469256 的中 �� 17156（37番人気）�� 9102（53番人気）�� 74303（8番人気）
3連複票数 計7100487 的中 ��� 14446（103番人気）
3連単票数 計11238012 的中 ��� 2538（746番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．0―11．9―12．1―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―33．8―45．7―57．8―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノエスプレッソ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．8．23 新潟3着

2012．2．12生 牡4鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 16戦4勝 賞金 99，076，000円
〔制裁〕 ミリオンヴォルツ号の騎手佐藤友則は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 エイシンヴァラー号・オースミイージー号・サクラエール号・ピンポン号・フィールザスマート号・

プリムラブルガリス号・ポッドガイ号・ポメグラネイト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（28阪神5）第9日 12月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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

227，440，000円
5，060，000円
12，540，000円
1，940，000円
23，610，000円
71，847，500円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
749，837，500円
1，002，378，500円
422，164，900円
1，975，637，000円
858，401，500円
995，249，900円
2，586，100，200円
4，015，341，800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 12，605，111，300円

総入場人員 35，385名 （有料入場人員 32，787名）



平成28年度 第5回阪神競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，480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

2，253，720，000円
20，240，000円
132，010，000円
17，591，000円
241，170，000円
598，787，000円
41，828，000円
14，208，000円

勝馬投票券売得金
6，090，930，800円
8，880，915，800円
3，393，303，800円
15，220，452，100円
7，449，466，000円
7，680，804，900円
21，311，618，900円
35，422，415，200円
2，348，051，400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 107，797，958，900円

総入場延人員 204，426名 （有料入場延人員 185，522名）
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