
3408512月23日 晴 稍重 （30阪神5）第8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 カモンスプリング 牡2鹿 55 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 474＋ 21：11．8 1．7�
23 アイファーメンバー 牡2鹿 55 小牧 太中島 稔氏 西橋 豊治 浦河 中島牧場 480＋ 41：12．12 25．8�
35 イチバンヤリ 牡2黒鹿55 吉田 隼人岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 494＋ 21：12．2クビ 9．6�
46 ニューヨークタヤス 牡2鹿 55 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 446－ 41：12．52 13．2�
11 クリノライジン 牡2栗 55

53 △富田 暁栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 480－ 4 〃 クビ 72．5�
58 オースミムテキ 牡2黒鹿55 酒井 学�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 468＋ 21：12．6クビ 3．9	
815 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 490－ 8 〃 ハナ 15．1

47 ア サ ミ ン 牝2鹿 54 松田 大作永野 雄介氏 田所 秀孝 新冠 カミイスタット 438＋ 21：12．7� 52．6�
610 フレンチチェリー 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 438－ 61：13．01� 20．4�
34 イズジョークラウン 牡2鹿 55 川島 信二泉 一郎氏 松元 茂樹 新ひだか へいはた牧場 B468± 0 〃 クビ 277．1
712 キタノシャンシャン 牝2鹿 54 北村 友一北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 446－121：13．1クビ 19．0�
59 ベルメモワール 牝2青鹿 54

52 △森 裕太朗山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 446± 01：13．2� 161．8�
22 サバイバルクイーン 牝2鹿 54

52 △横山 武史福田 光博氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 470－ 41：13．51� 345．5�
611 ラ ヴ ィ テ ス 牝2黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 高橋 康之 新ひだか 土居牧場 430＋ 41：13．6� 94．8�
814 アマノコマンダー 牡2鹿 55 水口 優也中村 孝氏 川村 禎彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 494＋221：14．02� 461．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，678，700円 複勝： 64，724，700円 枠連： 14，452，900円
馬連： 79，139，300円 馬単： 38，631，200円 ワイド： 55，546，400円
3連複： 111，334，000円 3連単： 149，145，600円 計： 548，652，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 320円 � 200円 枠 連（2－7） 1，670円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 520円 �� 370円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 11，060円

票 数

単勝票数 計 356787 的中 � 158761（1番人気）
複勝票数 計 647247 的中 � 299336（1番人気）� 28340（5番人気）� 54750（3番人気）
枠連票数 計 144529 的中 （2－7） 6690（6番人気）
馬連票数 計 791393 的中 �� 36981（5番人気）
馬単票数 計 386312 的中 �� 12173（8番人気）
ワイド票数 計 555464 的中 �� 27711（4番人気）�� 41609（2番人気）�� 9760（15番人気）
3連複票数 計1113340 的中 ��� 28351（8番人気）
3連単票数 計1491456 的中 ��� 9776（31番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．5―11．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．0―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カモンスプリング �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スエヒロコマンダー デビュー 2018．9．15 中山3着

2016．5．15生 牡2鹿 母 イナズマアマリリス 母母 イナズマラム 6戦1勝 賞金 12，100，000円
〔発走状況〕 モズソノママ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 クリノライジン号の騎手富田暁は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※クリノライジン号・サバイバルクイーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3408612月23日 晴 稍重 （30阪神5）第8日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時20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

45 マスターフェンサー 牡2栗 55 浜中 俊吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 486－ 61：51．1 3．7�
68 サンレイファイト 牡2栗 55 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 454± 01：51．73� 7．5�
710 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 454＋ 21：51．8� 1．9�
11 ボ ナ セ ー ラ 牡2鹿 55 吉田 隼人山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 462＋ 21：51．9� 13．4�
22 ハイオソラール 牡2鹿 55

53 △富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 490－ 41：52．21� 69．9�
812 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 510＋ 21：53．15 7．8	
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 508－ 21：54．48 35．0

57 ヘ レ ナ 牝2黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 2 〃 ハナ 18．2�
69 マイネルリガス 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 坂本 健一 500－ 41：55．25 97．2�
56 タマモパスクワ 牡2鹿 55 酒井 学タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 鹿嶋牧場 458± 01：55．3� 367．7
711 タガノブリザード 牡2栗 55

54 ☆川又 賢治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486＋ 81：58．3大差 104．7�

813 デルマロンシャン 牡2栗 55
52 ▲西村 淳也浅沼 廣幸氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 440＋ 22：00．0大差 191．4�

33 クリノショウグン 牡2黒鹿55 松山 弘平栗本 博晴氏 中村 均 浦河 中村 雅明 500＋ 62：00．63� 94．6�
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売 得 金
単勝： 42，067，000円 複勝： 62，952，900円 枠連： 14，498，400円
馬連： 84，255，000円 馬単： 43，291，300円 ワイド： 54，755，400円
3連複： 106，224，600円 3連単： 160，333，100円 計： 568，377，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 140円 � 110円 枠 連（4－6） 1，250円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 430円 �� 180円 �� 260円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 5，440円

票 数

単勝票数 計 420670 的中 � 90531（2番人気）
複勝票数 計 629529 的中 � 86052（2番人気）� 79406（3番人気）� 262255（1番人気）
枠連票数 計 144984 的中 （4－6） 8977（5番人気）
馬連票数 計 842550 的中 �� 46941（4番人気）
馬単票数 計 432913 的中 �� 14874（8番人気）
ワイド票数 計 547554 的中 �� 27656（4番人気）�� 89382（1番人気）�� 52252（3番人気）
3連複票数 計1062246 的中 ��� 104632（1番人気）
3連単票数 計1603331 的中 ��� 21340（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．2―48．7―1：01．2―1：13．7―1：26．1―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マスターフェンサー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2018．9．23 阪神2着

2016．2．21生 牡2栗 母 セクシーザムライ 母母 Powder 3戦1勝 賞金 8，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノブリザード号・デルマロンシャン号・クリノショウグン号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成31年1月23日まで平地競走に出走できない。
※マイネルリガス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

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８日



3408712月23日 晴 稍重 （30阪神5）第8日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時50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

12 グッドレイズ 牡2栗 55
54 ☆川又 賢治杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 山岡牧場 476－ 21：36．5 3．0�

35 コンボルブルス 牡2黒鹿55 酒井 学村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 432－101：36．71� 296．5�
612 ベ ル ヴ ォ ワ 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�G1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 462－ 81：36．8� 5．8�

713 トゥールナージュ 牝2鹿 54 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 446＋ 4 〃 クビ 31．4�
36 メイショウビジュー 牝2鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 石橋 守 浦河 富田牧場 440－ 21：36．9� 6．5�
816 トウケイキンノホシ 牡2黒鹿 55

53 △富田 暁木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 木戸口牧場 490－ 21：37．0� 444．4	
48 ワ ダ ツ ミ 牡2鹿 55 �島 良太谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 492＋101：37．1クビ 6．9

510 アナザードリーム 牡2鹿 55 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 21：37．2� 10．2�
23 リ ラ イ ト 牡2青 55 松山 弘平前田 葉子氏 森田 直行 新冠 平山牧場 460－ 2 〃 クビ 23．7�
11 ビップモーリー 牡2黒鹿55 国分 恭介鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 458－ 2 〃 ハナ 252．2
714 コパノカーリング 牡2鹿 55 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 458＋ 6 〃 アタマ 44．5�
47 マテラサンオウ 牡2黒鹿55 松若 風馬大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 452＋ 21：37．3アタマ 20．9�
24 マイサンシャイン 牡2栗 55 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 468＋101：37．51� 45．4�
611 マ レ シ ャ ル 牡2栗 55 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 猿橋 義昭 494－ 21：37．6クビ 8．4�
815 セクシーサンキュー 牡2芦 55

52 ▲三津谷隼人山下 良子氏 作田 誠二 新冠 村上 欽哉 444＋ 81：37．81 15．6�
59 リネンワンライン 牡2鹿 55 �島 克駿戸山 光男氏 坂口 正則 新ひだか 真歌田中牧場 432－ 21：38．33 242．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，335，000円 複勝： 67，812，900円 枠連： 22，163，100円
馬連： 96，859，500円 馬単： 39，466，300円 ワイド： 65，732，700円
3連複： 137，180，600円 3連単： 147，258，200円 計： 617，808，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 6，310円 � 250円 枠 連（1－3） 1，390円

馬 連 �� 48，390円 馬 単 �� 56，700円

ワ イ ド �� 15，030円 �� 440円 �� 29，590円

3 連 複 ��� 78，000円 3 連 単 ��� 536，490円

票 数

単勝票数 計 413350 的中 � 106994（1番人気）
複勝票数 計 678129 的中 � 139542（1番人気）� 1994（15番人気）� 70339（5番人気）
枠連票数 計 221631 的中 （1－3） 12292（6番人気）
馬連票数 計 968595 的中 �� 1651（64番人気）
馬単票数 計 394663 的中 �� 522（118番人気）
ワイド票数 計 657327 的中 �� 1058（68番人気）�� 43224（1番人気）�� 536（87番人気）
3連複票数 計1371806 的中 ��� 1319（165番人気）
3連単票数 計1472582 的中 ��� 199（1023番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．3―48．4―1：00．6―1：11．7―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．9
3 ・（10，15）（3，9，6）14（4，5，12）（1，8，11）13，2，7，16 4 ・（10，15）（3，9，6）（4，14，12）11（1，5，8，13）（16，2，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グッドレイズ �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．7．15 中京4着

2016．2．24生 牡2栗 母 ディアテイスティー 母母 エヌティミラクル 7戦1勝 賞金 12，700，000円
〔制裁〕 トウケイキンノホシ号の騎手富田暁は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）

3408812月23日 晴 稍重 （30阪神5）第8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
1：59．6

良
良

23 アールコンセンサス 牡2黒鹿55 吉田 隼人前原 敏行氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 430－ 82：03．9 2．0�
35 ニューポート 牡2黒鹿 55

54 ☆坂井 瑠星馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 クビ 4．6�
714 サンライズアキレス 牡2芦 55

54 ☆川又 賢治松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 22：04．21� 37．0�
47 ザプリオレス 牡2鹿 55 秋山真一郎村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 500＋ 2 〃 ハナ 43．2�
59 ポベーダテソーロ 牡2鹿 55 四位 洋文了德寺健二ホール

ディングス� 小崎 憲 日高 藤本ファーム 458＋ 22：04．3� 18．2�
611 メロディーレーン 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 342＋ 22：04．4� 70．2	
816 ゲンティアナ 牝2鹿 54 浜中 俊吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 420－ 22：04．5� 15．2

11 オンワードセルフ 牡2鹿 55 小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 486＋ 2 〃 ハナ 149．6�
510 ペプチドアスカ 牡2栗 55 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 408－ 82：04．92� 81．7�
612 スノーユニバンス 牝2芦 54 北村 友一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 462－ 4 〃 クビ 6．4
24 ヴァロリザー 牡2黒鹿55 藤岡 康太佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 496－ 62：05．0クビ 34．9�
815 エレヴァルアスール 牡2黒鹿55 松山 弘平�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 490－ 22：05．53 40．7�
36 ツールドフォース 牡2黒鹿55 和田 竜二長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 526－ 22：05．6� 8．8�
48 ノボリダーウィン 牡2芦 55

54 ☆荻野 極原田 豊氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 B450－ 22：05．7クビ 55．1�
12 コンソラトゥール 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太吉澤 克己氏 庄野 靖志 新ひだか タイヘイ牧場 500＋ 62：06．12� 115．1�
713	 ルリアンフォール 牝2栗 54 
島 克駿前田 幸治氏 松永 幹夫 米

Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

440－102：06．2� 259．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，350，800円 複勝： 73，024，000円 枠連： 22，884，700円
馬連： 90，501，000円 馬単： 43，659，400円 ワイド： 66，010，300円
3連複： 125，552，100円 3連単： 161，245，000円 計： 630，227，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 160円 � 610円 枠 連（2－3） 360円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，450円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 16，410円

票 数

単勝票数 計 473508 的中 � 182084（1番人気）
複勝票数 計 730240 的中 � 227578（1番人気）� 115790（2番人気）� 18388（9番人気）
枠連票数 計 228847 的中 （2－3） 48067（1番人気）
馬連票数 計 905010 的中 �� 132238（1番人気）
馬単票数 計 436594 的中 �� 37737（1番人気）
ワイド票数 計 660103 的中 �� 74446（1番人気）�� 10605（15番人気）�� 9571（19番人気）
3連複票数 計1255521 的中 ��� 19532（11番人気）
3連単票数 計1612450 的中 ��� 7120（38番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―12．4―13．1―13．0―12．8―12．5―12．2―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．3―35．7―48．8―1：01．8―1：14．6―1：27．1―1：39．3―1：51．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アールコンセンサス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2018．11．4 京都3着

2016．2．5生 牡2黒鹿 母 ステラマドレード 母母 リキマドレード 4戦1勝 賞金 10，800，000円
〔制裁〕 アールコンセンサス号の騎手吉田隼人は，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：13

番・6番）
ニューポート号の騎手坂井瑠星は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

100，000円。（被害馬：8番・4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 シーアイリス号・プライムシスター号



3408912月23日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（30阪神5）第8日 第5競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時50分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：15．7良・良

45 プリンシパルスター �5青鹿60 森 一馬 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 452± 03：20．3 7．8�
34 ト キ ノ オ ー 牡3黒鹿58 佐久間寛志田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 笹島 政信 512＋ 2 〃 クビ 8．1�
46 サウスオブボーダー 牡5鹿 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 462－ 23：20．61� 2．6�
610 ウインランブル 牡5鹿 60 熊沢 重文�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 474－ 23：21．02� 14．2�
57 シゲルメジロザメ 牝5鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 454－ 43：22．06 34．1	
711 ヒロシゲセブン 牡3鹿 58 高田 潤
岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 508＋103：22．1� 43．5�
712 メメニシコリ 牡5鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 468＋ 83：22．63 5．3�
33 ブルーガーディアン 牡6黒鹿60 大庭 和弥 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 484－ 43：23．13 13．5
814 シゲルキハダマグロ 牡5栗 60 高野 和馬森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 462＋123：24．37 155．0�
58 � マ ス ト ワ ン 牡5栗 60 五十嵐雄祐木村 廣太氏 天間 昭一 浦河 山田牧場 498－ 43：24．83 56．9�
11 ノアダイヤモンド 牝3栗 56 大江原 圭佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 476± 03：25．01 118．3�
813 ス ズ カ ゼ 牝4鹿 58 小野寺祐太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 484＋ 23：30．1大差 62．9�
22 � セガールフォンテン 牡8栗 60 江田 勇亮吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 486＋ 2 （競走中止） 5．2�
69 ピースワントップ 牡3栗 58 草野 太郎長谷川成利氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 520－ 4 （競走中止） 239．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，135，800円 複勝： 42，132，800円 枠連： 18，204，000円
馬連： 62，857，000円 馬単： 32，079，100円 ワイド： 42，645，300円
3連複： 92，556，200円 3連単： 132，718，900円 計： 453，329，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 230円 � 220円 � 150円 枠 連（3－4） 570円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 780円 �� 480円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 18，800円

票 数

単勝票数 計 301358 的中 � 30625（4番人気）
複勝票数 計 421328 的中 � 43527（5番人気）� 45409（4番人気）� 84086（1番人気）
枠連票数 計 182040 的中 （3－4） 24647（2番人気）
馬連票数 計 628570 的中 �� 17686（11番人気）
馬単票数 計 320791 的中 �� 4887（20番人気）
ワイド票数 計 426453 的中 �� 13503（10番人気）�� 23361（4番人気）�� 19709（5番人気）
3連複票数 計 925562 的中 ��� 28465（7番人気）
3連単票数 計1327189 的中 ��� 5117（57番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．0－3F 39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
・（6，8）10，5（1，4）7，14－（11，13）－12－3
10－（6，4）5－（7，8）1，14，11，12，3＝13

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

勝馬の
紹 介

プリンシパルスター �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．8．9 新潟1着

2013．3．4生 �5青鹿 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス 障害：6戦1勝 賞金 11，340，000円
〔競走中止〕 セガールフォンテン号は，1周目4号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

ピースワントップ号は，1周目4号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「セガールフォンテン」号に触れ，転倒したため競走
中止。

〔制裁〕 トキノオー号の騎手佐久間寛志は，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。
※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。
（非抽選馬） 5頭 アイファーマグオー号・ジョーカーワイルド号・ヒダロマン号・ブレイクスピアー号・マイネルラック号

3409012月23日 晴 稍重 （30阪神5）第8日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時40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
1：20．8
1：20．3

良
良

23 エイシンオズ 牝2栗 54
53 ☆荻野 極�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 438 ―1：23．8 7．8�

713 アスタールビー 牝2鹿 54 和田 竜二加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 434 ―1：24．01 5．7�
35 ウェーブクリスタル 牝2黒鹿 54

51 ▲服部 寿希万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 392 ―1：24．42� 216．0�
36 � シードラゴン 牝2鹿 54 吉田 隼人吉田 千津氏 吉村 圭司 仏 Haras De Sainte

Gauburge 432 ― 〃 クビ 6．4�
818 インディゴブルー 牝2黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 408 ―1：24．5クビ 5．6�
24 ダイヤクイン 牝2芦 54 藤岡 康太大野 數芳氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 468 ―1：24．82 11．9	
59 ブライトホーン 牝2青鹿54 菱田 裕二原 	子氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 418 ― 〃 クビ 34．2

48 ヒシマデイラ 牡2鹿 55 浜中 俊阿部 雅英氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 444 ―1：25．01
 15．9�
12 ラジュンジェレ 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 394 ―1：25．21
 180．7�
816 タガノゴマチャン 牡2芦 55 国分 恭介八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 470 ―1：25．3クビ 103．9
510 グランヴィクトリア 牝2鹿 54 長岡 禎仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 むかわ 上水牧場 458 ―1：25．51
 10．5�
611 ローマンウォリアー 牡2青鹿55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 大典牧場 466 ―1：26．24 222．3�
612 ラブミーチャーム 牝2鹿 54

52 △横山 武史小林 祥晃氏 松永 幹夫 新ひだか 服部 牧場 474 ―1：26．3� 33．3�
47 プルメリアグレース 牝2黒鹿 54

53 ☆川又 賢治藤田 好紀氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 448 ― 〃 クビ 34．9�
715 シ ャ ク ラ 牡2青鹿55 松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 様似 清水スタッド 472 ―1：26．4� 134．5�
11 フィーユドー 牝2鹿 54

52 △富田 暁ゴドルフィン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 386 ― 〃 ハナ 70．2�

817 ラ ー 牡2鹿 55 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 430 ―1：26．61� 70．8�
714 ダ ズ リ ン 牝2鹿 54 松山 弘平手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464 ―1：28．9大差 4．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，588，500円 複勝： 59，854，100円 枠連： 29，761，400円
馬連： 92，532，600円 馬単： 38，126，600円 ワイド： 60，364，300円
3連複： 114，856，400円 3連単： 125，901，400円 計： 565，985，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 280円 � 250円 � 4，100円 枠 連（2－7） 640円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 890円 �� 13，180円 �� 20，550円

3 連 複 ��� 159，810円 3 連 単 ��� 829，800円

票 数

単勝票数 計 445885 的中 � 45719（5番人気）
複勝票数 計 598541 的中 � 60905（5番人気）� 69753（4番人気）� 3083（16番人気）
枠連票数 計 297614 的中 （2－7） 35872（1番人気）
馬連票数 計 925326 的中 �� 33418（9番人気）
馬単票数 計 381266 的中 �� 6488（19番人気）
ワイド票数 計 603643 的中 �� 18390（9番人気）�� 1150（83番人気）�� 736（106番人気）
3連複票数 計1148564 的中 ��� 539（291番人気）
3連単票数 計1259014 的中 ��� 110（1498番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．3―12．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．8―48．1―1：00．2―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．7
3 18，13（3，8）（4，15）6，10（5，11）（7，12）（2，9）（1，16）14，17 4 ・（18，13）8，3（4，15）6（10，9）11（5，16）12，2（7，1，17）－14

勝馬の
紹 介

エイシンオズ �
�
父 エイシンアポロン �

�
母父 Pulpit 初出走

2016．4．6生 牝2栗 母 ホームフロムオズ 母母 Tap Your Heels 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダズリン号は，「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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アナザーラブソング号・アレジェンス号・アンジュミニョン号・ハートスナッチャー号・メイショウワカタケ号



3409112月23日 晴 稍重 （30阪神5）第8日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

510 グロワールシチー 牡4鹿 57 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 466± 01：23．2 6．2�
714 ブライトエンパイア 牡3鹿 56 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 444－ 41：23．83� 3．1�
713 タガノプレトリア 牡3鹿 56 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454＋ 41：23．9� 3．7�
11 ナイトスプライト 牝3栗 54 松山 弘平 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 466＋121：24．0� 54．3�
47 エレスチャル 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 448＋ 61：24．1クビ 115．1	

24 トウカイシュテルン 牝4鹿 55
53 △富田 暁内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 482± 01：24．31	 5．5


612 サ イ エ ン 牝3栗 54
53 ☆坂井 瑠星 �二風谷ファーム 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 430＋ 81：24．4� 152．1�

815 レ ナ ー タ 牝3黒鹿54 小崎 綾也村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 450＋ 2 〃 ハナ 31．3�
35 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 478＋ 21：24．72 8．1
36 ナムラカブト 牡4黒鹿57 吉田 隼人奈村 信重氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 502＋ 81：24．8クビ 71．0�
23 ヴァリーゲイト 牡4栗 57 小牧 太村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 482－ 21：24．9� 14．5�
48 ショージョーダ 
3鹿 56 藤懸 貴志吉冨 学氏 斉藤 崇史 新ひだか 畠山牧場 470－ 91：25．11 62．2�
12 キクノゼファー 牡3鹿 56 松田 大作菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 472＋17 〃 アタマ 97．8�
611 ウォーターミリオン 牡5栗 57

54 ▲西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 448＋181：25．52� 423．3�
816 ジャスパーゲラン 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高野 友和 日高 碧雲牧場 B484－ 11：26．24 42．3�

59 � ルールブレイカー 牝3栗 54
53 ☆義 英真鈴木 康弘氏 高橋 康之 様似 山本 和彦 472－ 91：26．62� 136．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，254，200円 複勝： 62，972，300円 枠連： 30，040，700円
馬連： 113，652，000円 馬単： 46，784，700円 ワイド： 71，977，100円
3連複： 146，360，400円 3連単： 184，985，000円 計： 704，026，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 130円 � 140円 枠 連（5－7） 630円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 440円 �� 490円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 7，630円

票 数

単勝票数 計 472542 的中 � 60657（4番人気）
複勝票数 計 629723 的中 � 76623（4番人気）� 134679（1番人気）� 117378（2番人気）
枠連票数 計 300407 的中 （5－7） 36395（4番人気）
馬連票数 計1136520 的中 �� 78446（3番人気）
馬単票数 計 467847 的中 �� 13285（10番人気）
ワイド票数 計 719771 的中 �� 39619（5番人気）�� 34378（6番人気）�� 87948（1番人気）
3連複票数 計1463604 的中 ��� 89238（2番人気）
3連単票数 計1849850 的中 ��� 17557（13番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．7―12．4―11．7―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．4―46．8―58．5―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グロワールシチー �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．2．11 京都4着

2014．4．25生 牡4鹿 母 バーグドール 母母 ラディカルチック 18戦3勝 賞金 36，279，000円
〔制裁〕 ブライトエンパイア号の騎手�島克駿は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エテルニテ号・ショウナンアンビル号・ニホンピロカラス号・ベー号

3409212月23日 曇 稍重 （30阪神5）第8日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時45分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 エイシンセラード 牝3栗 54 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 川越ファーム 514－ 21：50．9 6．6�
23 � ジョーダンキング 牡5黒鹿57 吉田 隼人廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 502－ 2 〃 クビ 2．8�
35 バニーテール 牝4芦 55

54 ☆坂井 瑠星金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 480－ 41：51．11	 11．5�

36 ミスズフリオーソ 牡3栗 56
55 ☆川又 賢治永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 484＋ 21：51．2クビ 8．3�

816 カフジキング 牡5鹿 57
55 △富田 暁加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 ハナ 8．1�

510 コマビショウ 牡3黒鹿 56
53 ▲西村 淳也小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 492± 01：51．73 3．5	

815� トーホウリーガル 牡5青鹿57 酒井 学東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 526± 01：51．8
 95．1

47 ジュニエーブル 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 448－ 41：52．33 32．7�
12 � カレンジラソーレ 牡5栗 57 松若 風馬鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 484＋ 2 〃 アタマ 262．2�
11 スノードルフィン 牡5黒鹿57 松山 弘平ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494＋101：52．4
 121．1
612 ドライバーズハイ 牡5鹿 57 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 452＋ 61：52．5� 40．4�
48 � メイショウナンプウ 牡4青鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B500＋ 61：52．81
 105．0�
59 ガウラミディ 牝3栗 54 北村 友一村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 508± 01：53．33 88．6�
714 マ リ オ 牡3鹿 56 �島 克駿サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 500＋ 21：53．72� 35．6�
24 � トウシンダイヤ 牡5栗 57 柴田 未崎�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 524－101：53．8� 329．8�
713 エリーフェアリー 牝7鹿 55

53 △横山 武史谷川 正純氏 武市 康男 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 B492－ 8 〃 クビ 549．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，019，200円 複勝： 88，533，300円 枠連： 33，335，700円
馬連： 159，773，900円 馬単： 64，292，800円 ワイド： 99，761，100円
3連複： 197，610，200円 3連単： 254，558，600円 計： 963，884，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 140円 � 250円 枠 連（2－6） 930円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 450円 �� 940円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 13，190円

票 数

単勝票数 計 660192 的中 � 79252（3番人気）
複勝票数 計 885333 的中 � 107301（4番人気）� 212977（1番人気）� 75937（6番人気）
枠連票数 計 333357 的中 （2－6） 27577（5番人気）
馬連票数 計1597739 的中 �� 121584（2番人気）
馬単票数 計 642928 的中 �� 20615（8番人気）
ワイド票数 計 997611 的中 �� 58598（3番人気）�� 25709（13番人気）�� 46352（7番人気）
3連複票数 計1976102 的中 ��� 54958（8番人気）
3連単票数 計2545586 的中 ��� 13983（38番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．2―12．7―12．7―12．3―12．1―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．5―50．2―1：02．9―1：15．2―1：27．3―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3
・（6，11）（3，14）（7，10，16）5，9（2，8，15）（4，13）－12＝1・（6，11）（3，7，14，16）（5，10）12（9，15）2，8，4，13－1

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

勝馬の
紹 介

エイシンセラード �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．3．3 阪神5着

2015．3．7生 牝3栗 母 エーシンアマゾーン 母母 ワイオミングガール 4戦3勝 賞金 23，600，000円
〔制裁〕 エイシンセラード号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5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 ヴォカツィオーネ号・ギラーミン号・クリノフウジン号・サンティーニ号・セイリスペクト号・ダノンフォワード号・

ダノンロッソ号・マルヨシャバーリー号



3409312月23日 曇 稍重 （30阪神5）第8日 第9競走 ��
��1，600�

せんりょう

千 両 賞
発走14時20分 （芝・右・外）
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 301，000円 86，000円 43，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

812 マイネルフラップ 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 462± 01：35．8 152．3�

67 マイネルウィルトス 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 462± 01：36．01� 6．9�

44 カヌメラビーチ 牡2芦 55 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－ 21：36．21� 16．6�

33 ルプリュフォール 牡2鹿 55 浜中 俊名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 490－ 4 〃 アタマ 5．3�
710 ロードグラディオ 牡2黒鹿55 松若 風馬 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 478± 01：36．3	 28．4�
79 レターオンザサンド 牡2芦 55 荻野 極小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット

ファーム 480－ 21：36．72	 72．1	
56 セントセシリア 牝2栗 54 中谷 雄太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 390－ 4 〃 クビ 280．6

55 ベストタッチダウン 牡2鹿 55 
島 克駿 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 ハナ 89．5�
811 アーデンフォレスト 牡2黒鹿55 北村 友一 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 アタマ 2．5
22 クオンタムシフト 牡2鹿 55 和田 竜二 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 498＋ 21：36．91 18．9�
68 ウルクラフト 牝2黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408－ 41：37．43 5．3�
11 ト ス ア ッ プ 牝2栗 54 秋山真一郎 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 422－ 41：37．82	 6．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 83，821，600円 複勝： 102，965，000円 枠連： 28，628，000円
馬連： 181，096，200円 馬単： 78，632，900円 ワイド： 94，584，000円
3連複： 214，164，000円 3連単： 340，029，800円 計： 1，123，921，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，230円 複 勝 � 2，180円 � 250円 � 440円 枠 連（6－8） 480円

馬 連 �� 40，840円 馬 単 �� 105，870円

ワ イ ド �� 6，320円 �� 16，650円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 138，110円 3 連 単 ��� 1，812，650円

票 数

単勝票数 計 838216 的中 � 4402（11番人気）
複勝票数 計1029650 的中 � 10529（11番人気）� 127802（5番人気）� 61420（7番人気）
枠連票数 計 286280 的中 （6－8） 46060（1番人気）
馬連票数 計1810962 的中 �� 3657（43番人気）
馬単票数 計 786329 的中 �� 557（100番人気）
ワイド票数 計 945840 的中 �� 3824（41番人気）�� 1441（54番人気）�� 16098（20番人気）
3連複票数 計2141640 的中 ��� 1163（142番人気）
3連単票数 計3400298 的中 ��� 136（997番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．8―12．6―12．5―11．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．6―35．4―48．0―1：00．5―1：11．9―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルフラップ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2018．6．24 阪神5着

2016．2．11生 牡2黒鹿 母 マイネエレーナ 母母 ゲイリーピクシー 6戦2勝 賞金 17，601，000円

3409412月23日 曇 稍重 （30阪神5）第8日 第10競走 ��
��1，600�クリスマスキャロル賞

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

11 ペルソナリテ 牝5鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 430－141：35．3 24．7�

710 オールザゴー 牡4鹿 56 坂井 瑠星 �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 494± 01：35．72� 10．1�

33 アバルラータ 牝4鹿 53 北村 友一安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 454± 0 〃 アタマ 6．6�
812 ブルベアトリュフ 牡3鹿 55 松山 弘平 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 452－ 2 〃 クビ 11．3�
68 アルジャーノン 牡3栗 55 吉田 隼人 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 436－ 21：35．8� 11．3	
67 メイショウミツボシ 牡6鹿 53 岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 488－ 2 〃 クビ 70．5

22 	 エアアルマス 牡3鹿 56 浜中 俊 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

484＋ 21：36．01
 1．5�
55 フライングレディ 牝5黒鹿53 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 434＋ 21：36．1� 17．5�
811 カ レ ン 牝4栗 50 服部 寿希�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 藤沢牧場 482＋ 61：36．41� 95．8
56 � エアシーラン 牡6黒鹿50 酒井 学村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 490± 01：36．61� 46．2�
44 カトルラポール 牝5鹿 50 松若 風馬石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 474± 01：37．13 124．6�
79 ジュンドリーム 牝3鹿 51 中谷 雄太河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 482－ 21：38．27 111．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 78，373，500円 複勝： 174，483，800円 枠連： 31，660，500円
馬連： 189，064，800円 馬単： 105，102，300円 ワイド： 103，879，700円
3連複： 237，335，500円 3連単： 531，477，300円 計： 1，451，377，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 880円 � 520円 � 350円 枠 連（1－7） 8，430円

馬 連 �� 9，130円 馬 単 �� 22，540円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 1，430円 �� 850円

3 連 複 ��� 16，420円 3 連 単 ��� 127，250円

票 数

単勝票数 計 783735 的中 � 25283（7番人気）
複勝票数 計1744838 的中 � 48360（7番人気）� 88467（5番人気）� 141805（2番人気）
枠連票数 計 316605 的中 （1－7） 2910（22番人気）
馬連票数 計1890648 的中 �� 17062（23番人気）
馬単票数 計1051023 的中 �� 3497（45番人気）
ワイド票数 計1038797 的中 �� 13724（20番人気）�� 18606（15番人気）�� 32236（7番人気）
3連複票数 計2373355 的中 ��� 10839（41番人気）
3連単票数 計5314773 的中 ��� 3028（240番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．6―48．8―1：01．0―1：12．2―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペルソナリテ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2015．6．6 東京1着

2013．3．14生 牝5鹿 母 マイネアルデュール 母母 コスモハーティネス 34戦3勝 賞金 89，534，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※ジュンドリーム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目 ４レース目



3409512月23日 小雨 稍重 （30阪神5）第8日 第11競走 ��
��2，000�サンタクロースステークス

発走15時50分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

69 クリノヤマトノオー 牡4鹿 57 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 472± 02：01．3 6．4�
57 ケイティクレバー 牡3鹿 56 秋山真一郎瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 452＋ 22：01．93� 7．1�
33 ミスディレクション 	4黒鹿57 北村 友一�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 62：02．0
 4．6�
34 トレクァルティスタ 	7黒鹿57 浜中 俊 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 480－ 82：02．21 25．1�
712 カフジバンガード 牡3鹿 56 四位 洋文加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 486＋ 62：02．51
 4．6	
22 サトノケンシロウ 牡5黒鹿57 松山 弘平 �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 460－ 2 〃 クビ 3．9

610 アウトライアーズ 牡4鹿 57 横山 武史丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 496± 02：02．6クビ 12．3�
814 サトノグラン 牡4青鹿57 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 同着 18．5�
46 マイネルネーベル 牡6鹿 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 464± 02：02．7� 70．7
45 � タニノアーバンシー 牝5黒鹿55 松若 風馬谷水 雄三氏 中竹 和也 英 Yuzo Tani-

mizu 502－182：03．01
 58．5�
813 スズカルパン 牡9鹿 57 太宰 啓介永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 478＋ 42：03．42� 110．3�
711 アテンフェスタ 牡5栗 57 荻野 極河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 B502＋102：03．5� 24．1�
58 マイネルラフレシア 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 62：03．81� 139．4�
11 コパノマリーン 牝5鹿 55 吉田 隼人小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 438－ 62：05．410 89．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 120，034，300円 複勝： 148，219，300円 枠連： 66，670，600円
馬連： 338，397，700円 馬単： 121，640，100円 ワイド： 167，909，400円
3連複： 426，904，900円 3連単： 597，222，000円 計： 1，986，998，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 250円 � 180円 枠 連（5－6） 1，660円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 970円 �� 680円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 34，180円

票 数

単勝票数 計1200343 的中 � 148112（4番人気）
複勝票数 計1482193 的中 � 206927（4番人気）� 136306（5番人気）� 226639（3番人気）
枠連票数 計 666706 的中 （5－6） 31084（9番人気）
馬連票数 計3383977 的中 �� 91580（11番人気）
馬単票数 計1216401 的中 �� 15723（23番人気）
ワイド票数 計1679094 的中 �� 43602（11番人気）�� 63718（9番人気）�� 63811（8番人気）
3連複票数 計4269049 的中 ��� 65076（15番人気）
3連単票数 計5972220 的中 ��� 12666（112番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―13．0―12．6―11．9―12．0―12．0―12．2―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―36．4―49．0―1：00．9―1：12．9―1：24．9―1：37．1―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノヤマトノオー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．8．20 小倉1着

2014．3．5生 牡4鹿 母 ブリュンヒルト 母母 フィールディ 21戦5勝 賞金 96，389，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時51分に変更。

3409612月23日 小雨 稍重 （30阪神5）第8日 第12競走 ��
��1，400�ギャラクシーステークス

発走16時25分 （ダート・右）
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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

59 ゴールドクイーン 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 浦河土肥牧場 448－ 81：21．5 27．4�
24 ユ ラ ノ ト 牡4栗 57 坂井 瑠星 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 500＋ 6 〃 ハナ 3．4�
23 ナムラミラクル 牡5芦 56 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 492＋121：22．03 4．9�
36 バ イ ラ 牡3鹿 55 吉田 隼人杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 508＋ 4 〃 ハナ 88．0�
816 ショコラブラン 牡6芦 57 北村 友一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム B474－ 4 〃 クビ 72．3�
713 ヒデノインペリアル 	6栗 56 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 504－101：22．1クビ 18．8	
510 アキトクレッセント 牡6鹿 57 浜中 俊岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 21：22．31 7．2

611 ワンダーサジェス 牝5鹿 54 太宰 啓介山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 488－ 21：22．51
 15．7�
11 ドンフォルティス 牡3栗 56 和田 竜二山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 506＋ 8 〃 クビ 4．2�
48 ラインシュナイダー 牡6鹿 57 松若 風馬大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 472± 01：22．71
 104．0
47 タガノエスプレッソ 牡6鹿 57 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460± 01：23．02 40．1�
612 ヒロブレイブ 牡5鹿 56 �島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 496＋121：23．1クビ 138．5�
35 ハヤブサマカオー 牡3栗 55 藤岡 康太武田 修氏 寺島 良 新ひだか グランド牧場 464＋121：23．31
 7．5�
714 レッドゲルニカ 	5鹿 57 木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 540－141：23．4クビ 52．0�
815 サ ノ イ チ 牡7鹿 56 中井 裕二佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 480＋ 4 〃 ハナ 259．3�
12 ロイヤルパンプ 牡6栗 56 松山 弘平吉田 千津氏 友道 康夫 平取 稲原牧場 520－ 21：23．61
 117．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 197，984，000円 複勝： 225，723，700円 枠連： 103，344，300円
馬連： 476，569，300円 馬単： 185，047，200円 ワイド： 280，741，600円
3連複： 656，396，500円 3連単： 996，860，500円 計： 3，122，667，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，740円 複 勝 � 500円 � 160円 � 180円 枠 連（2－5） 660円

馬 連 �� 5，960円 馬 単 �� 15，170円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 1，980円 �� 330円

3 連 複 ��� 7，040円 3 連 単 ��� 71，740円

票 数

単勝票数 計1979840 的中 � 57627（8番人気）
複勝票数 計2257237 的中 � 87306（8番人気）� 437098（1番人気）� 356161（2番人気）
枠連票数 計1033443 的中 （2－5） 119549（2番人気）
馬連票数 計4765693 的中 �� 65903（18番人気）
馬単票数 計1850472 的中 �� 9147（46番人気）
ワイド票数 計2807416 的中 �� 38595（20番人気）�� 33663（21番人気）�� 247698（1番人気）
3連複票数 計6563965 的中 ��� 69859（21番人気）
3連単票数 計9968605 的中 ��� 10073（210番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．2―11．5―11．6―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．2―45．7―57．3―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドクイーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．6．17 阪神1着

2015．3．22生 牝3栗 母 サザンギフト 母母 モーニングミラー 11戦4勝 賞金 100，462，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 エポック号・カゼノコ号・カフェリュウジン号・コウエイエンブレム号・サングラス号・ジュンヴァルカン号・

ジョルジュサンク号・タイセイエクレール号・タムロミラクル号・ブライトアイディア号・プレスティージオ号・
プロトコル号・マインシャッツ号・マッチレスヒーロー号・ワンミリオンス号



（30阪神5）第8日 12月23日 （祝日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

224，700，000円
5，180，000円
22，810，000円
1，800，000円
24，790，000円
74，727，000円
5，442，800円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
834，642，600円
1，173，398，800円
415，644，300円
1，964，698，300円
836，753，900円
1，163，907，300円
2，566，475，400円
3，781，735，400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
計 12，737，256，000円

総入場人員 33，136名 （有料入場人員 30，914名）
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