
3409712月28日 晴 稍重 （1阪神5） 第9日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時05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

612 シュテルクスト 牡2青鹿55 松山 弘平 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 追分ファーム 478－ 61：56．3 11．3�
713 ウォーターラーテル 牝2栗 54 岡田 祥嗣山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 500± 01：56．61� 7．0�
12 リトルクレバー 牡2鹿 55 北村 友一岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 444－ 21：57．02� 1．7�
47 キングダムウイナー 牡2鹿 55 藤岡 佑介ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482± 01：57．1� 7．9�
611 エ ス パ ー 牡2鹿 55 荻野 極石川 達絵氏 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 452＋ 21：57．95 297．8	
48 スワーヴシールズ 牡2鹿 55 横山 典弘�NICKS 昆 貢 日高 スマイルファーム 492± 0 〃 アタマ 14．1

816 ザ フ ー ン 牡2鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 61：58．11� 12．9�
815 エムテイフラッシュ 牡2青鹿55 幸 英明谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 476－ 2 〃 ハナ 16．8�
59 コスモトコシエ 牡2栗 55 横山 武史 �ビッグレッドファーム 西園 正都 新ひだか 谷岡牧場 472± 01：58．52� 336．3
23 カシノシャイニング 牡2鹿 55

54 ☆森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 木戸口牧場 436＋ 21：58．6� 297．6�
24 メイケイカガヤキ 牡2芦 55 �島 克駿名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 488＋ 81：59．23� 446．8�
35 ホ シ ム ス メ 牝2鹿 54 藤井勘一郎前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 雅樹 472± 01：59．62� 193．1�
714 チ ャ ン ス 牡2青鹿 55

52 ▲団野 大成�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 432＋ 4 〃 ハナ 425．9�
11 レッドシャドー 牡2鹿 55 和田 竜二中辻 明氏 奥村 豊 新冠 ハシモトフアーム 478＋101：59．81� 99．4�
36 ブルベアマイル 牡2鹿 55 酒井 学 �ブルアンドベア 武 英智 新ひだか チバスタッド 444－ 22：00．01� 61．7�
510 サワーソップ 牝2栗 54 岩崎 翼�三嶋牧場 高柳 大輔 日高 白井牧場 430－ 42：01．17 540．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，009，900円 複勝： 107，087，300円 枠連： 17，791，500円
馬連： 74，352，800円 馬単： 46，372，900円 ワイド： 64，957，300円
3連複： 123，964，000円 3連単： 176，244，800円 計： 658，780，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 190円 � 130円 � 110円 枠 連（6－7） 3，220円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 6，580円

ワ イ ド �� 710円 �� 320円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 14，730円

票 数

単勝票数 計 480099 的中 � 35697（4番人気）
複勝票数 計1070873 的中 � 62467（4番人気）� 116797（2番人気）� 630623（1番人気）
枠連票数 計 177915 的中 （6－7） 4414（10番人気）
馬連票数 計 743528 的中 �� 19499（8番人気）
馬単票数 計 463729 的中 �� 5638（18番人気）
ワイド票数 計 649573 的中 �� 20436（9番人気）�� 52695（4番人気）�� 92320（1番人気）
3連複票数 計1239640 的中 ��� 81829（2番人気）
3連単票数 計1762448 的中 ��� 9570（47番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―14．0―13．8―13．1―12．9―12．4―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―38．6―52．4―1：05．5―1：18．4―1：30．8―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F37．9
1
3

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

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

シュテルクスト �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．12．1 阪神3着

2017．2．22生 牡2青鹿 母 マイスフォルテ 母母 ディラローシェ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シールド号
（非抽選馬） 6頭 エイシンアヴァロン号・クレアトゥール号・サウンドポポ号・シャムエル号・ポールトゥウィン号・

メイショウセントレ号

3409812月28日 晴 稍重 （1阪神5） 第9日 第2競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走10時35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
1：23．0
1：23．0

重
重

815 アブレイズヒーロー 牡2黒鹿55 幸 英明 �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 上野 正恵 500－ 41：26．1 6．1�

24 サンビースト 牡2黒鹿55 松山 弘平�ターフ・スポート森田 直行 浦河 谷川牧場 524－ 2 〃 クビ 4．0�
611 フ ィ ロ ス 牝2鹿 54 藤岡 康太�高橋ファーム 西橋 豊治 日高 クリアファーム 452＋101：26．84 20．9�
816 ラフリッグフェル 牝2栗 54 藤岡 佑介 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 444＋221：27．11� 12．6�
36 メイショウカミング 牡2青鹿55 横山 武史松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 488＋321：27．31� 9．4	
713 コ ン ウ ィ 牡2鹿 55 	島 克駿中村 祐子氏 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 438－ 41：27．4クビ 2．7

59 マテンロウヒーロー 牡2栗 55 太宰 啓介寺田 秀樹氏 角田 晃一 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 21：27．5� 251．4�
47 ウインクルジニー 牝2鹿 54 秋山真一郎塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 442－ 41：27．6� 18．3�
12 トレボウソレイユ 牝2黒鹿 54

51 ▲団野 大成松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 450± 01：27．7� 72．5
23 
 カ ク シ ン 牡2黒鹿55 田中 勝春風早 信昭氏 森 秀行 米

Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

508± 0 〃 クビ 33．6�
11 ムーンパステイオー 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治木稲 安則氏 牧田 和弥 新冠 芳住 鉄兵 B466＋ 21：28．12� 79．6�
510 レインボーメイプル 牝2鹿 54 松若 風馬大島 豊彦氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 474－101：28．41� 66．7�
35 ア ナ ハ 牝2栗 54 藤井勘一郎安原 浩司氏 牧田 和弥 日高 坂東ファーム 406－ 2 〃 クビ 470．9�
612 ジョーアドヴァンス 牡2黒鹿55 国分 恭介上田けい子氏 中竹 和也 新冠 ハシモトフアーム 502＋ 81：28．5クビ 265．3�
48 マサハヤアン 牝2鹿 54 北村 友一中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 438± 01：28．92� 24．2�
714 ロードリアライズ 牡2栗 55 中井 裕二 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 上山牧場 472－ 21：30．17 314．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，772，300円 複勝： 61，616，200円 枠連： 18，036，100円
馬連： 87，062，200円 馬単： 42，709，400円 ワイド： 64，655，300円
3連複： 135，153，100円 3連単： 162，403，500円 計： 616，408，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 160円 � 530円 枠 連（2－8） 840円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，160円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 9，670円 3 連 単 ��� 48，620円

票 数

単勝票数 計 447723 的中 � 61556（3番人気）
複勝票数 計 616162 的中 � 88397（3番人気）� 123679（2番人気）� 22529（8番人気）
枠連票数 計 180361 的中 （2－8） 17080（3番人気）
馬連票数 計 870622 的中 �� 57478（3番人気）
馬単票数 計 427094 的中 �� 12303（7番人気）
ワイド票数 計 646553 的中 �� 37771（3番人気）�� 7555（22番人気）�� 9365（18番人気）
3連複票数 計1351531 的中 ��� 11171（26番人気）
3連単票数 計1624035 的中 ��� 2672（137番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―12．4―12．8―12．6―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．4―46．8―59．6―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．7―3F39．3
3 ・（4，10）15（6，11）（13，16）（1，3）（7，14）8，12－2－5，9 4 ・（4，15）（10，11）（6，13，16）－3，8（1，7）（12，14）－2－5，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アブレイズヒーロー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．11．24 京都15着

2017．6．10生 牡2黒鹿 母 シャインパーミット 母母 レミニセンス 3戦1勝 賞金 6，300，000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。
（非抽選馬） 4頭 スノートレイン号・トレーンベアラー号・ユキノグローリー号・ワイルドジャーニー号

第５回 阪神競馬 第９日
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



3409912月28日 晴 良 （1阪神5） 第9日 第3競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走11時05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
1：45．6
1：44．5

良
良

611 シルバーエース 牡2芦 55 吉田 隼人林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 468＋ 41：47．8 6．6�
24 ウインローズブーケ 牝2黒鹿 54

51 ▲団野 大成�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 420－101：48．22� 25．6�
48 ラヴィンフォール 牝2青鹿54 武 豊大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 ハナ 4．9�
11 � サマーエモーション 牝2鹿 54 横山 武史ゴドルフィン 大久保龍志 英 Godolphin 448＋ 61：48．3� 17．2�
817 ディヴィナシオン 牡2黒鹿55 川田 将雅一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 432＋ 2 〃 ハナ 2．9�
36 ウインジョイフル 牡2青鹿55 松若 風馬�ウイン 西園 正都 新ひだか 松田牧場 470＋ 8 〃 アタマ 26．0	
47 タニノヨセミテ 牝2鹿 54 幸 英明谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 408－ 41：48．61	 40．4

59 � ピラミッドムーン 牡2黒鹿55 北村 友一 �シルクレーシング 松永 幹夫 米

Burleson Farm
& McKenzie
Bloodstock

490－ 61：48．7� 27．6�
12 メイショウコジョウ 牡2鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 464－ 61：48．8クビ 10．6
510 キズナハイトーン 
2黒鹿55 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 水上 習孝 472－ 41：49．01� 115．6�
713 キッズヒヤミカチ 牡2青鹿55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 488＋ 41：49．1	 158．6�
23 ゴールデンスターズ 牡2栗 55 �島 克駿 �社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 01：49．2� 261．9�
816 ウォーターモースト 牡2鹿 55 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 厚真 大川牧場 450＋ 4 〃 アタマ 148．5�
818 メイショウハーラン 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 築紫 洋 430－101：49．3クビ 15．4�
714 ファスタザウインド 牡2黒鹿55 藤井勘一郎鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 西村 和夫 506－ 21：49．4� 50．3�
35 アズマエピカリス 牡2栗 55 藤岡 康太東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 530＋ 61：49．5� 10．6�
612 ガ マ ン 牡2黒鹿55 太宰 啓介杉澤 光雄氏 本田 優 新ひだか 前谷 武志 458－ 6 〃 クビ 236．3�
715 アビーシュート 牝2栗 54 横山 典弘瀬野尾裕久氏 千田 輝彦 浦河 三好牧場 510－ 21：51．6大差 254．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，074，600円 複勝： 69，960，700円 枠連： 22，009，200円
馬連： 78，604，000円 馬単： 37，137，800円 ワイド： 66，202，700円
3連複： 124，944，000円 3連単： 135，178，700円 計： 576，111，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 180円 � 600円 � 200円 枠 連（2－6） 7，470円

馬 連 �� 7，380円 馬 単 �� 12，570円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 790円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 11，220円 3 連 単 ��� 88，200円

票 数

単勝票数 計 420746 的中 � 52926（3番人気）
複勝票数 計 699607 的中 � 113293（2番人気）� 23490（9番人気）� 96918（3番人気）
枠連票数 計 220092 的中 （2－6） 2357（24番人気）
馬連票数 計 786040 的中 �� 8515（26番人気）
馬単票数 計 371378 的中 �� 2363（46番人気）
ワイド票数 計 662027 的中 �� 7558（26番人気）�� 23251（6番人気）�� 9341（20番人気）
3連複票数 計1249440 的中 ��� 8908（36番人気）
3連単票数 計1351787 的中 ��� 1226（256番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―34．7―46．8―59．2―1：11．5―1：23．1―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．3
3 6，11，17（1，9，18）（2，4，5，14）（8，16）7，13（10，15）12－3 4 ・（6，11）（1，17）（9，18）2（4，5，14）（8，16）－7，15（10，12）（13，3）

勝馬の
紹 介

シルバーエース �
�
父 ワールドエース �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2019．9．28 阪神3着

2017．4．11生 牡2芦 母 アイリッシュペコ 母母 Nordhock 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔その他〕 メイショウハーラン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウハーラン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年1月28日まで出走できない。
※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 エイシンマシーン号

3410012月28日 晴 稍重 （1阪神5） 第9日 第4競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走11時35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
1：23．0
1：23．0

重
重

47 パルディエス 牡2鹿 55 横山 武史吉田 照哉氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 458 ―1：27．1 11．0�
23 � プリモダルク 牝2鹿 54 藤岡 佑介�グランド牧場 藤原 英昭 米 Estate of Wil-

liam L. Currin 444 ―1：27．84 3．0�
11 � スマートコルザ 牝2栗 54 �島 克駿大川 徹氏 石坂 正 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

458 ―1：27．9	 34．7�
713� クリムゾンブリッツ 牡2鹿 55 武 豊�レッドマジック金成 貴史 英 Akira

Katayama 474 ―1：28．11
 6．8�
12 ジョーフォレスト 牡2栗 55 田中 勝春上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 478 ―1：28．31
 3．7	
612 ゴールデンアーク 牡2栗 55 秋山真一郎�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 448 ―1：28．62 37．9

36 メイショウマコモ 牡2黒鹿55 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 林 孝輝 474 ―1：28．7� 8．5�
816 ヘヴンプレミア 牡2黒鹿55 松田 大作天堀 忠博氏 森田 直行 新冠 村上 進治 442 ― 〃 クビ 177．3�
510 ハッピーミニスター 牡2黒鹿55 岩橋 勇二堀 祥子氏 池上 昌和 新ひだか 萩澤 泰博 462 ―1：28．91
 42．8

（佐賀）

35 カモントゥミー 牡2鹿 55 藤岡 康太薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 北洋牧場 508 ―1：29．0クビ 14．1�
815 キモンルビー 牝2栗 54 荻野 極小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 474 ―1：29．1	 195．5�

（コパノルビー）

611 メイショウサスライ 牡2黒鹿55 太宰 啓介松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 斉藤英牧場 484 ―1：30．37 171．9�
59 トキノハヤテ 牡2鹿 55 菱田 裕二田畑 富子氏 大根田裕之 浦河 秋場牧場 472 ―1：30．4クビ 70．5�
24 サクラサーブル 牡2黒鹿55 松山 弘平�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 534 ―1：30．71� 26．3�
48 スワッグレコード 牡2鹿 55 岩崎 翼水谷 昌晃氏 上村 洋行 新ひだか 久井牧場 442 ―1：31．55 75．9�
714 タマモビジュー 牝2鹿 54 中井 裕二タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 430 ―1：32．35 157．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，172，800円 複勝： 44，302，800円 枠連： 15，670，000円
馬連： 60，571，400円 馬単： 31，665，800円 ワイド： 45，467，300円
3連複： 87，386，800円 3連単： 109，722，600円 計： 434，959，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 270円 � 160円 � 670円 枠 連（2－4） 1，530円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，960円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 11，130円 3 連 単 ��� 70，440円

票 数

単勝票数 計 401728 的中 � 30630（5番人気）
複勝票数 計 443028 的中 � 40313（5番人気）� 95440（1番人気）� 13182（8番人気）
枠連票数 計 156700 的中 （2－4） 8169（6番人気）
馬連票数 計 605714 的中 �� 26441（6番人気）
馬単票数 計 316658 的中 �� 5836（15番人気）
ワイド票数 計 454673 的中 �� 18581（4番人気）�� 3920（30番人気）�� 8594（13番人気）
3連複票数 計 873868 的中 ��� 6277（33番人気）
3連単票数 計1097226 的中 ��� 1246（178番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．6―13．0―12．8―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―36．2―49．2―1：02．0―1：14．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パルディエス �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2017．3．19生 牡2鹿 母 サンクスアロット 母母 ディソサード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモビジュー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月28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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 エイシンアンヴァル号・エイシンシャンツェ号・オレンジペコ号・ココアブラウン号・コズミックランナー号・

サウンドヒーロー号・ザナイツ号・シュトライフリヒト号・タガノペルマネンテ号・ピエナハーブ号・
ファルサルス号・ベラール号・モズアスカ号・ロードローラー号・ワンダーチャオサオ号

※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。



3410112月28日 晴 良 （1阪神5） 第9日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時25分 （芝・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
2：00．4
1：58．9

良
良

810 サトノシャローム 牡2鹿 55 川田 将雅 �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 504 ―2：03．2 2．2�
22 シ ル ヴ ィ ス 牝2青鹿54 北村 友一大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 502 ―2：03．3� 3．5�
89 リヒトブリック 牡2青鹿55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 496 ― 〃 クビ 4．3�
55 レッドエーデル 牝2黒鹿54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 434 ―2：03．61� 13．0�
78 プ ラ ト ン 牡2青 55 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452 ―2：03．92 13．0�
33 ヴィクトリーレーン 牡2黒鹿55 藤岡 康太 	社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 464 ― 〃 ハナ 31．6

66 エ ト ヴ ァ ス 牝2鹿 54 高倉 稜薪浦 亨氏 杉山 晴紀 安平 吉田 三郎 454 ― 〃 ハナ 89．8�
77 モーニングレイン 牝2栗 54 吉田 隼人今村 明浩氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 454 ―2：04．64 74．2�
44 ハイパーステージ 牡2芦 55 国分 優作 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 436 ―2：04．7� 92．3
11 ルーセントスカイ 牡2鹿 55 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 安平 追分ファーム 502 ―2：05．65 82．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 65，227，600円 複勝： 59，337，800円 枠連： 16，409，400円
馬連： 74，427，500円 馬単： 52，406，600円 ワイド： 57，570，900円
3連複： 105，970，700円 3連単： 215，452，100円 計： 646，802，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（2－8） 220円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 160円 �� 180円 �� 230円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 1，510円

票 数

単勝票数 計 652276 的中 � 245456（1番人気）
複勝票数 計 593378 的中 � 204046（1番人気）� 122846（2番人気）� 99072（3番人気）
枠連票数 計 164094 的中 （2－8） 58879（1番人気）
馬連票数 計 744275 的中 �� 184180（1番人気）
馬単票数 計 524066 的中 �� 69375（1番人気）
ワイド票数 計 575709 的中 �� 101605（1番人気）�� 81550（2番人気）�� 56262（3番人気）
3連複票数 計1059707 的中 ��� 222251（1番人気）
3連単票数 計2154521 的中 ��� 113690（1番人気）

ハロンタイム 13．3―11．1―12．5―12．6―12．9―12．8―12．5―12．0―11．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．4―36．9―49．5―1：02．4―1：15．2―1：27．7―1：39．7―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5
1
3
1，4，10－9，5－（3，8）2，7，6
1，4－10，3（2，9）（6，5）8，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノシャローム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 O’Reilly 初出走

2017．2．7生 牡2鹿 母 シャムロッカー 母母 Bohemian Blues 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※モーニングレイン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3410212月28日 晴 良 （1阪神5） 第9日 第6競走 ��
��1，800�2歳1勝クラス

発走12時55分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：45．6
1：44．5

良
良

78 ク リ ス テ ィ 牝2芦 54 吉田 隼人薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ
アーム 480－101：47．8 4．0�

55 アリストテレス 牡2鹿 55 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：48．01� 7．2�
11 レザネフォール 牡2黒鹿55 川田 将雅前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋14 〃 ハナ 6．0�
79 エカテリンブルク 牡2青鹿55 武 豊吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526＋16 〃 クビ 4．0�
811 ア カ イ イ ト 牝2青鹿54 北村 友一岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 492－ 2 〃 ハナ 15．3�
67 メイショウラツワン 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 474－ 41：48．21� 148．9�
33 チュウワノキセキ 牡2鹿 55 藤岡 康太中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 470± 01：48．41� 7．2	
810 ディアマンミノル 牡2栗 55 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 466＋ 21：49．03� 6．9

22 フルートフルデイズ 牝2黒鹿 54

51 ▲団野 大成飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 458－ 21：49．1� 359．0�
66 レッドアダン 牡2鹿 55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 452－ 41：49．31� 30．7
44 	 スターオブグリーン 牡2黒鹿55 岩橋 勇二光安 了氏 池田 忠好 浦河 栄進牧場 440－191：50．36 589．4�

（佐賀） （佐賀）

（11頭）

売 得 金
単勝： 78，576，100円 複勝： 107，517，000円 枠連： 20，713，000円
馬連： 135，232，000円 馬単： 62，759，800円 ワイド： 89，174，900円
3連複： 167，075，800円 3連単： 258，667，000円 計： 919，715，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 180円 � 170円 枠 連（5－7） 670円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 440円 �� 470円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 10，810円

票 数

単勝票数 計 785761 的中 � 163551（1番人気）
複勝票数 計1075170 的中 � 198538（2番人気）� 147229（4番人気）� 158398（3番人気）
枠連票数 計 207130 的中 （5－7） 24410（3番人気）
馬連票数 計1352320 的中 �� 103102（3番人気）
馬単票数 計 627598 的中 �� 23796（4番人気）
ワイド票数 計 891749 的中 �� 54380（5番人気）�� 51117（6番人気）�� 34609（11番人気）
3連複票数 計1670758 的中 ��� 50555（10番人気）
3連単票数 計2586670 的中 ��� 19127（19番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．3―12．6―12．1―11．6―11．0―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．1―49．7―1：01．8―1：13．4―1：24．4―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 7，8（5，1，6）（2，9）（4，3，11）－10 4 ・（7，8）6（5，1）（2，9）3（4，11）－10

勝馬の
紹 介

ク リ ス テ ィ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．20 中京2着

2017．4．7生 牝2芦 母 ホワイトアルバム 母母 マッキーロイヤル 5戦2勝 賞金 21，850，000円
※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。



3410312月28日 晴 稍重 （1阪神5） 第9日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

816 ハギノアトラス 牡3栗 56 川田 将雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 498＋ 61：54．2 2．9�
815 ハイパーノヴァ �5栃栗57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 500＋241：54．3� 5．9�
713 モダスオペランディ 牡3鹿 56 和田 竜二ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520± 0 〃 クビ 14．6�
23 マイサンシャイン 牡3栗 56

53 ▲団野 大成三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 470－ 41：54．83 5．7�
24 キタサンチャンドラ 牡3鹿 56 加藤 祥太�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460± 01：54．9	 30．0�
48 ティボリドライヴ 牝3栗 54 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 472＋ 61：55．0	 40．9	
36 アナザーラブソング 牡3栗 56 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス
 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 6 〃 クビ 17．1�
612 オンワードセルフ 牡3鹿 56 北村 友一樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 492＋ 51：55．21
 112．2�
714 メイショウカスガ 牝3栗 54 荻野 極松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 460± 01：55．3	 6．5
35 ワインレッドローズ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 474± 01：55．4� 38．9�
12 ユノディエール 牡5鹿 57 古川 吉洋ロイヤルパーク 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：55．93 12．8�
611 メイショウバンカラ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 516－ 21：56．96 17．4�
47 レクスミノル 牡3栗 56 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482－ 2 〃 クビ 29．7�
59 � スフィーダグリーン 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 538－ 61：57．0クビ 304．1�
510� トウシンカイザー 牡4鹿 57 吉田 隼人
サトー 村山 明 千歳 社台ファーム 502＋ 71：57．21	 206．3�
11 カ リ ン カ 牝4黒鹿55 松山 弘平寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 434－101：57．3	 56．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，586，000円 複勝： 83，404，300円 枠連： 30，205，700円
馬連： 114，887，500円 馬単： 53，163，000円 ワイド： 94，040，700円
3連複： 184，864，700円 3連単： 203，113，300円 計： 818，265，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 230円 � 370円 枠 連（8－8） 980円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 480円 �� 660円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 13，010円

票 数

単勝票数 計 545860 的中 � 149726（1番人気）
複勝票数 計 834043 的中 � 177666（1番人気）� 87272（4番人気）� 46480（6番人気）
枠連票数 計 302057 的中 （8－8） 24563（3番人気）
馬連票数 計1148875 的中 �� 100902（1番人気）
馬単票数 計 531630 的中 �� 25163（2番人気）
ワイド票数 計 940407 的中 �� 54193（3番人気）�� 38048（5番人気）�� 18859（13番人気）
3連複票数 計1848647 的中 ��� 47119（5番人気）
3連単票数 計2031133 的中 ��� 12484（14番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．5―12．8―12．4―12．6―12．5―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．3―51．1―1：03．5―1：16．1―1：28．6―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノアトラス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．10．14 京都7着

2016．5．7生 牡3栗 母 ハギノアーク 母母 ハギノスプレンダー 9戦2勝 賞金 17，550，000円
〔制裁〕 キタサンチャンドラ号の騎手加藤祥太は，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10，000円。（被害馬：14

番）

3410412月28日 晴 良 （1阪神5） 第9日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走14時00分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．3

良
良

23 リュクスポケット 牡4栗 57 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 520＋201：35．6 13．1�
36 ナンヨープランタン 牡4黒鹿57 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458± 01：36．02� 3．7�
12 メイショウクライム 	3鹿 56 幸 英明松本 好�氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム 446－161：36．1� 49．9�
714 ロードラナキラ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 462－ 2 〃 クビ 16．8�
59 ウォーターブレイク 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣山岡 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 472＋16 〃 アタマ 50．0	
818 サトノウィザード 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 B490＋121：36．2クビ 2．9

510 ラ シ ェ ー ラ 牝3鹿 54 松山 弘平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 448－ 6 〃 ハナ 12．0�
35 
 リーピングリーズン 牝3青鹿 54

51 ▲団野 大成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 488－ 41：36．3� 119．4�
11 ホッコーメヴィウス 	3鹿 56 荻野 極北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456－ 41：36．4� 20．7
611 マイネルウィルトス 牡3黒鹿56 国分 優作 �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 466＋ 41：36．61� 4．2�
612 ミ ア グ ア 牝4青鹿55 菱田 裕二五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 456－ 41：36．7� 38．0�
715
 チューダーローズ 牝3鹿 54 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 谷川牧場 480－ 4 〃 クビ 408．9�
48 キセキノカガヤキ 牝3黒鹿54 藤井勘一郎ライオンレースホース� 小崎 憲 洞�湖 レイクヴィラファーム 444＋14 〃 ハナ 220．7�
817 クロランサス 牝3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 400－ 61：36．8� 27．9�
24 ディープウォーリア 	5黒鹿 57

54 ▲三津谷隼人中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下
ファーム 456－ 21：37．01� 381．5�

47 センティフォリア 牝4黒鹿55 国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 440＋ 8 〃 ハナ 256．5�

816
 ディレットーレ 	5黒鹿 57
54 ▲亀田 温心米井 勝氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 61：37．21� 105．5�
713
 ネルソンタッチ 牡3芦 56 高倉 稜谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 アタマ 163．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 71，165，500円 複勝： 89，325，700円 枠連： 32，473，600円
馬連： 134，244，600円 馬単： 64，522，700円 ワイド： 101，938，900円
3連複： 194，537，900円 3連単： 237，682，700円 計： 925，891，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 330円 � 160円 � 970円 枠 連（2－3） 2，800円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 800円 �� 5，500円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 23，640円 3 連 単 ��� 135，810円

票 数

単勝票数 計 711655 的中 � 43323（5番人気）
複勝票数 計 893257 的中 � 63950（5番人気）� 200804（1番人気）� 18166（11番人気）
枠連票数 計 324736 的中 （2－3） 9261（15番人気）
馬連票数 計1342446 的中 �� 49180（5番人気）
馬単票数 計 645227 的中 �� 9459（21番人気）
ワイド票数 計1019389 的中 �� 35533（5番人気）�� 4761（42番人気）�� 10204（27番人気）
3連複票数 計1945379 的中 ��� 6583（67番人気）
3連単票数 計2376827 的中 ��� 1400（352番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．4―12．1―12．2―11．4―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．7―37．1―49．2―1：01．4―1：12．8―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リュクスポケット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．9．17 阪神1着

2015．1．18生 牡4栗 母 コ ン カ ラ ン 母母 ク バ タ ー 13戦2勝 賞金 24，417，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アメリカンウェイク号・キングオブコージ号・マイエンフェルト号



3410512月28日 晴 稍重 （1阪神5） 第9日 第9競走 ��
��1，400�

は る ま ち づ き

春 待 月 賞
発走14時30分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

714 グランソヴァール 牡3芦 56 武 豊広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 518＋101：24．6 8．6�
815 ライトオブピース 牡5鹿 57 和田 竜二前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484± 0 〃 クビ 91．9�
23 � ヒルノサルバドール 牡6栗 57 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 456＋ 4 〃 アタマ 6．2�
713 ケイアイターコイズ 牡3芦 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 528＋ 8 〃 ハナ 3．9�
611 コマノバルーガ 牡3鹿 56 加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 474－ 41：24．8	 8．2�
47 スズカモナミ 牝5鹿 55 川又 賢治永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 430－ 41：24．9
 117．9	
12 ヨドノビクトリー 牡5鹿 57 川田 将雅海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 508＋ 61：25．11� 6．8

35 ミッキーマインド 牡4鹿 57 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 474＋ 81：25．31
 52．5�
36 アオイツヤヒメ 牝3鹿 54 藤井勘一郎鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 村上 欽哉 464－ 41：25．72
 57．9�
24 � シュプリームゾーン 牡5黒鹿57 古川 吉洋村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 518＋ 81：25．8クビ 40．8
48 メリッサーニ 牝4鹿 55 横山 武史�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：25．9
 104．9�
816 ロイヤルバローズ 牡4鹿 57 北村 友一猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 470＋ 81：26．0
 5．8�
612 オウケンドーン 牡3鹿 56 松山 弘平福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B480－101：26．1
 5．8�
510 タイガーアチーヴ 牡3鹿 56 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 �川 啓一 470＋221：26．63 155．0�
11 アイアムジュピター 牡5鹿 57 幸 英明堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 502± 0 〃 ハナ 112．6�
59 カシノティーダ 牝3青鹿54 高倉 稜柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 496＋ 81：29．5大差 249．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，582，800円 複勝： 121，383，300円 枠連： 40，212，300円
馬連： 175，092，300円 馬単： 72，727，600円 ワイド： 117，093，600円
3連複： 262，833，000円 3連単： 303，884，700円 計： 1，165，809，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 320円 � 1，830円 � 220円 枠 連（7－8） 790円

馬 連 �� 24，880円 馬 単 �� 48，320円

ワ イ ド �� 10，680円 �� 1，400円 �� 7，940円

3 連 複 ��� 75，580円 3 連 単 ��� 562，740円

票 数

単勝票数 計 725828 的中 � 67495（7番人気）
複勝票数 計1213833 的中 � 101313（7番人気）� 14115（12番人気）� 171260（2番人気）
枠連票数 計 402123 的中 （7－8） 40397（2番人気）
馬連票数 計1750923 的中 �� 5628（43番人気）
馬単票数 計 727276 的中 �� 1204（79番人気）
ワイド票数 計1170936 的中 �� 2871（65番人気）�� 22967（21番人気）�� 3869（55番人気）
3連複票数 計2628330 的中 ��� 2782（149番人気）
3連単票数 計3038847 的中 ��� 432（887番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．1―12．4―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．2―46．3―58．7―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランソヴァール �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2018．10．13 東京3着

2016．3．25生 牡3芦 母 スイートマカロン 母母 Pastel Colour 9戦3勝 賞金 33，825，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
〔制裁〕 ケイアイターコイズ号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノティーダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月28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17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アスターソード号
（非抽選馬）16頭 オレノマニラ号・オーパキャマラード号・キクノウェスター号・クインズマラクータ号・グトルフォス号・

クリムズンフラッグ号・ケルティックソード号・シアワセデス号・ホイールバーニング号・ミスティック号・
メイショウダブル号・メイショウバイタル号・メイショウラビエ号・ライナス号・ランバージャック号・レナータ号

3410612月28日 晴 良 （1阪神5） 第9日 第10競走 ��
��2，000�フォーチュンカップ

発走15時05分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．12．28以降1．12．22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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

510 ヒンドゥタイムズ 牡3鹿 56 川田 将雅 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464＋ 82：01．0 2．3�
816 プライドランド 牡3芦 54 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：01．21� 4．3�
59 ショウナンバルディ 牡3黒鹿54 �島 克駿国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 436± 02：01．52 17．3�
11 ラクローチェ 牡3鹿 54 幸 英明畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 458＋ 22：01．6	 13．6�
12 ムーンレイカー 牡4鹿 56 松山 弘平門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 482＋102：01．7	 15．1�
713 ヴ ィ ン ト 牡3鹿 54 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 528－ 22：01．91� 25．2	
611 カフジジュピター 牡3鹿 53 川又 賢治加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 448＋ 22：02．11 42．2

35 ダイナミックアロー 牡6鹿 53 菱田 裕二小川 勲氏 作田 誠二 浦河 杵臼斉藤牧場 508＋ 82：02．2
 34．8�
815 イノセントミューズ 牝3鹿 52 武 豊 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 488＋262：02．41 7．8�
714 スズカフューラー 牡5栗 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 432＋ 22：02．5
 98．7
36 スパイクナード 牝5黒鹿51 酒井 学前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454± 0 〃 ハナ 36．0�
612 メ ガ フ レ ア 牡5黒鹿54 吉田 隼人宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 488＋ 2 〃 クビ 82．6�
23 ニューポート 牡3黒鹿54 中谷 雄太馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 ハナ 10．9�
24 � ケージーキンカメ 牡8黒鹿53 古川 吉洋岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 482± 02：02．6	 148．0�
48 ギ ル マ 牡3鹿 53 荻野 極杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 490＋102：02．91	 172．0�
47 アルファライズ 牝3青鹿52 藤岡 康太松岡 隆雄氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 448± 02：03．32	 36．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，659，700円 複勝： 110，966，600円 枠連： 52，624，900円
馬連： 195，481，300円 馬単： 88，558，300円 ワイド： 135，429，800円
3連複： 302，130，800円 3連単： 391，760，200円 計： 1，356，611，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 160円 � 360円 枠 連（5－8） 320円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 270円 �� 690円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 7，710円

票 数

単勝票数 計 796597 的中 � 269516（1番人気）
複勝票数 計1109666 的中 � 300230（1番人気）� 188022（2番人気）� 52417（7番人気）
枠連票数 計 526249 的中 （5－8） 128897（1番人気）
馬連票数 計1954813 的中 �� 282171（1番人気）
馬単票数 計 885583 的中 �� 84079（1番人気）
ワイド票数 計1354298 的中 �� 157725（1番人気）�� 48414（6番人気）�� 23639（13番人気）
3連複票数 計3021308 的中 ��� 92955（5番人気）
3連単票数 計3917602 的中 ��� 40610（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．8―49．2―1：01．5―1：13．9―1：26．1―1：37．8―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒンドゥタイムズ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．12．2 阪神1着

2016．4．4生 牡3鹿 母 マハーバーラタ 母母 マ ハ ー ブ 7戦3勝 賞金 52，886，000円

１レース目



3410712月28日 曇 稍重 （1阪神5） 第9日 第11競走 ��
��1，800�ベテルギウスステークス（Ｌ）

発走15時45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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

47 ワイルドカード 牡5鹿 56 川田 将雅ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 548＋ 21：51．7 4．0�

510 ス マ ハ マ 牡4栗 57 藤岡 佑介�山紫水明 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 532＋ 41：51．91	 2．0�
59 デザートスネーク 
5鹿 56 松田 大作石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 482－ 41：52．11	 27．6�
611 ダンツゴウユウ 牡5栗 56 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 476＋141：52．52� 13．3�
12 クインズサターン 牡6芦 57 武 豊亀田 和弘氏 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 486＋111：52．6クビ 11．0�
11 バ レ ッ テ ィ 
5鹿 56 吉田 隼人 	社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 504－ 21：52．81� 60．6

612 メイプルブラザー 牡5栗 56 和田 竜二節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 498＋ 21：53．11� 22．6�
816 ジョルジュサンク 牡6栗 56 川須 栄彦 �CHEVAL AT-

TACHE 島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 530－ 21：53．2クビ 370．2�
713 ブラックバゴ 牡7黒鹿57 柴山 雄一 	シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：53．41	 170．0
815 サトノプライム 牡5鹿 56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 504＋ 2 〃 クビ 34．6�
35 コマビショウ 牡4黒鹿56 藤岡 康太小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 498＋10 〃 ハナ 7．3�
36 タムロミラクル 牡7青鹿57 田中 勝春谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 476＋ 6 〃 ハナ 246．6�
714 メイショウウタゲ 牡8栗 59 島 克駿松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 516＋ 41：53．61	 208．4�
23 マイネルクラース 牡5鹿 56 横山 武史 �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 B470＋ 61：53．7クビ 55．6�
24 � ク ロ ス ケ 牡4青鹿56 松山 弘平助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 大狩部牧場 450－101：53．8� 22．1�
48 カ ラ ク プ ア 
6黒鹿56 幸 英明�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B488＋ 81：53．9� 68．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 150，275，500円 複勝： 188，398，700円 枠連： 72，753，200円
馬連： 391，126，800円 馬単： 175，784，400円 ワイド： 252，821，900円
3連複： 622，342，600円 3連単： 936，426，400円 計： 2，789，929，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 120円 � 390円 枠 連（4－5） 490円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，140円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 16，570円

票 数

単勝票数 計1502755 的中 � 295666（2番人気）
複勝票数 計1883987 的中 � 355623（2番人気）� 543970（1番人気）� 77012（8番人気）
枠連票数 計 727532 的中 （4－5） 116690（1番人気）
馬連票数 計3911268 的中 �� 562610（1番人気）
馬単票数 計1757844 的中 �� 101770（3番人気）
ワイド票数 計2528219 的中 �� 313760（1番人気）�� 52163（12番人気）�� 76804（9番人気）
3連複票数 計6223426 的中 ��� 144780（7番人気）
3連単票数 計9364264 的中 ��� 45192（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―37．8―50．3―1：02．9―1：15．6―1：27．7―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワイルドカード �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．1．28 東京1着

2014．2．25生 牡5鹿 母 パーフェクトチャンス 母母 Win Crafty Lady 12戦6勝 賞金 111，519，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の26頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）26頭 アップクォーク号・ヴァニラアイス号・エルデュクラージュ号・オウケンワールド号・コスモカナディアン号・

コパノチャーリー号・サイモンラムセス号・サンデーウィザード号・ジョーダンキング号・スウィングビート号・
スワーヴアラミス号・ダイシンバルカン号・ダノングレース号・テーオーフォース号・トラキチシャチョウ号・
ナムラアラシ号・ニシノラッシュ号・バイラ号・ビルジキール号・ヒロブレイブ号・ペイシャフェリシタ号・
ホーリーブレイズ号・ヨシオ号・ラインシュナイダー号・ランガディア号・ロードアルペジオ号

3410812月28日 曇 良 （1阪神5） 第9日 第12競走 ��
��1，200�2019ファイナルステークス

発走16時25分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

611 エイティーンガール 牝3青鹿54 武 豊中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 446－ 61：09．5 3．7�
47 ディーパワンサ 牝5栗 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：09．92� 55．2�
36 ショウナンタイガ 牡3鹿 56 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 480＋101：10．0	 11．6�
11 ニシノキントウン 牡4黒鹿57 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 468＋ 2 〃 アタマ 41．7�
713 スギノヴォルケーノ 牡3鹿 56 和田 竜二杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 496＋12 〃 クビ 5．1�
816 ブライティアレディ 牝6青鹿55 秋山真一郎小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 440－ 2 〃 ハナ 8．3	
48 マイネルパラディ 
5芦 57 国分 恭介 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 474＋181：10．1クビ 41．3�
23 イサチルホープ 牡7栗 57 菱田 裕二小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 484－ 2 〃 クビ 24．1�
815 ダノンジャスティス 牡3鹿 56 川田 将雅
ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：10．31 3．5
35 レーヴムーン 牡6黒鹿57 藤岡 康太ニットー商事
 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 492＋ 6 〃 アタマ 27．7�
612 バーミーブリーズ 牝5鹿 55 西田雄一郎吉田 照哉氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 ハナ 21．4�
59 キラーコンテンツ 牡5鹿 57 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 490± 01：10．4	 11．5�
24 スカイパッション 牝7栗 55 藤懸 貴志小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 458－ 61：10．5� 294．0�
510 ラフィングマッチ 牡4栗 57 太宰 啓介
ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 B482－ 61：10．71� 114．8�
714 フェルトベルク 牝5鹿 55 団野 大成加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 438－ 41：11．01	 115．2�

（15頭）
12 クインズチャパラ 牝4鹿 55 藤岡 佑介亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 184，122，300円 複勝： 215，069，900円 枠連： 91，492，300円 馬連： 383，986，100円 馬単： 174，618，100円
ワイド： 269，733，300円 3連複： 611，497，300円 3連単： 890，152，400円 5重勝： 739，665，900円 計： 3，560，337，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 1，130円 � 330円 枠 連（4－6） 3，970円

馬 連 �� 12，410円 馬 単 �� 19，310円

ワ イ ド �� 4，090円 �� 900円 �� 6，420円

3 連 複 ��� 38，900円 3 連 単 ��� 189，690円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山11R／阪神11R／中山12R／阪神12R

キャリーオーバー なし����� 39，440円

票 数

単勝票数 差引計1841223（返還計 1211） 的中 � 393167（2番人気）
複勝票数 差引計2150699（返還計 1290） 的中 � 390785（2番人気）� 39249（12番人気）� 162395（6番人気）
枠連票数 差引計 914923（返還計 50） 的中 （4－6） 18405（12番人気）
馬連票数 差引計3839861（返還計 10729） 的中 �� 24752（33番人気）
馬単票数 差引計1746181（返還計 3824） 的中 �� 7234（52番人気）
ワイド票数 差引計2697333（返還計 6265） 的中 �� 17183（41番人気）�� 83917（8番人気）�� 10870（50番人気）
3連複票数 差引計6114973（返還計 31223） 的中 ��� 12574（103番人気）
3連単票数 差引計8901524（返還計 47020） 的中 ��� 3754（467番人気）
5重勝票数 差引計7396659（返還計 39888） 的中 ����� 15001

ハロンタイム 12．7―11．0―11．2―11．4―11．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―34．9―46．3―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイティーンガール �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．6．23 阪神4着

2016．4．14生 牝3青鹿 母 センターグランタス 母母 センターライジング 11戦4勝 賞金 57，880，000円
〔出走取消〕 クインズチャパラ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 キラーコンテンツ号は，馬場入場後に右後肢落鉄。発走時刻5分遅延。
※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 インスピレーション号・エンゲルヘン号・クラウンルシフェル号・コロラトゥーレ号・スリーケープマンボ号

３レース目 ５レース目



（1阪神5）第9日 12月28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 184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

233，290，000円
5，180，000円
24，950，000円
2，010，000円
25，710，000円
78，921，000円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
931，225，100円
1，258，370，300円
430，391，200円
1，905，068，500円
902，426，400円
1，359，086，600円
2，922，700，700円
4，020，688，400円
739，665，900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 14，469，623，100円

総入場人員 23，960名 （有料入場人員 21，859名）



令和1年度 第5回阪神競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，471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

2，267，380，000円
44，000，000円
234，030，000円
17，450，000円
261，630，000円
632，660，000円
41，310，800円
14，121，600円

勝馬投票券売得金
7，731，559，800円
10，307，863，600円
3，101，184，700円
15，312，426，600円
7，423，466，200円
10，321，852，300円
23，027，847，000円
35，634，170，700円
2，565，214，600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 115，425，585，500円

総入場延人員 220，891名 （有料入場延人員 176，557名）
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