
3407312月22日 雨 稍重 （30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

510 ペイシャクレア 牝2鹿 54 北村 友一北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 412－ 81：25．0 5．4�
36 サーストンネイジュ 牝2芦 54 福永 祐一齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 466－ 61：25．1� 16．8�
23 ルバクオーリ 牡2青鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 クビ 4．1�
24 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 478＋ 4 〃 アタマ 2．6�
35 エスシーバスター 牡2栗 55 川田 将雅工藤 圭司氏 牧田 和弥 日高 クリアファーム 482＋ 21：25．41� 12．5�
59 ダイヤレイジング 牝2栗 54 酒井 学三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 440－ 81：25．71� 46．2	
816 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 540＋ 21：25．91� 103．1

11 サダムシオイノモリ 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極大西 定氏 中尾 秀正 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 498－ 4 〃 クビ 374．3�

713 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 466－ 61：26．22 25．7�
48 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± 01：26．3� 51．2
12 ジャコエマリックン 牡2栗 55 �島 克駿晴間 芳次氏 高橋 義忠 新ひだか 前川 ミツ 456－ 41：26．4クビ 167．4�
612 メイショウペルム 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希松本 好�氏 本田 優 浦河 近藤牧場 488＋ 6 〃 クビ 354．4�
714 リベラルタイプ 牝2青鹿54 藤岡 佑介 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 428＋ 21：26．5� 88．3�
611 アルバリズム 牝2栗 54 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 510＋ 41：26．81� 6．9�
47 タガノプリマベーラ 牝2鹿 54 池添 謙一八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 400＋ 21：27．01� 23．8�
815 エ ル カ ー ノ 牡2鹿 55 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 482＋ 21：27．21� 386．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，572，400円 複勝： 61，438，900円 枠連： 16，808，200円
馬連： 72，035，100円 馬単： 32，190，300円 ワイド： 52，010，100円
3連複： 105，295，800円 3連単： 126，302，700円 計： 503，653，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 320円 � 160円 枠 連（3－5） 1，500円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 850円 �� 560円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 22，200円

票 数

単勝票数 計 375724 的中 � 55446（3番人気）
複勝票数 計 614389 的中 � 100233（3番人気）� 39037（6番人気）� 111936（2番人気）
枠連票数 計 168082 的中 （3－5） 8658（7番人気）
馬連票数 計 720351 的中 �� 20034（10番人気）
馬単票数 計 321903 的中 �� 5352（18番人気）
ワイド票数 計 520101 的中 �� 15474（10番人気）�� 24940（4番人気）�� 12717（12番人気）
3連複票数 計1052958 的中 ��� 17277（13番人気）
3連単票数 計1263027 的中 ��� 4123（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―47．3―59．7―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャクレア �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．12．1 阪神2着

2016．3．28生 牝2鹿 母 ル ア ス 母母 アイリッシュクレア 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 エスシーバスター号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
※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 クリノライジン号・モズリスペクト号

3407412月22日 曇 稍重 （30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

811 ハギノオムイデアル 牡2鹿 55 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 472＋141：52．9 3．2�
79 � ベイズンストリート 牡2鹿 55 C．ルメール 吉田 和美氏 斉藤 崇史 米 Dixiana

Farms LLC 544－ 81：53．0� 1．6�
56 シゲルクロダイヤ 牡2鹿 55 古川 吉洋森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 506± 0 〃 ハナ 19．7�
812 デスティニープラン 牡2栗 55

53 △富田 暁三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 454± 01：53．1� 239．4�
44 フェブタイズ 牡2鹿 55 	島 克駿釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 496± 01：53．31
 67．2�
55 ミッキーバラード 牝2鹿 54 北村 友一野田みづき氏 高橋 康之 日高 白井牧場 484± 0 〃 ハナ 12．8�
67 ティボリドライヴ 牝2栗 54 国分 恭介松岡 隆雄氏 田所 秀孝 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480± 01：53．62 56．5	
68 サーチュイン 牝2芦 54 城戸 義政加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 472＋ 21：53．7クビ 25．9

22 � ピースプレイヤー 牡2鹿 55 岩田 康誠飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims B490＋ 41：53．91
 16．5�
33 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± 01：54．75 125．7�
710 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 498－ 61：54．91
 29．8
11 テイエムハイウェイ 牡2黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 ハシモトフアーム 496＋ 41：55．11 60．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，386，500円 複勝： 74，011，400円 枠連： 11，507，900円
馬連： 57，501，600円 馬単： 36，642，000円 ワイド： 46，405，400円
3連複： 81，162，400円 3連単： 142，081，000円 計： 481，698，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 230円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 140円 �� 530円 �� 390円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，590円

票 数

単勝票数 計 323865 的中 � 80700（2番人気）
複勝票数 計 740114 的中 � 110942（2番人気）� 450491（1番人気）� 26890（6番人気）
枠連票数 計 115079 的中 （7－8） 40645（1番人気）
馬連票数 計 575016 的中 �� 206384（1番人気）
馬単票数 計 366420 的中 �� 48215（2番人気）
ワイド票数 計 464054 的中 �� 120457（1番人気）�� 17004（8番人気）�� 24649（4番人気）
3連複票数 計 811624 的中 ��� 65770（3番人気）
3連単票数 計1420810 的中 ��� 28677（9番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．3―12．9―13．1―12．7―12．6―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―37．1―50．0―1：03．1―1：15．8―1：28．4―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノオムイデアル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．9．17 阪神2着

2016．3．12生 牡2鹿 母 ハギノクィーン 母母 エリモセレブ 2戦1勝 賞金 7，800，000円

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22日 曇 稍重 （30阪神5）第7日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時00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

35 ブランノワール 牝2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：36．6 7．1�
611 クワイエット 牝2黒鹿54 小牧 太 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B420－ 21：36．92 289．9�
59 ミッキーバディーラ 牝2鹿 54 C．ルメール 野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 470＋ 2 〃 クビ 1．7�
11 ウォーターブレイク 牝2黒鹿54 和田 竜二山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 01：37．0クビ 17．3�
34 ブールバール 牝2鹿 54 酒井 学寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 432－ 61：37．1� 9．2	
713 ラ シ ェ ー ラ 牝2鹿 54 浜中 俊ニューワールドレー

シング� 笹田 和秀 浦河 フクオカファーム 452＋ 2 〃 ハナ 5．0

58 シャムラマート 牝2黒鹿54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 446－ 21：37．52� 94．3�
47 カモンビューティー 牝2黒鹿54 藤岡 佑介中野 秀樹氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 436＋ 61：37．6� 330．9�
814 モ ン オ ー ル 牝2栗 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 426± 0 〃 クビ 9．4
610 パ ル メ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 446＋101：37．7� 91．8�
712 クインズジャスミン 牝2栗 54 松若 風馬亀田 和弘氏 野中 賢二 浦河 富田牧場 422－ 21：38．01� 64．7�
22 マジックシード 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－ 41：38．32 223．9�

46 オノーレペスカ 牝2青 54 古川 吉洋ユーモード 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 408＋ 21：38．51� 585．3�
815 アッフェルマーレ 牝2鹿 54 松山 弘平下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 462－ 21：38．6� 88．7�
23 エンゼルサンライズ 牝2鹿 54 北村 友一松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 430＋ 21：38．81� 369．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，464，000円 複勝： 82，529，700円 枠連： 15，258，800円
馬連： 70，036，200円 馬単： 40，844，700円 ワイド： 52，878，300円
3連複： 96，321，700円 3連単： 155，346，500円 計： 559，679，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 190円 � 2，370円 � 110円 枠 連（3－6） 9，500円

馬 連 �� 82，060円 馬 単 �� 104，190円

ワ イ ド �� 12，830円 �� 280円 �� 5，300円

3 連 複 ��� 32，640円 3 連 単 ��� 443，410円

票 数

単勝票数 計 464640 的中 � 51924（3番人気）
複勝票数 計 825297 的中 � 80177（3番人気）� 3945（13番人気）� 401790（1番人気）
枠連票数 計 152588 的中 （3－6） 1244（17番人気）
馬連票数 計 700362 的中 �� 704（54番人気）
馬単票数 計 408447 的中 �� 294（86番人気）
ワイド票数 計 528783 的中 �� 949（49番人気）�� 56977（2番人気）�� 2316（35番人気）
3連複票数 計 963217 的中 ��� 2213（58番人気）
3連単票数 計1553465 的中 ��� 254（495番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．7―12．4―12．4―11．1―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―37．3―49．7―1：02．1―1：13．2―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランノワール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Singspiel デビュー 2018．10．20 京都3着

2016．2．15生 牝2鹿 母 プチノワール 母母 リッチアフェアー 3戦1勝 賞金 7，550，000円

3407612月22日 曇 稍重 （30阪神5）第7日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時30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
1：20．8
1：20．3

良
良

713 ランスオブプラーナ 牡2黒鹿55 C．ルメール 五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 61：23．0 4．4�
24 エクレアスピード 牡2鹿 55 武 豊李 柱坤氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 468－ 21：23．63� 1．5�
11 ロ ナ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 460± 01：23．7� 17．3�
36 マイエンフェルト 牝2鹿 54 C．デムーロ �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 444－ 41：23．91	 6．1�

（仏）

59 トーセンマイスター 牡2青鹿55 松山 弘平島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472＋181：24．22 54．4	
714 カズブランパン 牡2鹿 55 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 日高 白井牧場 482＋ 8 〃 クビ 12．4

816 ズヴィズダー 牝2鹿 54 四位 洋文�KTレーシング 武 英智 様似 猿倉牧場 384－ 61：24．3クビ 265．1�
48 マジカルリボン 牝2鹿 54 北村 友一田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 土田 扶美子 416－ 41：24．4� 69．8
612 タイセイチーフ 牡2鹿 55 和田 竜二田中 成奉氏 森田 直行 新冠 アサヒ牧場 474＋ 4 〃 クビ 74．8�
23 クリノオンリーワン 牝2芦 54

52 △富田 暁栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 430± 01：24．5クビ 88．7�
510 メイショウタイガン 牡2鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 516＋121：24．71	 178．6�
611 キンイロノツバサ 牡2鹿 55 小牧 太大島 豊彦氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 452＋141：25．23 244．5�
12 ゴルディアス 牡2栗 55

54 ☆坂井 瑠星野嶋 祥二氏 高橋 義忠 浦河 杵臼牧場 458＋101：25．62� 481．5�
47 メイショウフクイク 牝2栗 54

51 ▲西村 淳也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 470－ 61：25．92 193．4�
815 ウインドルチェ 牝2栗 54

53 ☆荻野 極�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 436－ 41：26．0クビ 430．3�
35 ジューンサニー 牝2栗 54

53 ☆義 英真吉川 潤氏 田所 秀孝 新ひだか 西村 和夫 452＋ 21：26．21	 571．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，472，500円 複勝： 151，766，300円 枠連： 18，945，400円
馬連： 74，917，600円 馬単： 44，397，500円 ワイド： 55，724，900円
3連複： 103，421，100円 3連単： 178，888，700円 計： 674，534，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 110円 � 200円 枠 連（2－7） 250円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，090円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 9，710円

票 数

単勝票数 計 464725 的中 � 83056（2番人気）
複勝票数 計1517663 的中 � 99651（2番人気）� 1111398（1番人気）� 54272（5番人気）
枠連票数 計 189454 的中 （2－7） 56662（1番人気）
馬連票数 計 749176 的中 �� 156750（1番人気）
馬単票数 計 443975 的中 �� 27430（5番人気）
ワイド票数 計 557249 的中 �� 87467（2番人気）�� 10608（13番人気）�� 40001（4番人気）
3連複票数 計1034211 的中 ��� 49237（5番人気）
3連単票数 計1788887 的中 ��� 13348（26番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―11．7―12．1―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―46．8―58．9―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランスオブプラーナ �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．12．2 中京2着

2016．3．31生 牡2黒鹿 母 マイプラーナ 母母 チェリーコウマン 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。



3407712月22日 曇 稍重 （30阪神5）第7日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時20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
1：45．6
1：45．6

良
良

713 グラディーヴァ 牝2鹿 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 458 ―1：49．9 18．3�
36 ウラノメトリア �2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492 ―1：50．21� 4．1�
818 アルテラローザ 牝2黒鹿54 C．デムーロ �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 470 ― 〃 クビ 6．4�

（仏）

59 アナザーラブソング 牡2栗 55 �島 克駿市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 468 ―1：50．94 25．0�

611 タイヨウトチキュウ 牡2青鹿55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 484 ― 〃 クビ 137．4	
510 レ ス ト ン ベ 牝2青鹿54 岩田 康誠�Shadow 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：51．43 82．9

715 レッドガニアン 牡2鹿 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 462 ―1：51．5� 4．8�
817 リ ス ト 牡2青鹿55 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502 ―1：51．6� 6．2�
612 ニホンピロハービン 牝2黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 476 ―1：51．7� 31．0
12 ト リ ッ ク 牡2鹿 55 中谷 雄太石川 達絵氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 496 ―1：51．8� 48．2�
11 エイシンゴエモン 牡2栗 55 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 498 ― 〃 アタマ 63．0�
23 サクセスクルーズ 牡2黒鹿55 松田 大作髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 418 ― 〃 アタマ 339．5�
47 ユイノニュータイプ 牡2青鹿55 藤岡 佑介由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 若林牧場 476 ―1：52．01 57．6�
35 スズカコンパス 牡2鹿 55

53 △富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 428 ― 〃 アタマ 437．0�
714 トーアディアナ 牝2栗 54 吉田 隼人高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 416 ―1：52．53 463．4�
24 グレイトアプローズ 牝2鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 西浦 勝一 愛 Godolphin 480 ―1：52．82 3．7�
816 スズカスパイカー 牡2栗 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 488 ―1：53．01 275．2�
48 ウォーターファラオ 牡2鹿 55 浜中 俊山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 438 ― 〃 クビ 112．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，824，600円 複勝： 58，565，000円 枠連： 23，557，800円
馬連： 77，471，300円 馬単： 34，082，500円 ワイド： 54，674，100円
3連複： 100，007，400円 3連単： 112，930，900円 計： 511，113，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 410円 � 180円 � 220円 枠 連（3－7） 970円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 10，170円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，530円 �� 710円

3 連 複 ��� 6，230円 3 連 単 ��� 41，100円

票 数

単勝票数 計 498246 的中 � 21735（6番人気）
複勝票数 計 585650 的中 � 31247（6番人気）� 96047（2番人気）� 70922（4番人気）
枠連票数 計 235578 的中 （3－7） 18765（6番人気）
馬連票数 計 774713 的中 �� 16100（13番人気）
馬単票数 計 340825 的中 �� 2512（36番人気）
ワイド票数 計 546741 的中 �� 12733（11番人気）�� 8926（16番人気）�� 20473（6番人気）
3連複票数 計1000074 的中 ��� 12030（18番人気）
3連単票数 計1129309 的中 ��� 1992（122番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．6―49．2―1：02．2―1：14．8―1：26．1―1：37．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラディーヴァ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2016．3．14生 牝2鹿 母 カ ノ ー ロ 母母 ソニックグルーヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 タイヨウトチキュウ号の騎手松若風馬は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※アナザーラブソング号・ユイノニュータイプ号は，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22日 曇 稍重 （30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

59 メイショウウズマサ 牡2黒鹿55 �島 克駿松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 504 ―1：24．4 13．5�
612 オメガレインボー 牡2栗 55 岩田 康誠原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 440 ―1：24．5	 7．2�
714 メイショウウグイス 牝2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 450 ―1：24．81	 5．2�
36 レ ゴ リ ス 牡2黒鹿55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか 村上牧場 494 ―1：25．01
 8．8�
816 ア ノ 牡2栗 55 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 438 ― 〃 クビ 25．7�
713� スマートアルケミー 牡2青鹿55 福永 祐一大川 徹氏 笹田 和秀 米 Summer

Wind Equine 510 ―1：25．32 1．7	
510 ルフレシャンス 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人松岡 研司氏 作田 誠二 日高 宝寄山 忠則 442 ―1：25．93� 484．7

611 ウォータービジョン 牝2栗 54 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 476 ― 〃 アタマ 27．6�
815 ハニーエンパイア 牝2黒鹿54 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 452 ―1：26．32� 72．4�
48 ア ル バ ス 牡2栗 55 藤岡 康太サンコウ牧場 高橋 義忠 新ひだか サンコウ牧場 478 ―1：26．61	 78．4�
12 ラガーモナーク 牡2鹿 55 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 492 ―1：26．81 40．8�
47 ワンダーアフィラド 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 高昭牧場 500 ― 〃 アタマ 91．4�
35 ブルベアブルーノ 牡2栗 55

52 ▲西村 淳也 �ブルアンドベア 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 534 ―1：27．97 428．2�
24 テイエムウインド 牡2鹿 55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 日高テイエム

牧場株式会社 486 ―1：28．32� 41．8�
23 グランエソール 牝2鹿 54 中井 裕二村上龍太郎氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 416 ―1：28．4� 346．0�
11 ブルベアブロンゾ 牡2栗 55

54 ☆坂井 瑠星 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 三輪 幸子 586 ―1：30．1大差 277．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，319，600円 複勝： 54，111，600円 枠連： 19，322，200円
馬連： 73，054，800円 馬単： 37，842，700円 ワイド： 51，835，100円
3連複： 93，230，600円 3連単： 124，876，800円 計： 501，593，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 300円 � 200円 � 190円 枠 連（5－6） 2，520円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 8，490円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 920円 �� 700円

3 連 複 ��� 6，490円 3 連 単 ��� 55，810円

票 数

単勝票数 計 473196 的中 � 27876（5番人気）
複勝票数 計 541116 的中 � 42196（5番人気）� 71892（3番人気）� 78124（2番人気）
枠連票数 計 193222 的中 （5－6） 5934（11番人気）
馬連票数 計 730548 的中 �� 16072（11番人気）
馬単票数 計 378427 的中 �� 3341（26番人気）
ワイド票数 計 518351 的中 �� 13045（12番人気）�� 14289（9番人気）�� 19515（5番人気）
3連複票数 計 932306 的中 ��� 10769（20番人気）
3連単票数 計1248768 的中 ��� 1622（157番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．6―48．2―1：00．3―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウウズマサ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2016．2．21生 牡2黒鹿 母 ホーマンフリップ 母母 レーゲンボーゲン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 メイショウウズマサ号の騎手�島克駿は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
※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 タイミングナウ号・ヨドノグローリ号



3407912月22日 曇 稍重 （30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
2：39．0
2：37．3

良
良

35 ナ ム ラ マ ル 牡4鹿 57 福永 祐一奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 516＋ 62：41．1 5．5�
714 マ ナ ロ ー ラ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456± 02：41．41� 22．4�
47 サトノシリウス 牡3鹿 55 C．デムーロ �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472± 02：41．61� 5．2�

（仏）

12 コマノジャスパ 牡3黒鹿 55
54 ☆加藤 祥太長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 442＋18 〃 ハナ 46．5�

23 ニッポンテイオー 牡3鹿 55 C．ルメール 新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン
ズファーム 452－ 4 〃 クビ 8．1�

24 インヴィクタ 牡4黒鹿57 M．デムーロ佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 22：41．7� 3．1	
713 サダムラピュタ 牡3黒鹿55 池添 謙一大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B482＋ 42：41．8� 64．3

611 マサハヤニース 牡3鹿 55 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474＋102：42．01	 97．3�
612 タガノヤグラ 牡4栗 57 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B462± 02：42．21	 120．2�
59 トロピカルストーム 
5黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 6 〃 クビ 5．9

36 � ピンクスパイダー 牡4鹿 57 小牧 太廣松 金次氏 服部 利之 日高 北田 剛 440± 02：42．83� 484．2�
510 イペルラーニオ 牡3鹿 55 中谷 雄太 �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 478－ 62：43．11� 167．8�
815 シエラネバダ 牡3芦 55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B506＋ 22：43．31 24．0�
11 ショウナンサニー 牡4鹿 57 岩田 康誠国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 480± 02：43．4� 128．6�
816� スリープレッピー 
5黒鹿 57

56 ☆義 英真永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 460± 02：43．82� 117．6�
48 ラルムドール 牡3鹿 55 松若 風馬 �社台レースホース松元 茂樹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 42：44．75 10．0�
817 マーヴェルズ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �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 450± 02：48．6大差 233．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 47，335，600円 複勝： 74，652，800円 枠連： 24，635，800円
馬連： 95，460，800円 馬単： 38，817，800円 ワイド： 70，156，700円
3連複： 134，930，200円 3連単： 153，228，600円 計： 639，218，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 460円 � 220円 枠 連（3－7） 3，870円

馬 連 �� 5，780円 馬 単 �� 9，390円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 660円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 10，600円 3 連 単 ��� 61，750円

票 数

単勝票数 計 473356 的中 � 68607（3番人気）
複勝票数 計 746528 的中 � 114178（2番人気）� 35072（7番人気）� 92525（4番人気）
枠連票数 計 246358 的中 （3－7） 4927（13番人気）
馬連票数 計 954608 的中 �� 13610（18番人気）
馬単票数 計 388178 的中 �� 3099（34番人気）
ワイド票数 計 701567 的中 �� 10044（19番人気）�� 28853（6番人気）�� 8266（22番人気）
3連複票数 計1349302 的中 ��� 9539（31番人気）
3連単票数 計1532286 的中 ��� 1799（178番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．7―13．4―13．2―12．8―12．8―12．7―11．9―12．0―11．2―12．3―13．0

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―24．1―35．8―49．2―1：02．4―1：15．2―1：28．0―1：40．7―1：52．6―2：04．6―2：15．8―2：28．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ マ ル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．20 京都3着

2014．4．22生 牡4鹿 母 ピクトリアル 母母 ダイナシユガー 15戦2勝 賞金 31，483，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーヴェルズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月22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。

3408012月22日 曇 稍重 （30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

611 サマーサプライズ 牡4鹿 57 松若 風馬吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 486－ 42：02．7 4．9�
47 イ ベ リ ア 牡3黒鹿56 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 500± 02：02．8� 2．2�
12 アールスター 牡3鹿 56 C．デムーロ KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 510＋102：03．11� 6．5�

（仏）

36 ナ ム ラ キ ヌ 牝3鹿 54 藤懸 貴志奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 472－ 22：03．31	 93．7�
612 クリノカポネ 
3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 62：03．51� 143．1�
11 イージーマネー 牡4芦 57 岩田 康誠丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 アタマ 96．9�
510 ワ イ ズ ワ ン 牡3鹿 56 松山 弘平林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B496＋ 22：03．6クビ 23．7	
713 メイショウイザナミ 牝3鹿 54 �島 克駿松本 好雄氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B442－ 22：04．23	 136．8

59  クリデュクール 牡4栗 57 北村 友一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 502＋102：04．3� 6．2�
815 ゴッドスパロウ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 526± 02：04．4	 253．2
714 ウォーターロレンス 牡3黒鹿56 中井 裕二山岡 正人氏 安田 隆行 日高 チャンピオン

ズファーム B460＋ 82：04．61� 232．5�
35 キタサンヴィクター 牡3鹿 56

54 △富田 暁�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 520＋142：05．34 14．5�
24 ブルベアラクーン 牡4栗 57 国分 優作 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 B548± 02：05．72	 12．0�
23 � フォルツァエフ 牡3鹿 56 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 486＋112：05．8	 35．7�
816 ダノンケンリュウ 
4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治�ダノックス 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 466± 02：06．12 254．5�
48 ウインネプチューン 牡3青鹿56 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 492＋102：08．0大差 82．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，636，300円 複勝： 73，314，600円 枠連： 24，406，000円
馬連： 111，130，100円 馬単： 52，549，800円 ワイド： 78，542，600円
3連複： 149，737，800円 3連単： 199，330，800円 計： 748，648，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 120円 � 190円 枠 連（4－6） 600円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 250円 �� 610円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 7，570円

票 数

単勝票数 計 596363 的中 � 96964（2番人気）
複勝票数 計 733146 的中 � 116421（2番人気）� 211004（1番人気）� 75784（4番人気）
枠連票数 計 244060 的中 （4－6） 31194（1番人気）
馬連票数 計1111301 的中 �� 144680（1番人気）
馬単票数 計 525498 的中 �� 27426（3番人気）
ワイド票数 計 785426 的中 �� 92428（1番人気）�� 29862（8番人気）�� 43567（4番人気）
3連複票数 計1497378 的中 ��� 78650（3番人気）
3連単票数 計1993308 的中 ��� 19073（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．0―12．8―12．2―12．7―12．6―12．3―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―34．8―47．6―59．8―1：12．5―1：25．1―1：37．4―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サマーサプライズ �
�
父 サマーバード �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．7．16 中京2着

2014．4．22生 牡4鹿 母 サウンドアリュール 母母 オ ル ビ タ ル 20戦2勝 賞金 32，950，000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。
（非抽選馬） 1頭 メガフレア号
※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22日 曇 稍重 （30阪神5）第7日 第9競走 ��
��2，400�

え さ か

江 坂 特 別
発走14時30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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

55 パリンジェネシス 牡4黒鹿57 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 524＋ 82：29．7 3．7�
810 ドンアルゴス 牡3黒鹿55 浜中 俊山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B510＋ 42：29．91	 2．8�
78 トーセンアイトーン 牡3黒鹿55 C．デムーロ 島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 442＋ 6 〃 クビ 9．2�

（仏）

11 シャリオヴァルト 
5鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋ 42：30．0クビ 66．8�

33 メイショウホウトウ 牡7青鹿57 加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 508＋142：30．53 115．3	
44 フォイヤーヴェルク 牡5青鹿57 H．ボウマン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460＋12 〃 ハナ 5．9


（豪）

22 シスターフラッグ 牝3黒鹿53 荻野 極小林 正和氏 西村 真幸 日高 出口牧場 496± 02：31．13� 21．1�
77 エルリストン 
5黒鹿57 武 豊�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 472± 02：31．63 12．3
66 ス プ マ ン テ 牡4青鹿57 C．ルメール 石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 488＋ 82：31．7� 4．8�

（9頭）
89 スーパーフェザー 牡3鹿 55 福永 祐一�KTレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 68，591，600円 複勝： 79，203，200円 枠連： 19，846，800円
馬連： 144，815，900円 馬単： 63，231，900円 ワイド： 82，444，200円
3連複： 152，869，100円 3連単： 284，206，700円 計： 895，209，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 130円 � 210円 枠 連（5－8） 650円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 310円 �� 500円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 6，890円

票 数

単勝票数 差引計 685916（返還計 9288） 的中 � 145469（2番人気）
複勝票数 差引計 792032（返還計 11105） 的中 � 140742（2番人気）� 190028（1番人気）� 77585（5番人気）
枠連票数 差引計 198468（返還計 1789） 的中 （5－8） 23385（2番人気）
馬連票数 差引計1448159（返還計 40185） 的中 �� 167958（1番人気）
馬単票数 差引計 632319（返還計 17410） 的中 �� 33278（4番人気）
ワイド票数 差引計 824442（返還計 13823） 的中 �� 72617（3番人気）�� 39958（8番人気）�� 43223（7番人気）
3連複票数 差引計1528691（返還計 71445） 的中 ��� 74833（4番人気）
3連単票数 差引計2842067（返還計126943） 的中 ��� 29902（18番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―13．4―12．8―12．2―12．7―13．3―12．8―11．8―11．0―11．9―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�
13．1―25．0―38．4―51．2―1：03．4―1：16．1―1：29．4―1：42．2―1：54．0―2：05．0―2：16．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パリンジェネシス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 メジロライアン デビュー 2016．11．12 東京5着

2014．5．14生 牡4黒鹿 母 メジロジョーンズ 母母 メジロビユーテイー 14戦4勝 賞金 48，548，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
〔出走取消〕 スーパーフェザー号は，疾病〔顔部裂創〕のため出走取消。
※シャリオヴァルト号は，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。

3408212月22日 雨 稍重 （30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，29．12．23以降30．12．16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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 オ ル ナ 牡6鹿 52 酒井 学�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 520－ 41：48．5 151．3�
24 ア ル ド ー レ 牡3栗 54 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 494＋ 61：49．24 5．7�
12 タイセイパルサー 牡5黒鹿54 藤岡 康太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 500± 0 〃 ハナ 199．4�
23 タガノヴェローナ 牝4芦 52 藤懸 貴志八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 4 〃 ハナ 13．0�
815 ストーミーバローズ 牡3栗 54 C．ルメール 猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：49．41� 3．9�
816 メイショウカマクラ 牡5青鹿53 加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 524－ 4 〃 ハナ 105．9	
59 キ ク ノ ル ア 牡4栗 55 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 B516＋ 6 〃 ハナ 2．4

35 コウエイワンマン 牡7黒鹿52 �島 克駿釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 552－ 21：49．5	 225．8�
713 マイネルクラース 牡4鹿 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 21：49．6
 28．7�
714 メイショウタチマチ 牝5鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 504－ 21：49．81� 12．5
611 ディアコンチェルト 牡6黒鹿54 川又 賢治ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 462＋ 21：49．9
 92．8�
510 メイプルブラザー 牡4栗 57 森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 480＋ 21：50．11� 14．3�
612 メイショウテムズ 牡4栗 55 武 豊松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 496－ 21：50．42 11．4�
36 � セ セ リ 牡7栗 51 荻野 極冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 520± 01：51．03	 373．4�
47 ソリティール �5栗 54 中谷 雄太�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 474－141：51．1	 126．4�
48 タマモアタック 牡6鹿 54 藤岡 佑介タマモ� 武 英智 新ひだか 岡田牧場 484－ 21：52．05 61．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，107，800円 複勝： 108，229，500円 枠連： 45，541，400円
馬連： 194，394，500円 馬単： 77，073，400円 ワイド： 118，871，500円
3連複： 257，985，000円 3連単： 335，992，200円 計： 1，213，195，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，130円 複 勝 � 2，750円 � 230円 � 2，930円 枠 連（1－2） 6，510円

馬 連 �� 31，530円 馬 単 �� 83，890円

ワ イ ド �� 8，420円 �� 35，430円 �� 10，250円

3 連 複 ��� 252，260円 3 連 単 ��� 2，619，290円

票 数

単勝票数 計 751078 的中 � 3971（13番人気）
複勝票数 計1082295 的中 � 9060（13番人気）� 155988（3番人気）� 8487（14番人気）
枠連票数 計 455414 的中 （1－2） 5414（16番人気）
馬連票数 計1943945 的中 �� 5085（47番人気）
馬単票数 計 770734 的中 �� 689（116番人気）
ワイド票数 計1188715 的中 �� 3654（51番人気）�� 863（97番人気）�� 2998（61番人気）
3連複票数 計2579850 的中 ��� 767（262番人気）
3連単票数 計3359922 的中 ��� 93（1858番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―13．1―12．2―12．2―11．8―11．6―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．5―48．7―1：00．9―1：12．7―1：24．3―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ ル ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．12．14 阪神9着

2012．1．13生 牡6鹿 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 25戦5勝 賞金 77，234，000円
〔制裁〕 タガノヴェローナ号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成30年12月28日から平成31年

1月12日まで騎乗停止。（被害馬：6番）
※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 アンデスクイーン号・エオリア号・エンクエントロス号・ジュンスパーヒカル号・タイキフェルヴール号・

タマモイレブン号・ビスカリア号・ビッグスモーキー号・マイネルトゥラン号



3408312月22日 曇 稍重 （30阪神5）第7日 第11競走 ��
��1，400�第13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 1，134，000円 324，000円 162，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

23 ダイアナヘイロー 牝5黒鹿55 菱田 裕二�駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 474± 01：21．1 38．3�
12 � ミスターメロディ 牡3鹿 56 C．デムーロ グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Bell Tower

Thoroughbreds 492＋ 21：21．2	 6．0�
（仏）

35 スターオブペルシャ 
5栗 57 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 518＋ 41：21．51� 46．3�
11 ダイメイフジ 牡4鹿 57 酒井 学宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 524＋161：21．71� 37．9�
815 ジュールポレール 牝5鹿 55 M．デムーロ�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 0 〃 ハナ 3．7	
713 ケイアイノーテック 牡3鹿 56 藤岡 佑介亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 476－ 21：21．91� 7．2

714 ワントゥワン 牝5黒鹿55 福永 祐一青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 452＋ 41：22．11	 9．9�
611 レッドファルクス 牡7芦 57 H．ボウマン �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B474－ 21：22．2クビ 9．9�

（豪）

816 ベステンダンク 牡6栗 57 松山 弘平市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 520＋ 61：22．3	 69．1

59 ラインスピリット 牡7黒鹿57 武 豊大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 446＋ 21：22．51� 25．5�
48 カルヴァリオ 
5鹿 57 池添 謙一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 462－ 8 〃 クビ 143．5�
47 シ ュ ウ ジ 牡5鹿 57 岩田 康誠安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 498－ 21：22．6	 18．2�
612 レーヌミノル 牝4栗 55 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 496± 01：22．91� 77．4�
36 ムーンクエイク 
5栗 57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 508－ 21：23．11� 7．4�
510 サトノアレス 牡4黒鹿57 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514± 01：23．63 7．4�
24  ヒルノデイバロー 牡7黒鹿57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B516＋ 41：26．4大差 154．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 234，763，800円 複勝： 346，510，700円 枠連： 127，466，400円
馬連： 763，487，600円 馬単： 242，299，500円 ワイド： 453，092，200円
3連複： 1，236，980，500円 3連単： 1，446，733，400円 計： 4，851，334，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，830円 複 勝 � 780円 � 270円 � 860円 枠 連（1－2） 4，610円

馬 連 �� 10，160円 馬 単 �� 25，640円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 7，660円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 50，850円 3 連 単 ��� 345，820円

票 数

単勝票数 計2347638 的中 � 49007（11番人気）
複勝票数 計3465107 的中 � 109121（10番人気）� 390800（2番人気）� 97800（11番人気）
枠連票数 計1274664 的中 （1－2） 21387（21番人気）
馬連票数 計7634876 的中 �� 61933（36番人気）
馬単票数 計2422995 的中 �� 7087（91番人気）
ワイド票数 計4530922 的中 �� 50370（27番人気）�� 15086（74番人気）�� 36856（39番人気）
3連複票数 計12369805 的中 ��� 18241（169番人気）
3連単票数 計14467334 的中 ��� 3033（1046番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．8―46．2―57．5―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．9
3 3（2，9，12）（11，16）1（7，8，13）5，10，15（6，14）－4 4 3（2，9，12）（1，11，16）（7，8，13）（5，10）6，15，14－4

勝馬の
紹 介

ダイアナヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．1．24 京都1着

2013．5．5生 牝5黒鹿 母 ヤマカツセイレーン 母母 ヤマカツサクラ 25戦8勝 賞金 256，010，000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。

3408412月22日 曇 稍重 （30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

35 プレシャスルージュ �6黒鹿 57
54 ▲西村 淳也 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B468－ 61：09．0 16．3�

24 カズマペッピーノ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 494＋ 21：09．53 7．1�
11 オンリーワンスター 牝5鹿 55 岩崎 翼�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 452－ 61：09．6� 72．6�
510� ワキノアタリ 牝5鹿 55 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 470＋ 61：09．92 20．4�
59 パワフルヒロコ 牝4黒鹿55 菱田 裕二三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 448＋ 41：10．0クビ 27．0�
12 ショウナンカイドウ 牡5栗 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B536－ 21：10．32 75．3	
612 スペシャルホース 牡4黒鹿57 岩田 康誠田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 526＋ 2 〃 アタマ 5．8

48 メイショウタイシ 牡3栗 56 	島 克駿松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 490－ 61：10．4
 28．0�
47 � ブロンズテーラー 牝7青鹿55 柴田 未崎中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 464－ 81：10．6� 26．3�
815 ヤ サ シ サ 牝4鹿 55 浜中 俊佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 502＋ 21：10．81� 1．8
23 � ハ イ ブ ロ グ 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希服部 新平氏 森 秀行 浦河 	川フアーム 544＋ 21：10．9� 190．0�
714 スターペスマリア 牝4栗 55 太宰 啓介河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 494＋ 21：11．0クビ 20．4�
713� メイショウカロッタ 牡6鹿 57 城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 510＋ 4 〃 クビ 117．1�
36 ブルームーン 牡6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 484＋ 61：11．21
 14．6�
（仏）

816 イナズママンボ 牝4鹿 55 松山 弘平小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 B466＋ 21：11．3
 80．8�
611 マ ー シ レ ス 牡7栗 57 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 B482－ 21：11．4クビ 281．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 118，571，500円 複勝： 142，697，300円 枠連： 54，055，100円
馬連： 240，194，500円 馬単： 113，066，400円 ワイド： 162，233，000円
3連複： 320，246，500円 3連単： 489，990，700円 計： 1，641，055，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 460円 � 270円 � 1，490円 枠 連（2－3） 2，180円

馬 連 �� 5，960円 馬 単 �� 13，800円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 8，120円 �� 4，860円

3 連 複 ��� 52，230円 3 連 単 ��� 324，710円

票 数

単勝票数 計1185715 的中 � 57878（5番人気）
複勝票数 計1426973 的中 � 81205（5番人気）� 156561（3番人気）� 21947（12番人気）
枠連票数 計 540551 的中 （2－3） 19152（7番人気）
馬連票数 計2401945 的中 �� 33221（18番人気）
馬単票数 計1130664 的中 �� 6141（41番人気）
ワイド票数 計1622330 的中 �� 26579（17番人気）�� 5080（61番人気）�� 8541（50番人気）
3連複票数 計3202465 的中 ��� 4598（140番人気）
3連単票数 計4899907 的中 ��� 1094（757番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．0―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．6―45．1―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．4
3 15－5，9－（4，10，13）（1，3，8，16）－（2，7，14）6，12－11 4 15，5（4，9）（1，10）13（3，8）（2，16，7）（12，14，6）－11

勝馬の
紹 介

プレシャスルージュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．7．26 中京12着

2012．2．17生 �6黒鹿 母 フィロンルージュ 母母 スカーレットレディ 29戦4勝 賞金 47，508，000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。
（非抽選馬） 1頭 ミスズマンボ号
※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。



（30阪神5）第7日 12月22日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 183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
7，710，000円
26，010，000円
2，470，000円
36，900，000円
77，617，000円
5，004，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
864，046，200円
1，307，031，000円
401，351，800円
1，974，500，000円
813，038，500円
1，278，868，100円
2，832，188，100円
3，749，909，000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 13，220，932，700円

総入場人員 17，313名 （有料入場人員 15，945名）
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