
3407312月21日 晴 稍重 （1阪神5） 第7日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時00分 （ダート・右）

牝；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

23 エイシンワルツ 牝2鹿 54 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 440＋ 61：56．1 8．2�
815 ナムラパフィン 牝2鹿 54 吉田 隼人奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 いとう牧場 428－ 21：56．84 25．8�
24 ステラアルバ 牝2芦 54

53 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B440± 01：57．12 16．8�
12 ラナウェリナ 牝2鹿 54 国分 優作ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 506＋ 4 〃 クビ 105．9�
35 ブライトアイズ 牝2栗 54 �島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 464－ 4 〃 ハナ 17．7	
48 パラジウムリボン 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �コスモヴューファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 408± 01：57．73� 111．7

714 シ ュ ゼ ッ ト 牝2芦 54

51 ▲亀田 温心杉浦 和也氏 寺島 良 日高 日高大洋牧場 448＋ 21：57．8� 109．8�
59 コアレスクイーン 牝2黒鹿54 国分 恭介小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 446＋ 41：57．9� 114．9�
510 シ ェ ー ン 牝2芦 54

52 △斎藤 新�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458＋ 81：58．0� 60．7

612 シ ー シ ッ プ 牝2鹿 54
52 △岩田 望来松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 494－ 21：58．53 101．5�

47 リ ノ キ ア ナ 牝2鹿 54 幸 英明松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 440－ 21：58．6� 31．6�
611 ビハインドザサン 牝2鹿 54 C．ルメールゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 81：58．81� 1．7�
11 メイジュシンワ 牝2鹿 54 �島 良太荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム B452－101：59．12 400．0�
713 シャイニーフック 牝2青鹿 54

51 ▲団野 大成兼松 康太氏 池添 学 日高 千葉飯田牧場 B492＋ 21：59．2クビ 160．3�
36 ローヌグレイシア 牝2芦 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 488－ 41：59．51� 3．9�
816 ウェーブビクトリー 牝2鹿 54 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 472± 02：01．2大差 18．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，606，300円 複勝： 55，686，900円 枠連： 12，993，300円
馬連： 57，239，000円 馬単： 31，298，400円 ワイド： 47，880，400円
3連複： 82，382，100円 3連単： 116，991，700円 計： 437，078，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 290円 � 640円 � 670円 枠 連（2－8） 1，960円

馬 連 �� 8，890円 馬 単 �� 17，740円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 1，760円 �� 6，150円

3 連 複 ��� 42，400円 3 連 単 ��� 278，090円

票 数

単勝票数 計 326063 的中 � 31474（3番人気）
複勝票数 計 556869 的中 � 56164（3番人気）� 21616（5番人気）� 20502（7番人気）
枠連票数 計 129933 的中 （2－8） 5120（6番人気）
馬連票数 計 572390 的中 �� 5303（21番人気）
馬単票数 計 312984 的中 �� 1323（40番人気）
ワイド票数 計 478804 的中 �� 6239（18番人気）�� 7083（16番人気）�� 1971（45番人気）
3連複票数 計 823821 的中 ��� 1457（81番人気）
3連単票数 計1169917 的中 ��� 305（456番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．6―13．0―13．1―13．5―13．3―13．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．2―49．2―1：02．3―1：15．8―1：29．1―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F40．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンワルツ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Empire Maker デビュー 2019．11．9 京都3着

2017．1．28生 牝2鹿 母 エイシンロビン 母母 Rutherienne 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウェーブビクトリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月21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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ペルルドール号

3407412月21日 晴 稍重 （1阪神5） 第7日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時30分 （ダート・右）
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

815 サ ン ラ イ ト 牡2鹿 55 松田 大作�三嶋牧場 上村 洋行 新ひだか 原口牧場 446＋ 81：12．7 3．8�
24 ヌ オ ー ヴ ォ �2黒鹿55 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 石橋 守 日高 日高大洋牧場 450＋ 41：13．76 253．5�
713 ソウルユニバンス 牡2黒鹿55 和田 竜二亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474± 01：13．91 4．2�
59 シーハーハー 牝2黒鹿 54

52 △岩田 望来長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 478＋101：14．11� 3．2�
611 マーブルレディー 牝2鹿 54 池添 謙一下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 446＋ 21：14．31� 36．4	
714 ハイスピードカム 牝2黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 484－ 2 〃 アタマ 5．8

23 オーロラテーラー 牝2栗 54 幸 英明中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 482－ 61：14．4	 18．1�
816 リバーランド 牝2青鹿54 
島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 412－ 2 〃 ハナ 59．6�
510 サンライズアルコン 牡2芦 55 加藤 祥太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 460－ 21：14．82	 74．2
11 アップサージ 牝2鹿 54 松山 弘平ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452± 0 〃 クビ 52．2�
12 ワルツフォーデビー 牡2栗 55 武 豊風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 442＋ 21：15．11	 16．1�
47 ゼンダンイワミ 牡2黒鹿55 小牧 太渡邊 善男氏 飯田 雄三 安平 �橋本牧場 496－ 41：15．31� 295．3�
36 ム ー ト 牡2黒鹿 55

54 ☆川又 賢治巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 442＋ 41：15．51� 458．5�
48 ピュリフィアン 牝2鹿 54 秋山真一郎野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 410－ 41：15．6	 96．8�
612 タッシーエルモ 牝2鹿 54 国分 恭介吉岡 輝美氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 456＋ 41：16．02	 16．9�
35 ゼットライジング 牡2鹿 55 畑端 省吾�フォーレスト 吉田 直弘 新冠 協和牧場 454－ 61：17．49 247．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，349，300円 複勝： 58，092，400円 枠連： 16，719，200円
馬連： 74，251，900円 馬単： 34，344，500円 ワイド： 57，503，200円
3連複： 102，242，700円 3連単： 121，033，400円 計： 504，536，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 3，730円 � 180円 枠 連（2－8） 3，320円

馬 連 �� 39，330円 馬 単 �� 65，540円

ワ イ ド �� 8，460円 �� 490円 �� 17，430円

3 連 複 ��� 69，770円 3 連 単 ��� 525，440円

票 数

単勝票数 計 403493 的中 � 83876（2番人気）
複勝票数 計 580924 的中 � 119847（2番人気）� 2669（14番人気）� 92931（3番人気）
枠連票数 計 167192 的中 （2－8） 3901（12番人気）
馬連票数 計 742519 的中 �� 1557（47番人気）
馬単票数 計 343445 的中 �� 393（98番人気）
ワイド票数 計 575032 的中 �� 1660（49番人気）�� 33708（5番人気）�� 802（73番人気）
3連複票数 計1022427 的中 ��� 1099（127番人気）
3連単票数 計1210334 的中 ��� 167（784番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．1―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．4―47．5―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン ラ イ ト �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．3 札幌4着

2017．4．5生 牡2鹿 母 サンライトムーン 母母 プライムオブユース 5戦1勝 賞金 10，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼットライジング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月21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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダッチマン号・ノーブルブレイド号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 阪神競馬 第７日



3407512月21日 晴 稍重 （1阪神5） 第7日 第3競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走11時00分 （ダート・右）
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

713 サイモンルモンド �2栗 55 松山 弘平澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 444± 01：54．6 6．9�
612 ハンメルフェスト 牡2黒鹿55 小牧 太�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 544－ 4 〃 ハナ 6．4�
35 マテンロウスパーク 牡2黒鹿55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 506－ 2 〃 クビ 2．6�
12 ホッコーアカツキ 牡2鹿 55 幸 英明北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 510＋ 61：55．45 6．4�
47 クリノヴジュアル 牡2栗 55

53 △岩田 望来栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 478＋ 21：56．14 7．7	

611 イ チ ジ ン 牡2鹿 55 国分 恭介深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 440± 01：56．41� 218．4

23 キングリアリティー 牡2鹿 55 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新ひだか 村上牧場 470－ 41：58．010 164．8�
510 エイシンパッション 牡2栗 55 和田 竜二�栄進堂 奥村 豊 浦河 多田 善弘 458± 01：58．21 213．1�
59 タイキザモーメント 牡2鹿 55 太宰 啓介�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 504－ 41：58．52 62．3
48 ネモフィラブルー 牡2栗 55 坂井 瑠星青芝商事� 矢作 芳人 新ひだか 前谷 武志 442± 0 〃 アタマ 161．9�
24 シンゼンウイング 牡2黒鹿 55

52 ▲亀田 温心原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 482± 01：58．6� 132．6�
714 スーパーサブライム 牡2黒鹿55 藤岡 佑介田島 政光氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 484－ 2 〃 ハナ 66．9�
36 エムテイオー 牡2鹿 55 武 豊大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 506＋ 6 〃 ハナ 4．9�
816 モズナガレボシ 牡2芦 55

53 △斎藤 新 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 482－ 21：59．45 147．2�
11 ブルベアナノ 牡2鹿 55

52 ▲団野 大成 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 三好牧場 B464＋ 42：00．14 62．1�
815 カシノレボルシオン 牡2鹿 55 藤井勘一郎柏木 務氏 谷 潔 新冠 村田牧場 498＋102：00．63 498．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，781，000円 複勝： 68，212，200円 枠連： 16，492，600円
馬連： 77，144，900円 馬単： 37，227，700円 ワイド： 62，211，100円
3連複： 104，299，100円 3連単： 131，933，600円 計： 537，302，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 170円 � 180円 � 120円 枠 連（6－7） 2，020円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 730円 �� 390円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 12，890円

票 数

単勝票数 計 397810 的中 � 46023（5番人気）
複勝票数 計 682122 的中 � 89745（3番人気）� 79404（5番人気）� 188366（1番人気）
枠連票数 計 164926 的中 （6－7） 6300（6番人気）
馬連票数 計 771449 的中 �� 24807（11番人気）
馬単票数 計 372277 的中 �� 5324（28番人気）
ワイド票数 計 622111 的中 �� 20191（11番人気）�� 41107（5番人気）�� 49965（3番人気）
3連複票数 計1042991 的中 ��� 58447（3番人気）
3連単票数 計1319336 的中 ��� 7420（52番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．0―13．0―12．5―12．7―12．7―13．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．1―50．1―1：02．6―1：15．3―1：28．0―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．3
1
3
2（1，4，7，9）（5，16）（3，12）－（10，15）（8，14）13，11－6
2（4，7）（3，5，9）（16，12）1－10－（8，15，14，13）11－6

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

勝馬の
紹 介

サイモンルモンド �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 サクラローレル デビュー 2019．11．23 京都2着

2017．3．16生 �2栗 母 プレゼンスウーマン 母母 ステファーナ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ブルベアナノ号の騎手団野大成は，1コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアナノ号・カシノレボルシオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

1月21日まで平地競走に出走できない。

3407612月21日 晴 良 （1阪神5） 第7日 第4競走 ��1，600�2歳未勝利
発走11時30分 （芝・右・外）

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
1：32．7
1：32．3

良
良

36 スワーヴドン 牡2鹿 55 川田 将雅�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：34．7 1．7�
611 プティシュシュ 牝2青鹿54 松若 風馬小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 444± 01：35．44 66．4�
816 ラインハイト 牡2黒鹿55 C．スミヨン �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋14 〃 アタマ 11．7�

（仏）

713 スターズプレミア 牡2鹿 55
54 ☆西村 淳也 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 458± 0 〃 クビ 9．9�

612 スリーコーズクライ 牡2栗 55 武 豊永井商事� 吉村 圭司 浦河 村中牧場 444＋ 21：35．5クビ 8．6	
48 メイショウケアラシ 牡2栗 55 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 498＋18 〃 ハナ 57．3

35 ポテンシャルリアル 牡2栗 55 松山 弘平ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：35．82 34．0�
23 マドルガーダ 牝2栗 54 C．ルメール�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 81：35．9� 4．3�
817 エ ル ス ネ ル 牡2鹿 55

53 △岩田 望来 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋ 8 〃 クビ 80．6

12 トウアトリア 牝2栗 54 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 416＋ 41：36．0� 238．3�
818 ジェシーハート 牡2黒鹿55 中谷 雄太佐藤 範夫氏 矢作 芳人 青森 ワールドファーム 444＋ 61：36．21 292．0�
715 ブンキンタカシマダ 牝2鹿 54 菱田 裕二内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 442－10 〃 クビ 673．0�
714 ゴールドパラディン 牡2栗 55 藤井勘一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド B436± 01：36．3� 28．7�
510 ジャストポケット 牝2鹿 54 坂井 瑠星�ターフ・スポート松下 武士 浦河 村下農場 500± 01：36．4クビ 50．9�
59 ホワイトエース 牝2芦 54

52 △斎藤 新栗山 良子氏 河内 洋 新ひだか U・M・A 450－ 41：36．5� 78．1�
11 ミツルザビクトリー 牝2黒鹿54 古川 吉洋守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 434－ 21：36．71� 249．1�
47 エルヴィラブレイン 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治エンジェルレーシング� 角田 晃一 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 504－ 41：37．87 210．4�

24 ワンダフルデイズ 牡2栗 55
52 ▲団野 大成阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 456＋181：38．43� 331．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 58，809，000円 複勝： 126，434，200円 枠連： 17，860，000円
馬連： 77，942，100円 馬単： 46，281，700円 ワイド： 73，480，300円
3連複： 113，635，100円 3連単： 170，879，800円 計： 685，322，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 980円 � 260円 枠 連（3－6） 550円

馬 連 �� 5，800円 馬 単 �� 6，750円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 350円 �� 7，990円

3 連 複 ��� 11，520円 3 連 単 ��� 49，950円

票 数

単勝票数 計 588090 的中 � 261730（1番人気）
複勝票数 計1264342 的中 � 714143（1番人気）� 13737（11番人気）� 68956（5番人気）
枠連票数 計 178600 的中 （3－6） 25087（3番人気）
馬連票数 計 779421 的中 �� 11071（16番人気）
馬単票数 計 462817 的中 �� 5137（19番人気）
ワイド票数 計 734803 的中 �� 10353（17番人気）�� 61368（2番人気）�� 2157（47番人気）
3連複票数 計1136351 的中 ��� 7395（35番人気）
3連単票数 計1708798 的中 ��� 2480（132番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．1―12．2―11．9―11．5―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．3―48．5―1：00．4―1：11．9―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．3
3 1，2（6，11）15（5，8）13（9，18）（3，12）（4，14）（10，16）－17，7 4 1（2，11）6（8，15）5（13，9）3，12（10，18）（4，14）16（17，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スワーヴドン �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．9．21 阪神2着

2017．1．31生 牡2鹿 母 ルナレガーロ 母母 カーリーエンジェル 3戦1勝 賞金 9，800，000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 ニシノパッシオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3407712月21日 曇 良 （1阪神5） 第7日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時20分 （芝・右・外）

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
1：44．5

良
良

12 プライムフェイズ 牡2鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448 ―1：49．2 4．7�
35 ウィスパリンホープ 牝2鹿 54 田中 勝春�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 482 ― 〃 アタマ 6．5�
818 エアロロノア 牡2鹿 55 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 490 ―1：49．52 10．8�
11 ビクトリーシューズ 牡2芦 55 松山 弘平呉本 昌時氏 今野 貞一 新ひだか チャンピオンズファーム 460 ―1：49．6� 16．0�
36 ジュビラーテ 牡2栗 55 和田 竜二吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 486 ―1：49．81� 27．1	
24 マ ス テ ィ マ 牡2鹿 55 菱田 裕二山口 敦広氏 上村 洋行 新ひだか 酒井 亨 476 ―1：49．9� 319．7

23 ロードインファイト 牡2黒鹿55 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 444 ― 〃 ハナ 48．7�
59 トウケイミラ 牝2鹿 54 坂井 瑠星木村 信彦氏 高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 430 ―1：50．11� 24．0�
47 タイミングハート 牡2黒鹿55 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 クビ 5．6
510 メイショウイナセ 牡2芦 55 幸 英明松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 454 ― 〃 クビ 69．5�
715 エ バ ー マ ノ 牝2黒鹿54 藤岡 康太宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 456 ―1：50．31 24．9�
611 マリアネージュ 牝2芦 54 小牧 太 �友駿ホースクラブ 松永 幹夫 新ひだか カタオカフアーム 458 ―1：50．4� 95．6�
48 ハクサンチコチャン 牝2鹿 54 水口 優也河﨑 五市氏 清水 久詞 浦河 谷口牧場 478 ―1：50．61 89．0�
612 ミッキーラズベリー 牝2栗 54 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 クビ 3．9�
816 レッドデュラン 牡2黒鹿55 C．ルメール �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 422 ―1：50．7� 9．2�
714 ディープナイト 牡2鹿 55 岩崎 翼深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 520 ―1：50．8� 185．0�
713 クッキーショット 牝2青鹿 54

52 △岩田 望来 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 410 ―1：51．65 134．4�
817 ヒ コ ウ 牝2黒鹿 54

53 ☆川又 賢治�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 462 ―1：52．23� 612．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 50，878，900円 複勝： 77，432，600円 枠連： 21，196，400円
馬連： 81，128，300円 馬単： 34，344，700円 ワイド： 61，827，300円
3連複： 109，112，700円 3連単： 115，373，800円 計： 551，294，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 190円 � 250円 枠 連（1－3） 1，030円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 570円 �� 850円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 21，550円

票 数

単勝票数 計 508789 的中 � 85614（2番人気）
複勝票数 計 774326 的中 � 135676（2番人気）� 108776（3番人気）� 70276（5番人気）
枠連票数 計 211964 的中 （1－3） 15894（3番人気）
馬連票数 計 811283 的中 �� 38007（5番人気）
馬単票数 計 343447 的中 �� 7491（11番人気）
ワイド票数 計 618273 的中 �� 28996（4番人気）�� 18614（8番人気）�� 13075（13番人気）
3連複票数 計1091127 的中 ��� 19868（8番人気）
3連単票数 計1153738 的中 ��� 3880（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．5―48．7―1：01．5―1：14．6―1：26．4―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F34．6
3 ・（1，2，15）（5，3）（6，12）（4，8，9，18）（13，16）7，14，11，10，17 4 ・（1，2，15）（5，3）（4，6，12）（8，9，18）（7，13，16）（14，11）10，17

勝馬の
紹 介

プライムフェイズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor 初出走

2017．3．8生 牡2鹿 母 ア メ リ 母母 ア ゼ リ 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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アドマイヤベネラ号・プラトン号・ルビーカサブランカ号

3407812月21日 曇 稍重 （1阪神5） 第7日 第6競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時50分 （ダート・右）
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

812 サンライズラポール 牡2栗 55 C．ルメール 松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 496 ―1：55．5 2．2�
11 ニホンピロスクーロ 牡2青鹿55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 480 ―1：56．03 5．6�
69 ニシノシロフネ 牡2芦 55 松山 弘平西山 茂行氏 橋口 慎介 新ひだか 田上 徹 490 ―1：56．1� 36．0�
56 バンクオブクラウズ 牡2芦 55

54 ☆西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 502 ― 〃 クビ 49．7�

813 ホウオウジョーカー 牡2青鹿55 川田 将雅小笹 芳央氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 518 ―1：56．41� 5．2�
710 メイショウカリスマ 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 青森 諏訪牧場 528 ―1：56．5� 14．1	
68 ヒロイックテイル 牡2栗 55 坂井 瑠星吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 482 ―1：56．6� 9．4

22 キングダムナイツ 牡2鹿 55 北村 友一吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 アタマ 9．4�
45 ヨドノドリーム 牡2鹿 55 岩崎 翼海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 484 ―1：57．55 205．7�
44 ジ ャ コ ウ ジ 牡2鹿 55 和田 竜二晴間 初栄氏 佐々木晶三 安平 	橋本牧場 508 ―1：58．03 21．8
711 メイショウビッグ 牡2黒鹿55 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 太陽牧場 582 ― 〃 クビ 58．3�
57 ランファスター 牡2鹿 55

52 ▲団野 大成深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 北光牧場 490 ―1：58．31� 21．8�
33 ユウキラフェール 牝2栗 54 国分 優作雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 456 ―2：00．0大差 220．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，812，400円 複勝： 56，026，400円 枠連： 18，878，200円
馬連： 72，917，900円 馬単： 36，118，600円 ワイド： 54，107，500円
3連複： 94，116，100円 3連単： 122，226，300円 計： 500，203，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 180円 � 690円 枠 連（1－8） 590円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，100円 �� 4，420円

3 連 複 ��� 14，180円 3 連 単 ��� 43，100円

票 数

単勝票数 計 458124 的中 � 159754（1番人気）
複勝票数 計 560264 的中 � 164805（1番人気）� 80339（3番人気）� 13095（9番人気）
枠連票数 計 188782 的中 （1－8） 24788（2番人気）
馬連票数 計 729179 的中 �� 59386（2番人気）
馬単票数 計 361186 的中 �� 19447（3番人気）
ワイド票数 計 541075 的中 �� 34386（3番人気）�� 6336（25番人気）�� 2953（41番人気）
3連複票数 計 941161 的中 ��� 4977（45番人気）
3連単票数 計1222263 的中 ��� 2056（138番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―13．9―13．1―13．4―12．7―12．6―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―37．5―50．6―1：04．0―1：16．7―1：29．3―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズラポール �
�
父 Constitution �

�
母父 Curlin 初出走

2017．3．7生 牡2栗 母 カラズマッチポイント 母母 Home Court 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ユウキラフェール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3407912月21日 曇 良 （1阪神5） 第7日 第7競走 ��2，600�3歳以上1勝クラス
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
2：37．1
2：37．1

良
良

510 ゴ ー ス ト �3芦 55 C．スミヨン 西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：38．9 3．2�
（仏）

36 レオビヨンド 牡3鹿 55 C．ルメール�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 476＋ 62：39．64 6．5�
23 ウスベニノキミ 牝4鹿 55 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 454＋ 22：39．7クビ 6．3�
47 フラッグサルート 牝4鹿 55 池添 謙一吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 クビ 11．2�
611� ピエナアラシ 牡5鹿 57 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 484± 02：40．12� 15．1�
12 サンサルドス 牡3鹿 55 藤岡 佑介 	シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 548＋162：40．31 19．6

48 モ イ 牝3黒鹿 53

50 ▲団野 大成 Him Rock Racing
ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 380＋ 2 〃 クビ 12．0�

35 カズマークセン 牡3鹿 55 武 豊合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 追分ファーム 500± 02：40．4	 5．5�
24 バリオラージュ 牡5鹿 57 岩田 康誠 	社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B468＋ 82：40．61
 18．5
713� リリーマイスター 牡4黒鹿 57

55 △岩田 望来土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 512± 0 〃 アタマ 147．4�
612 アルテヴェルト 牡3栗 55 荻野 極 	サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B468－ 22：40．7� 32．4�
11 ウインプライマリー 牝4鹿 55 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 424－ 42：40．8クビ 222．3�
815 シエラネバダ 牡4芦 57 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 512＋ 42：40．9	 22．1�
59 � リバプールタウン 牡4鹿 57

54 ▲亀田 温心薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 478＋ 22：41．21� 52．1�
714� ピンクスパイダー 牡5鹿 57 小牧 太廣松 金次氏 服部 利之 日高 北田 剛 448＋142：41．3	 241．7�
816� テイケイドルチェ 牝4鹿 55 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 422＋ 22：41．62 396．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，269，900円 複勝： 81，846，100円 枠連： 23，751，300円
馬連： 95，841，000円 馬単： 41，341，700円 ワイド： 76，646，800円
3連複： 135，414，000円 3連単： 146，465，200円 計： 646，576，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 190円 � 200円 枠 連（3－5） 420円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 380円 �� 540円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 8，430円

票 数

単勝票数 計 452699 的中 � 110140（1番人気）
複勝票数 計 818461 的中 � 156814（1番人気）� 103435（3番人気）� 100669（4番人気）
枠連票数 計 237513 的中 （3－5） 43209（1番人気）
馬連票数 計 958410 的中 �� 75421（2番人気）
馬単票数 計 413417 的中 �� 20066（2番人気）
ワイド票数 計 766468 的中 �� 55077（2番人気）�� 35877（3番人気）�� 24194（8番人気）
3連複票数 計1354140 的中 ��� 42821（3番人気）
3連単票数 計1464652 的中 ��� 12592（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．7―24．1―36．8―49．6―1：02．1―1：14．6―1：27．3―1：40．1―1：52．3―2：04．3―2：15．5―2：27．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴ ー ス ト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cozzene デビュー 2019．1．14 京都15着

2016．4．23生 �3芦 母 ガ ヴ ィ オ ラ 母母 Forest Key 7戦2勝 賞金 17，300，000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。

3408012月21日 曇 稍重 （1阪神5） 第7日 第8競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （ダート・右）
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

23 ハッピーゴラッキー 牝3鹿 54
52 △岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482± 01：25．4 3．5�
815 セカンドエフォート 牡6青鹿57 武 豊 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 512± 01：25．72 4．1�
47 プレイヤーズハイ 牡3黒鹿56 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 440± 0 〃 ハナ 57．7�
36 シャイニーブランコ 牡3芦 56

53 ▲服部 寿希小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 444－ 21：25．8クビ 14．6�
714� モンタナドライブ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 	川フアーム 444－101：26．01
 82．0	

48 エールショー 牡4芦 57 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480± 0 〃 クビ 8．1


611 マテラサンオウ 牡3黒鹿56 C．ルメール 大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 442＋ 41：26．32 4．8�
816� サンライズハニー 牡4栗 57

54 ▲団野 大成松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 500＋101：26．4� 38．8�
713 トモジャクアルト 牡4芦 57 幸 英明吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 510＋ 61：27．03� 39．6
35 � エスケーアタランタ 牝3黒鹿54 竹之下智昭菅藤 宗一氏 作田 誠二 森 笹川大晃牧場 468± 0 〃 アタマ 80．7�
510� エアハンコック 牝4鹿 55 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 462－ 81：27．21 5．5�
12 ヴァリーゲイト 牡5栗 57 柴山 雄一村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 480± 01：27．3� 36．1�
24 � スターペスユキコ 牝3栗 54 藤懸 貴志河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 454－16 〃 クビ 315．8�
612 ゴールデンヘイロー 牡3栗 56 菱田 裕二�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム B492＋171：27．61� 92．3�
11 � チ ャ リ ャ 牝3鹿 54

52 △斎藤 新岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 466＋ 71：27．7� 251．3�
59 シゲルネコメイシ 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治森中 蕃氏 千田 輝彦 日高 スウィング
フィールド牧場 486＋141：35．5大差 69．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，806，200円 複勝： 76，948，200円 枠連： 21，618，200円
馬連： 104，515，700円 馬単： 45，454，100円 ワイド： 73，532，100円
3連複： 143，980，800円 3連単： 169，426，200円 計： 687，281，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 160円 � 970円 枠 連（2－8） 730円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，260円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 11，650円 3 連 単 ��� 38，000円

票 数

単勝票数 計 518062 的中 � 115463（1番人気）
複勝票数 計 769482 的中 � 160717（1番人気）� 145834（2番人気）� 13416（11番人気）
枠連票数 計 216182 的中 （2－8） 22944（1番人気）
馬連票数 計1045157 的中 �� 112144（1番人気）
馬単票数 計 454541 的中 �� 25904（1番人気）
ワイド票数 計 735321 的中 �� 70011（1番人気）�� 7693（20番人気）�� 7195（24番人気）
3連複票数 計1439808 的中 ��� 9263（31番人気）
3連単票数 計1694262 的中 ��� 3232（102番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．6―47．1―59．7―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーゴラッキー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 King’s Best デビュー 2018．12．8 阪神2着

2016．2．11生 牝3鹿 母 フェリシタス 母母 Embassy 9戦2勝 賞金 22，550，000円
〔その他〕 シゲルネコメイシ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ヴィヴィアナガール号・エヴァキュアン号・ショウナンアンビル号・ミッキーマラン号・ロードワンダー号



3408112月21日 曇 良 （1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，2勝クラス（1000万円以下）；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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

44 バラックパリンカ 牡3黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 448＋102：25．5 2．8�
33 プランドラー 牡3鹿 55 C．スミヨン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496＋20 〃 クビ 4．5�

（仏）

55 チャロネグロ 牡5黒鹿57 和田 竜二金子真人ホール
ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 22：25．6� 20．3�
79 メロディーレーン 牝3鹿 53 岩田 望来岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 340± 0 〃 アタマ 3．1�
11 シャイニーゲール 牡5鹿 57 斎藤 新小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 462＋ 42：26．13 10．8	
810 フォーラウェイ 牡6鹿 57 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452± 02：26．2クビ 46．5

22 ル タ ン ブ ル 牝3黒鹿53 藤岡 康太杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 452＋ 22：26．41	 16．8�
66 ピッツィカート 
6鹿 57 西村 淳也 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476＋ 82：26．93 39．6�
67 ジョウショームード 牡3黒鹿55 小牧 太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 448＋242：27．53� 56．9
78 � スマートアエロ 牝4青鹿55 川又 賢治大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 470－ 62：28．03 265．9�
811 スズカロング 牡5鹿 57 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 500＋ 22：28．74 10．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 67，110，500円 複勝： 100，250，400円 枠連： 20，329，000円
馬連： 150，846，200円 馬単： 69，322，700円 ワイド： 96，948，100円
3連複： 197，131，500円 3連単： 303，701，300円 計： 1，005，639，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 160円 � 300円 枠 連（3－4） 530円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 290円 �� 800円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 8，470円

票 数

単勝票数 計 671105 的中 � 188397（1番人気）
複勝票数 計1002504 的中 � 269685（1番人気）� 163687（3番人気）� 60152（7番人気）
枠連票数 計 203290 的中 （3－4） 29359（2番人気）
馬連票数 計1508462 的中 �� 225730（2番人気）
馬単票数 計 693227 的中 �� 55369（3番人気）
ワイド票数 計 969481 的中 �� 99865（2番人気）�� 29132（10番人気）�� 18766（16番人気）
3連複票数 計1971315 的中 ��� 56460（8番人気）
3連単票数 計3037013 的中 ��� 25967（21番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．2―11．8―11．7―11．9―12．4―12．3―12．6―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．6―35．8―47．6―59．3―1：11．2―1：23．6―1：35．9―1：48．5―2：00．6―2：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3
・（1，11）＝（4，8）（3，7）－6－9，5，10，2・（1，11）＝4（3，8）－（7，9）（6，5）2，10

2
4

・（1，11）＝4（3，8）7－6－9－5，10，2・（1，11）＝（4，9）（3，5）（7，8，10）6，2
勝馬の
紹 介

バラックパリンカ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．9．9 阪神2着

2016．4．21生 牡3黒鹿 母 アプリコットフィズ 母母 マンハッタンフィズ 11戦3勝 賞金 51，402，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
〔制裁〕 プランドラー号の騎手C．スミヨンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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21日 曇 稍重 （1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，3勝クラス（1600万円以下），30．12．22以降1．12．15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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

12 � ヒストリーメイカー 牡5黒鹿56 藤岡 佑介岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 登別 青藍牧場 542＋ 61：51．6 6．3�
816 スズカフリオーソ 牡5栗 54 �島 克駿永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B492－ 21：51．7	 31．7�
24 タガノボンバー 
4鹿 55 幸 英明八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 492＋ 81：51．8� 25．9�
815 マスターフェンサー 牡3栗 56 福永 祐一吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 498± 01：51．9クビ 1．5�
714 スーパーライナー 牡6鹿 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 498± 01：52．11 18．2�
611 シ ロ ニ イ 牡5白 55 C．ルメール 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 514± 01：52．31� 14．8	
11 スペリオルシチー 牡5鹿 54 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B464－ 61：52．62 135．7

47 キーフラッシュ 牡4栗 54 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 494＋ 21：52．7クビ 43．7�
510 エルプシャフト 牡6青鹿56 岩田 望来 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 ハナ 17．5
713� コパノジャッキー 牡4栗 53 武 豊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 474－ 51：52．8	 92．5�
23 タガノグルナ 牡5鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492± 01：53．01 113．3�
35 ライジングドラゴン 牡4芦 55 吉田 隼人鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 450＋ 21：53．1	 14．5�
48 クインズヌーサ 牝5鹿 50 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 470＋ 61：53．84 168．3�
36 ナムラシンウチ 牡5鹿 53 長岡 禎仁奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 B518＋101：54．22 167．2�
59 スマートセラヴィー 牡3栗 54 岩田 康誠大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 512＋221：54．83� 20．4�
612 ショートストーリー 牡6黒鹿54 北村 友一ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 21：55．01� 141．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 82，857，300円 複勝： 157，436，500円 枠連： 38，706，000円
馬連： 190，042，900円 馬単： 96，789，200円 ワイド： 130，845，400円
3連複： 260，035，500円 3連単： 413，174，800円 計： 1，369，887，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 250円 � 840円 � 590円 枠 連（1－8） 490円

馬 連 �� 10，840円 馬 単 �� 18，150円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 1，770円 �� 5，200円

3 連 複 ��� 48，460円 3 連 単 ��� 225，730円

票 数

単勝票数 計 828573 的中 � 103885（2番人気）
複勝票数 計1574365 的中 � 190899（2番人気）� 44342（9番人気）� 66341（7番人気）
枠連票数 計 387060 的中 （1－8） 60983（1番人気）
馬連票数 計1900429 的中 �� 14440（25番人気）
馬単票数 計 967892 的中 �� 3999（35番人気）
ワイド票数 計1308454 的中 �� 17767（17番人気）�� 19202（14番人気）�� 6370（46番人気）
3連複票数 計2600355 的中 ��� 4024（111番人気）
3連単票数 計4131748 的中 ��� 1327（438番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．6―12．2―12．3―12．7―13．0―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．1―48．3―1：00．6―1：13．3―1：26．3―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒストリーメイカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 バブルガムフェロー

2014．3．7生 牡5黒鹿 母 チヨノドラゴン 母母 ブリリアントノバ 9戦3勝 賞金 50，847，000円
初出走 JRA

※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 ウインユニファイド号



3408312月21日 曇 良 （1阪神5） 第7日 第11競走 ��
��1，400�第14回阪 神 カ ッ プ（ＧⅡ）

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

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

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

35 グランアレグリア 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 474± 01：19．4 2．1�
510� フィアーノロマーノ 牡5鹿 57 C．スミヨン 吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 548－ 41：20．25 6．3�

（仏）

36 メイショウショウブ 牝3栗 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 492＋10 〃 アタマ 46．0�
12 レッツゴードンキ 牝7栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 504＋13 〃 ハナ 15．6�
23 ノ ー ワ ン 牝3鹿 54 坂井 瑠星藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 488＋ 41：20．41 88．1	
24 レインボーフラッグ 牡6鹿 57 藤岡 佑介 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 472± 01：20．5	 138．5

611� シ ヴ ァ ー ジ 牡4栗 57 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B504＋ 41：20．71	 25．0�
817 スマートオーディン 牡6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 508－ 41：20．8	 11．3�
715 ワンアフター 牡6栗 57 吉田 隼人薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 476± 0 〃 ハナ 146．8
48 グァンチャーレ 牡7青鹿57 池添 謙一松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 480＋ 6 〃 ハナ 16．0�
612 ロ ジ ク ラ イ 牡6黒鹿57 横山 典弘久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 524＋ 6 〃 同着 24．1�
818 ストーミーシー 牡6栗 57 北村 友一�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 540＋ 8 〃 ハナ 66．8�
11 マイスタイル 牡5鹿 57 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 B474＋ 61：21．01
 4．7�
59 シ ュ ウ ジ 牡6鹿 57 幸 英明安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 506＋ 41：21．21
 83．1�
47 ショウナンライズ 牡6栗 57 藤岡 康太国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 464± 01：21．3	 418．1�
713 グランドボヌール 牡5鹿 57 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 492＋111：21．4	 279．8�
816 イ ベ リ ス 牝3鹿 54 福永 祐一前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 470＋ 61：21．93 35．9�
714 メイショウケイメイ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 424＋ 21：22．43 496．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 277，056，300円 複勝： 346，084，400円 枠連： 121，932，300円
馬連： 664，222，200円 馬単： 263，096，000円 ワイド： 490，044，900円
3連複： 1，151，681，900円 3連単： 1，437，093，100円 計： 4，751，211，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 220円 � 670円 枠 連（3－5） 960円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，950円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 12，060円 3 連 単 ��� 35，220円

票 数

単勝票数 計2770563 的中 � 1050297（1番人気）
複勝票数 計3460844 的中 � 907801（1番人気）� 390474（3番人気）� 93109（10番人気）
枠連票数 計1219323 的中 （3－5） 97820（3番人気）
馬連票数 計6642222 的中 �� 515857（2番人気）
馬単票数 計2630960 的中 �� 140044（3番人気）
ワイド票数 計4900449 的中 �� 278984（2番人気）�� 62222（20番人気）�� 35908（36番人気）
3連複票数 計11516819 的中 ��� 71616（36番人気）
3連単票数 計14370931 的中 ��� 29577（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―33．9―45．2―56．6―1：07．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランアレグリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2018．6．3 東京1着

2016．1．24生 牝3鹿 母 タピッツフライ 母母 Flying Marlin 6戦4勝 賞金 267，049，000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 タイムトリップ号
※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。

3408412月21日 曇 稍重 （1阪神5） 第7日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

713 オーシャンズルーラ 牝3鹿 54
52 △岩田 望来一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 452－ 81：25．0 14．5�

35 タガノプレトリア 牡4鹿 57 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 464＋ 21：25．1� 3．2�

48 サトノゲイル 牡4青鹿57 幸 英明 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 470＋ 21：25．2クビ 21．6�
611 フィルムフランセ 牝5鹿 55 C．ルメール 吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 492－ 41：25．3� 7．2�
714 ス カ ル バ ン 牡5鹿 57 吉田 隼人椎名 節氏 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 500－ 6 〃 クビ 83．9�
12 ナムラヘラクレス 牡5鹿 57 松山 弘平奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 484± 01：25．51 24．7	
47 サムシングフレア 牝6鹿 55 菱田 裕二阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 488－10 〃 ハナ 134．5

24 バ ク ハ ツ 牡4栗 57

56 ☆西村 淳也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム B496－ 41：25．6クビ 11．9�
59 カルカリーナ 牝3栗 54 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新ひだか 田中 裕之 426－ 8 〃 ハナ 34．5�
815 ウォークザライン 牡3栗 56 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 480－ 41：25．81� 16．1
36 レッドシャーロット 牝4鹿 55 川田 将雅 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 4．3�
612� ブルベアセロリ 牝4鹿 55 小牧 太森中 蕃氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 460－171：25．9クビ 413．5�
510 サンライズナイト 牡4黒鹿 57

55 △斎藤 新松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B484－ 41：26．21� 7．6�
816� レ イ デ マ ー 牡4黒鹿57 古川 吉洋戸佐 眞弓氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 502＋ 81：26．3� 135．1�
11 ボクノナオミ 牝7鹿 55 荻野 琢真塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 498± 01：26．4クビ 148．7�
23 ア ル モ ニ カ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 436± 01：26．5	 13．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 99，757，800円 複勝： 128，557，000円 枠連： 59，633，200円
馬連： 249，659，700円 馬単： 100，197，600円 ワイド： 168，684，200円
3連複： 349，249，100円 3連単： 463，733，600円 計： 1，619，472，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 350円 � 150円 � 530円 枠 連（3－7） 1，180円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 6，650円

ワ イ ド �� 960円 �� 4，010円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 15，230円 3 連 単 ��� 86，450円

票 数

単勝票数 計 997578 的中 � 54854（7番人気）
複勝票数 計1285570 的中 � 80822（5番人気）� 306482（1番人気）� 50139（9番人気）
枠連票数 計 596332 的中 （3－7） 39003（5番人気）
馬連票数 計2496597 的中 �� 70514（7番人気）
馬単票数 計1001976 的中 �� 11299（21番人気）
ワイド票数 計1686842 的中 �� 46559（8番人気）�� 10450（41番人気）�� 37832（10番人気）
3連複票数 計3492491 的中 ��� 17189（50番人気）
3連単票数 計4637336 的中 ��� 3889（277番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーシャンズルーラ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 Bernardini デビュー 2019．4．7 阪神4着

2016．5．4生 牝3鹿 母 ム ニ ン 母母 Aria Pura 7戦3勝 賞金 26，650，000円
〔制裁〕 サトノゲイル号の騎手幸英明は，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：7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウダブル号
（非抽選馬） 5頭 キタサンタイドー号・グトルフォス号・ミスティック号・メイショウラビエ号・レナータ号



（1阪神5）第7日 12月21日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 190頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

305，420，000円
7，780，000円
26，560，000円
2，670，000円
37，000，000円
81，412，500円
5，246，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
892，094，900円
1，333，007，300円
390，109，700円
1，895，751，800円
835，816，900円
1，393，711，300円
2，843，280，600円
3，712，032，800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 13，295，805，300円

総入場人員 20，003名 （有料入場人員 18，413名）
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