
3407312月23日 晴 不良 （28阪神5）第7日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

610 ナムラミルク 牝2鹿 54
51 ▲荻野 極奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 454－ 21：54．4 69．3�

22 メイショウササユリ 牝2黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 490＋101：54．5� 9．7�
34 トウカイシュテルン 牝2鹿 54 国分 恭介内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 474± 01：54．6� 4．9�
711 シンボリブーケ 牝2鹿 54 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 466－ 41：55．23� 6．5�
69 プリンセスヨウク 牝2鹿 54 C．ルメールライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 438＋ 21：55．52 2．3�
58 プ ロ ー チ ダ 牝2黒鹿54 北村 友一	谷口牧場 今野 貞一 浦河 谷口牧場 454± 01：55．71� 8．1

45 シェッドラスター 牝2鹿 54 田中 健 	社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 456－ 61：59．2大差 26．0�
814 ディストワリリー 牝2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太西川 茂樹氏 北出 成人 新ひだか 高橋フアーム 458± 02：01．5大差 237．8�
712 シャンノース 牝2栗 54

51 ▲坂井 瑠星水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 480－102：02．67 14．0
11 クリノゼノビア 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 404－18 （競走中止） 209．7�
33 マダムストーリー 牝2鹿 54 国分 優作	ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 市川フアーム 432＋ 2 （競走中止） 60．0�
46 ヤマニンフィオレロ 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 日高 道見牧場 460＋ 4 （競走中止） 23．9�
57 エスケーレア 牝2芦 54 古川 吉洋菅藤 宗一氏 木原 一良 新冠 村上 欽哉 496＋ 6 （競走中止） 22．7�
813 ワタシノロザリオ 牝2青鹿54 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 430± 0 （競走中止） 141．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，726，000円 複勝： 36，496，700円 枠連： 10，925，200円
馬連： 49，558，800円 馬単： 26，215，400円 ワイド： 31，022，100円
3連複： 68，521，400円 3連単： 93，963，000円 計： 340，428，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，930円 複 勝 � 1，470円 � 250円 � 180円 枠 連（2－6） 1，130円

馬 連 �� 27，350円 馬 単 �� 56，820円

ワ イ ド �� 5，960円 �� 2，790円 �� 590円

3 連 複 ��� 21，070円 3 連 単 ��� 237，360円

票 数

単勝票数 計 237260 的中 � 2735（11番人気）
複勝票数 計 364967 的中 � 4876（10番人気）� 38225（4番人気）� 66682（2番人気）
枠連票数 計 109252 的中 （2－6） 7435（5番人気）
馬連票数 計 495588 的中 �� 1494（42番人気）
馬単票数 計 262154 的中 �� 346（94番人気）
ワイド票数 計 310221 的中 �� 1279（44番人気）�� 2768（31番人気）�� 14598（6番人気）
3連複票数 計 685214 的中 ��� 2438（63番人気）
3連単票数 計 939630 的中 ��� 287（542番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．6―12．3―12．7―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�
12．7―23．8―37．4―49．7―1：02．4―1：15．1―1：27．8―1：41．0

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラミルク �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．11．20 京都9着

2014．5．4生 牝2鹿 母 ナムララピス 母母 コスモトップレディ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 エスケーレア号は，競走中に疾病〔左手根骨粉砕骨折〕を発症し，4コーナーで転倒したため競走中止。

ヤマニンフィオレロ号・クリノゼノビア号・マダムストーリー号は，4コーナーで，転倒した「エスケーレア」号の影響を受け，転
倒したため競走中止。
ワタシノロザリオ号は，4コーナーで，転倒した「エスケーレア」号の影響を受け，騎手が落馬したため競走中止。

〔その他〕 ディストワリリー号は，4コーナーで，転倒した「エスケーレア」号の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適
用を除外。
シャンノース号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。

〔鼻出血による出走制限〕 シャンノース号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年1月23日まで出走できない。

3407412月23日 晴 不良 （28阪神5）第7日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時30分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

11 アタックバイオ 牡2鹿 55 川田 将雅バイオ� 藤原 英昭 平取 坂東牧場 476－ 41：12．1 1．3�
47 ミツルファミリー 牡2鹿 55 和田 竜二泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 502＋ 41：12．52� 19．6�
712 キンシノスパーク 牡2栗 55 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 480± 01：12．81� 69．1�
610	 モズメイダン 牡2鹿 55 中谷 雄太 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 KatieRich

Farms 470－ 2 〃 クビ 8．7�
22 ハクユウマックス 牡2栗 55 松若 風馬 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 松田 一夫 496＋121：12．9� 29．9�
23 フジノアカネ 牡2鹿 55 竹之下智昭山本 茂氏 西橋 豊治 浦河 村下農場 496± 01：13．0� 36．3	
815 テイエムアカツキ 牡2栗 55

52 ▲荻野 極竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 498＋ 8 〃 アタマ 5．9

58 ト ダ メ チ ャ 牡2黒鹿55 松田 大作名古屋友豊� 木原 一良 新冠 松浦牧場 444± 01：13．21
 184．8�
59 アイアンラスティー 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 402－ 81：13．94 127．1�
35 シゲルビッグホーン 牝2栗 54

53 ☆�島 克駿森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 松本牧場 450－ 41：14．0クビ 23．5
34 マ サ ル 牡2栗 55 菱田 裕二竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 村山 光弘 446＋ 2 〃 クビ 61．0�
814 アハデコノヨヲ 牝2黒鹿54 幸 英明内田 玄祥氏 大根田裕之 新ひだか 小野 秀治 444－ 41：14．1� 90．9�
611 クリノカエサル 牡2鹿 55

53 △城戸 義政栗本 博晴氏 飯田 雄三 浦河 木村牧場 468－ 21：14．2クビ 266．8�
713 スイーティパイ 牝2栗 54 荻野 琢真�ミルファーム 大江原 哲 日高 天羽牧場 470－ 61：15．58 321．7�
46 サトノフレイム 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星里見 治氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 500± 01：18．8大差 72．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，556，300円 複勝： 114，856，500円 枠連： 15，069，100円
馬連： 57，179，200円 馬単： 41，600，600円 ワイド： 35，988，000円
3連複： 74，455，000円 3連単： 144，229，200円 計： 518，933，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 290円 � 780円 枠 連（1－4） 1，010円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，900円 �� 6，570円

3 連 複 ��� 17，920円 3 連 単 ��� 39，170円

票 数

単勝票数 計 355563 的中 � 209747（1番人気）
複勝票数 計1148565 的中 � 880976（1番人気）� 28234（5番人気）� 8747（10番人気）
枠連票数 計 150691 的中 （1－4） 11549（5番人気）
馬連票数 計 571792 的中 �� 34615（4番人気）
馬単票数 計 416006 的中 �� 22896（4番人気）
ワイド票数 計 359880 的中 �� 17686（4番人気）�� 4754（17番人気）�� 1337（45番人気）
3連複票数 計 744550 的中 ��� 3115（46番人気）
3連単票数 計1442292 的中 ��� 2669（100番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―11．8―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．8―46．6―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．3
3 ・（4，1）（5，15）（2，7）8－9－10，12，3（13，14）11－6 4 1，4（2，7，15）5－8－9（10，12）－3－14，11，13＝6

勝馬の
紹 介

アタックバイオ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2016．12．10 阪神2着

2014．1．27生 牡2鹿 母 シアリアスバイオ 母母 コミニュケーション 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時40分に変更。
〔制裁〕 ミツルファミリー号の騎手和田竜二は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノフレイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月23日まで平地競走

に出走できない。

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23日 曇 不良 （28阪神5）第7日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時00分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．5
1：23．1

重
重

815 アンデスクイーン 牝2栗 54 藤岡 康太 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：24．4 1．2�
22 メイショウエイコウ 牡2鹿 55 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 432± 01：24．71� 93．5�
610 テ ソ ー ロ 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498＋141：24．8クビ 16．4�
59 メイショウアッパレ 牡2鹿 55

54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 484± 0 〃 クビ 53．8�
23 ヤマニンアンプリメ 牝2鹿 54 松若 風馬土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 458＋ 41：25．01 56．2�
46 シゲルカモシカ 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水丸牧場 448－ 4 〃 クビ 12．7	
814 マルカテノール 牡2鹿 55 武 豊日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 496＋101：25．74 16．3

11 ミステリーモリオン 牡2鹿 55 菱田 裕二田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 正 460－ 41：25．8クビ 9．7�
611 ディストワセブン 牡2黒鹿55 松山 弘平�岡 隆氏 作田 誠二 浦河 中村 雅明 462＋141：25．9� 20．9
35 メイショウユウワ 牝2栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 岡部牧場 434＋ 41：26．53� 107．2�
47 スナークメイファ 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 456＋ 21：26．71 115．8�
34 テイエムワンダフル 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 多田 善弘 448＋ 61：27．44 116．4�
712 フ ー ゴ 牝2鹿 54 和田 竜二宮田美恵子氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 448－ 21：27．61� 75．1�
713 エイシンフローラ 牝2青鹿54 川須 栄彦�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 470－ 81：27．7� 277．2�
58 シゲルシロトラ 牡2鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 安田 豊重 482－ 81：28．33� 50．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，478，200円 複勝： 145，354，600円 枠連： 15，183，200円
馬連： 56，027，500円 馬単： 39，422，600円 ワイド： 39，092，200円
3連複： 78，050，800円 3連単： 150，324，900円 計： 556，934，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 1，180円 � 230円 枠 連（2－8） 2，040円

馬 連 �� 5，430円 馬 単 �� 6，680円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 310円 �� 9，980円

3 連 複 ��� 14，530円 3 連 単 ��� 56，670円

票 数

単勝票数 計 334782 的中 � 211380（1番人気）
複勝票数 計1453546 的中 � 1209116（1番人気）� 4930（12番人気）� 34827（4番人気）
枠連票数 計 151832 的中 （2－8） 5751（7番人気）
馬連票数 計 560275 的中 �� 8494（13番人気）
馬単票数 計 394226 的中 �� 4426（17番人気）
ワイド票数 計 390922 的中 �� 5303（17番人気）�� 37703（3番人気）�� 905（60番人気）
3連複票数 計 780508 的中 ��� 4027（43番人気）
3連単票数 計1503249 的中 ��� 1923（148番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―47．4―59．9―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンデスクイーン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．10．23 京都16着

2014．5．3生 牝2栗 母 レイナカスターニャ 母母 ナ ス カ 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時05分に変更。

3407612月23日 曇 重 （28阪神5）第7日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時30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� コースレコード

中央レコード
1：46．2
1：45．9

良
良

22 マイスタイル 牡2鹿 55 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 458－ 41：49．0 6．3�
56 マスターコード 牡2黒鹿55 M．バルザローナ�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 21：49．31� 78．4�
（仏）

711 マイネルプラヌール 牡2鹿 55 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 422± 01：49．61� 149．8�
（独）

11 グラットシエル 牡2黒鹿55 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 500＋101：49．7� 3．6�
710 キラービューティ 牝2栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：49．8� 4．3	
57 グラニーズチップス 牝2芦 54 V．シュミノー �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474－ 21：49．9� 5．1


（仏）

68 レッドストーリア 牝2鹿 54 松若 風馬 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 404－ 8 〃 クビ 8．1�
44 メイショウテンシャ 牡2芦 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 464－ 2 〃 ハナ 11．8�
813 マイネルブロッケン 牡2青鹿55 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 B424＋ 81：50．0クビ 11．2
45 ホープフルスター 牡2栗 55 A．アッゼニ 前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 21：50．21� 16．6�
（英）

33 プティットクルール 牝2黒鹿54 古川 吉洋首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 424＋121：50．94 101．0�
812 ウ ェ ル カ ム 牡2黒鹿55 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 452± 01：51．32� 436．1�
69 ダイナマイトガイ 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 464－ 61：51．4� 107．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，453，400円 複勝： 65，015，900円 枠連： 14，600，900円
馬連： 76，575，300円 馬単： 36，299，800円 ワイド： 49，105，000円
3連複： 101，081，000円 3連単： 136，715，900円 計： 516，847，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 280円 � 2，390円 � 3，230円 枠 連（2－5） 2，390円

馬 連 �� 28，980円 馬 単 �� 38，450円

ワ イ ド �� 6，840円 �� 11，440円 �� 20，120円

3 連 複 ��� 403，240円 3 連 単 ��� 1，339，440円

票 数

単勝票数 計 374534 的中 � 47452（4番人気）
複勝票数 計 650159 的中 � 74890（4番人気）� 6508（9番人気）� 4765（11番人気）
枠連票数 計 146009 的中 （2－5） 4727（16番人気）
馬連票数 計 765753 的中 �� 2179（35番人気）
馬単票数 計 362998 的中 �� 708（65番人気）
ワイド票数 計 491050 的中 �� 1862（35番人気）�� 1108（54番人気）�� 628（60番人気）
3連複票数 計1010810 的中 ��� 188（207番人気）
3連単票数 計1367159 的中 ��� 74（1048番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．0―48．5―1：01．2―1：13．8―1：25．2―1：37．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイスタイル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．11．26 京都3着

2014．4．1生 牡2鹿 母 ファーストナイナー 母母 レディダンジグ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3407712月23日 晴 重 （28阪神5）第7日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時20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
2：00．8
1：59．8

良
良

78 シャイニーゲール 牡2鹿 55 C．ルメール 小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 466 ―2：05．4 4．8�
55 エイシンスレイマン 牡2鹿 55 武 豊�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 468 ―2：06．03� 2．6�
66 � ホワイトドラゴン 牡2白 55 川田 将雅窪田 康志氏 	島 一歩 米 Patchen Wilkes

Farm, LLC 500 ―2：06．21 11．1�
22 シャイニーピース 牡2鹿 55 田中 健小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 486 ― 〃 クビ 29．1�
79 ゼンノワスレガタミ 牡2鹿 55 A．アッゼニ 大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 474 ―2：06．62� 10．4�

（英）

67 スプリングボックス 牡2黒鹿55 V．シュミノー	田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 474 ― 〃 クビ 61．9

（仏）

810 ヴァントシルム 牡2鹿 55
52 ▲坂井 瑠星 �キャロットファーム 須貝 尚介 洞
湖 レイクヴィラファーム 482 ― 〃 ハナ 30．2�

11 ダノンスターズ 牡2黒鹿55 浜中 俊�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 440 ―2：07．13 17．9
44 エオヒップス 牡2青鹿55 福永 祐一前田 晋二氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500 ―2：07．95 6．2�
33 テイエムメガパワー 牡2青鹿55 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 482 ―2：08．11� 46．8�
811 ラ ラ オ ー ロ 牡2鹿 55 M．デムーロ�G1レーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 ハナ 6．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，661，400円 複勝： 48，665，300円 枠連： 13，652，200円
馬連： 62，504，900円 馬単： 31，641，400円 ワイド： 36，743，400円
3連複： 74，173，200円 3連単： 110，402，000円 計： 413，443，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 140円 � 270円 枠 連（5－7） 350円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 340円 �� 990円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 13，220円

票 数

単勝票数 計 356614 的中 � 58898（2番人気）
複勝票数 計 486653 的中 � 85090（2番人気）� 111307（1番人気）� 35438（6番人気）
枠連票数 計 136522 的中 （5－7） 29852（1番人気）
馬連票数 計 625049 的中 �� 60725（1番人気）
馬単票数 計 316414 的中 �� 12853（4番人気）
ワイド票数 計 367434 的中 �� 30145（1番人気）�� 8799（13番人気）�� 15054（7番人気）
3連複票数 計 741732 的中 ��� 21357（6番人気）
3連単票数 計1104020 的中 ��� 6054（36番人気）

ハロンタイム 13．4―12．1―13．5―12．7―12．5―12．5―12．4―12．3―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．5―39．0―51．7―1：04．2―1：16．7―1：29．1―1：41．4―1：53．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーゲール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2014．2．14生 牡2鹿 母 クリスタルコースト 母母 プラチナウェーブ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ダノンスターズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3407812月23日 晴 重 （28阪神5）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時50分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

79 サウスザスナイパー 牡2黒鹿55 北村 友一南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 518 ―1：52．5 2．7�
33 アスカノハヤテ 牡2鹿 55 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 474 ―1：53．03 3．5�
44 タイキビージェイ 牡2栗 55 中谷 雄太�大樹ファーム 森田 直行 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 526 ―1：53．85 38．4�
22 アイアンエフケイ 牡2鹿 55 国分 恭介池上 一馬氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 518 ―1：54．33 109．3�
811 メイショウジンダイ 牡2青鹿55 川島 信二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 522 ―1：54．61� 35．2�
11 シュクルダール 牝2黒鹿54 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 508 ―1：54．7� 13．4	
67 ウイングオーシャン 牡2鹿 55 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 浦河 村中牧場 526 ―1：56．19 29．6

810 オーバーラッキー 牡2黒鹿55 松山 弘平難波 経雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 平野牧場 498 ―1：56．42 8．5�
55 グランプリシップ 牡2芦 55 太宰 啓介�グランプリ 昆 貢 新ひだか 武 牧場 474 ―1：57．14 10．7
66 ダイシンフォルテ 牡2栗 55

54 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 546 ―2：00．1大差 19．2�
78 ニシノアサンテ 牡2黒鹿55 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 日高 西山牧場 460 ― （競走中止） 5．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，067，100円 複勝： 36，019，300円 枠連： 13，538，500円
馬連： 51，357，000円 馬単： 30，427，900円 ワイド： 32，665，000円
3連複： 62，779，700円 3連単： 103，055，500円 計： 358，910，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 140円 � 720円 枠 連（3－7） 320円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，940円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 15，440円

票 数

単勝票数 計 290671 的中 � 83987（1番人気）
複勝票数 計 360193 的中 � 91749（1番人気）� 73905（2番人気）� 7781（10番人気）
枠連票数 計 135385 的中 （3－7） 31868（1番人気）
馬連票数 計 513570 的中 �� 82990（1番人気）
馬単票数 計 304279 的中 �� 25782（1番人気）
ワイド票数 計 326650 的中 �� 43112（1番人気）�� 3806（26番人気）�� 3977（24番人気）
3連複票数 計 627797 的中 ��� 8440（18番人気）
3連単票数 計1030555 的中 ��� 4836（43番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．4―12．7―12．3―12．3―12．7―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．3―50．0―1：02．3―1：14．6―1：27．3―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サウスザスナイパー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2014．3．30生 牡2黒鹿 母 ショウリノホホエミ 母母 アタゴパラダイス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ニシノアサンテ号は，競走中に疾病〔左第1指骨粉砕骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイシンフォルテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月23日まで平地

競走に出走できない。



3407912月23日 晴 重 （28阪神5）第7日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

24 ロイヤルネイビー 牡3黒鹿56 A．アッゼニ 谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 472＋ 42：03．7 40．3�
（英）

36 サトノスーペリア �5黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 クビ 15．2�
612 タマモアタック 牡4鹿 57 川田 将雅タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 474＋ 42：03．91� 1．9�
11 キングサムソン 牡4鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 474－ 22：04．0クビ 7．5�
35 エイシンリンリン 牝3栗 54 松田 大作�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 水丸牧場 478＋ 6 〃 ハナ 77．4�
713 エンパイアブレイク 牝3鹿 54 M．デムーロ飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 484± 02：04．32 4．8	
816 アガスティア 牡5黒鹿 57

54 ▲荻野 極 
サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 540＋202：04．4クビ 41．3�
12 シ ュ ネ ー ル 牡5鹿 57 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 496－102：04．61� 158．2�
48 ダ ン カ ン 牡4鹿 57 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460＋ 62：04．7� 31．6
815 エフハリスト 牡3青鹿56 V．シュミノー 吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 470± 02：05．23 35．8�
（仏）

714 ウインランブル 牡3鹿 56 A．シュタルケ�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 474＋ 42：05．73 19．2�
（独）

47 キャノンストーム 牡3黒鹿56 武 豊前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500＋ 62：06．65 10．2�

23 コパノアラジン 牡3栗 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 524＋ 4 〃 ハナ 24．5�
59 	 スリーケーザル �5栗 57 太宰 啓介永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 470± 02：06．92 291．5�
510 ミラクルユニバンス 牡3栗 56 中谷 雄太亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444－ 22：07．0クビ 78．0�

（15頭）
611 ストライクイーグル 牡3青鹿56 岡田 祥嗣 
キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，839，900円 複勝： 53，233，100円 枠連： 18，744，000円
馬連： 71，660，900円 馬単： 35，281，000円 ワイド： 45，207，100円
3連複： 94，911，300円 3連単： 121，870，100円 計： 473，747，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，030円 複 勝 � 690円 � 300円 � 120円 枠 連（2－3） 6，070円

馬 連 �� 21，480円 馬 単 �� 45，850円

ワ イ ド �� 4，590円 �� 1，460円 �� 520円

3 連 複 ��� 12，100円 3 連 単 ��� 131，090円

票 数

単勝票数 差引計 328399（返還計 1569） 的中 � 6515（10番人気）
複勝票数 差引計 532331（返還計 1101） 的中 � 12723（10番人気）� 35150（4番人気）� 193284（1番人気）
枠連票数 差引計 187440（返還計 326） 的中 （2－3） 2393（19番人気）
馬連票数 差引計 716609（返還計 4587） 的中 �� 2751（43番人気）
馬単票数 差引計 352810（返還計 2332） 的中 �� 577（92番人気）
ワイド票数 差引計 452071（返還計 2175） 的中 �� 2387（43番人気）�� 7782（15番人気）�� 24309（3番人気）
3連複票数 差引計 949113（返還計 8567） 的中 ��� 5880（39番人気）
3連単票数 差引計1218701（返還計 15064） 的中 ��� 674（362番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―35．4―48．8―1：01．2―1：13．6―1：26．3―1：38．9―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロイヤルネイビー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．3．19 阪神10着

2013．4．6生 牡3黒鹿 母 ロイヤルネックレス 母母 シルバーネックレス 4戦2勝 賞金 12，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 ストライクイーグル号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 コパノアラジン号の騎手幸英明は，第6競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
〔制裁〕 キングサムソン号の騎手小牧太は，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30，000円。（被害馬：16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エイム号
※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。

3408012月23日 晴 重 （28阪神5）第7日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

23 ラブミークン 牡4栗 57 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 500＋ 41：10．8 11．4�
24 アイムユアドリーム 牝5栗 55 松若 風馬ユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 452－ 2 〃 アタマ 22．6�
714� ノボリクリーン 牡4青鹿 57

54 ▲坂井 瑠星原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 476－ 21：10．9� 4．2�
11 キョウワエステル 牝3鹿 54 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 468－ 61：11．11� 74．0�
35 サンビショップ 	4栗 57 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 460－ 4 〃 アタマ 5．2�
47 ディープミタカ 牡5栗 57 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 476± 0 〃 ハナ 6．4	
510 タマモイレブン 牡4鹿 57 M．バルザローナタマモ
 中竹 和也 新冠 守矢牧場 522＋ 4 〃 アタマ 9．1�

（仏）

12 ワンダーヴィーヴァ 牡6青鹿57 武 豊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 560＋101：11．31� 17．9�
611 カ オ ー ル 牝5青 55 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 41：11．4クビ 10．5
（英）

36 � ファミリーズオナー 牝4栗 55
54 ☆中井 裕二岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 白瀬 盛雄 466± 0 〃 クビ 49．7�

816 メイショウユメゴゼ 牝7栃栗55 和田 竜二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 492＋201：11．5� 11．4�
59 タイセイラナキラ 牝3栗 54 A．シュタルケ 田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 512＋141：11．6クビ 15．8�

（独）

612 メイショウカフウ 牡5鹿 57 池添 謙一松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 488－ 41：12．02� 102．3�
48 スノードリーム 牝3芦 54 浜中 俊三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B456＋ 6 〃 ハナ 32．7�
815 ギャラクシーエクス 牡5黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 466－ 61：12．2
 19．4�
713 ドリームメモリー 牝4鹿 55 水口 優也田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 門別牧場 430－ 81：13．37 281．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，861，900円 複勝： 61，479，600円 枠連： 25，102，400円
馬連： 93，272，500円 馬単： 41，281，500円 ワイド： 58，665，000円
3連複： 127，037，200円 3連単： 146，242，100円 計： 587，942，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 360円 � 640円 � 180円 枠 連（2－2） 13，330円

馬 連 �� 13，650円 馬 単 �� 20，130円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 930円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 19，430円 3 連 単 ��� 171，280円

票 数

単勝票数 計 348619 的中 � 24310（7番人気）
複勝票数 計 614796 的中 � 41612（7番人気）� 20664（11番人気）� 113067（1番人気）
枠連票数 計 251024 的中 （2－2） 1459（31番人気）
馬連票数 計 932725 的中 �� 5632（49番人気）
馬単票数 計 412815 的中 �� 1538（89番人気）
ワイド票数 計 586650 的中 �� 3987（49番人気）�� 16738（6番人気）�� 7298（27番人気）
3連複票数 計1270372 的中 ��� 4903（75番人気）
3連単票数 計1462421 的中 ��� 619（637番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．7―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．5―46．2―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブミークン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カリズマティック デビュー 2014．6．22 函館5着

2012．3．24生 牡4栗 母 オ ボ ロ ヅ キ 母母 アイチェックユー 30戦3勝 賞金 47，270，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔騎手変更〕 メイショウカフウ号の騎手幸英明は，第6競走での落馬負傷のため池添謙一に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3408112月23日 晴 重 （28阪神5）第7日 第9競走 ��
��1，600�

せんりょう

千 両 賞
発走14時30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 343，000円 98，000円 49，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

35 ア ル ア イ ン 牡2鹿 55 V．シュミノー �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 518± 01：36．5 2．2�
（仏）

11 キ ョ ウ ヘ イ 牡2鹿 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 430－ 21：36．71 60．5�
34 カワキタエンカ 牝2鹿 54 和田 竜二川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 464－ 21：36．8� 14．1�
611 ルタンデュボヌール 牡2黒鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B470－121：36．9� 14．5�
22 ナンヨーマーズ 牡2鹿 55 北村 友一中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 452－ 21：37．11� 16．8	
59 セイイーグル 牡2鹿 55 C．ルメール 吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 460＋121：37．2クビ 15．9

713 オールザゴー 牡2鹿 55 M．デムーロ �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 478± 01：37．41� 4．7�
58 フォーカード 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 480＋281：37．61� 81．4
610 ゴールドポセイドン 牡2鹿 55 川田 将雅 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 452± 01：37．7� 25．2�
712 ヒロシゲグローリー 牡2鹿 55 松山 弘平阿尾 浩和氏 北出 成人 新ひだか 谷岡スタット 480－ 4 〃 クビ 10．3�
47 ジョウショーホマレ 牝2栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 468＋ 21：37．91 131．4�
814 ナムラライラ 牝2黒鹿54 松若 風馬奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 458± 01：38．0クビ 23．5�
815 クリノヤマトノオー 牡2鹿 55 浜中 俊栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 452± 01：38．21� 16．1�
46 シゲルボブキャット 牡2栗 55 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 456＋10 〃 ハナ 24．6�
23 ミルトドリーム 牡2鹿 55 A．アッゼニ 永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 506＋ 4 〃 ハナ 71．1�

（英）

（15頭）

売 得 金
単勝： 60，825，500円 複勝： 87，430，600円 枠連： 33，590，200円
馬連： 132，858，100円 馬単： 65，180，600円 ワイド： 80，885，300円
3連複： 175，434，900円 3連単： 252，506，400円 計： 888，711，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 1，060円 � 330円 枠 連（1－3） 6，850円

馬 連 �� 8，030円 馬 単 �� 9，700円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 660円 �� 10，550円

3 連 複 ��� 25，990円 3 連 単 ��� 109，480円

票 数

単勝票数 計 608255 的中 � 218160（1番人気）
複勝票数 計 874306 的中 � 249052（1番人気）� 14946（12番人気）� 58218（5番人気）
枠連票数 計 335902 的中 （1－3） 3796（20番人気）
馬連票数 計1328581 的中 �� 13624（22番人気）
馬単票数 計 651806 的中 �� 5035（33番人気）
ワイド票数 計 808853 的中 �� 7858（25番人気）�� 33686（3番人気）�� 1887（77番人気）
3連複票数 計1754349 的中 ��� 5061（85番人気）
3連単票数 計2525064 的中 ��� 1672（349番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―36．0―48．7―1：01．0―1：12．4―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル ア イ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2016．10．29 京都1着

2014．5．1生 牡2鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 2戦2勝 賞金 17，343，000円
〔騎手変更〕 ヒロシゲグローリー号の騎手幸英明は，第6競走での落馬負傷のため松山弘平に変更。
〔制裁〕 ジョウショーホマレ号の騎手国分恭介は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※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23日 晴 重 （28阪神5）第7日 第10競走 ��
��1，400�クリスマスキャロル賞

発走15時05分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

814 アキトクレッセント 牡4鹿 57 荻野 極岡田 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 502＋ 21：22．8 17．7�

815 コパノリスボン 牡3栗 56 川田 将雅小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 504－ 21：23．11� 7．4�
35 タマモユウトウセイ 牡5栗 57 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B490＋ 81：23．31	 23．0�
47 ブライスガウ 牝3栗 54 中谷 雄太一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 476－ 8 〃 ハナ 3．6�
712 ナムライチバンボシ 牡6鹿 57 松田 大作奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 498± 01：23．4� 113．7�
58 エ イ ム ハ イ 牡4鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 21：23．61 33．2	
11 クリノダイスーシー 牡4鹿 57 A．アッゼニ 栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 504－ 5 〃 クビ 77．5


（英）

611 マッシヴヒーロー 牡7鹿 57 川須 栄彦小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 476＋ 21：23．7クビ 156．8�
59 ララパルーザ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 512－10 〃 ハナ 48．0�
46 リリーウイナー 牡4鹿 57 秋山真一郎土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 522＋101：23．8� 4．6
610 パッシングブリーズ 牡5鹿 57 武 豊三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 496± 01：23．9クビ 31．3�
22 
 スパイラルステップ 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 勝己氏 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－12 〃 クビ 3．5�
34 トーコーグリーン 牡6黒鹿57 加藤 祥太森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 506＋ 41：24．53	 73．7�
23 プレシャスルージュ �4黒鹿57 V．シュミノー �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476± 01：25．98 10．9�

（仏）

713 ナムラボルト 牡3栗 56 岩崎 翼奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 488＋ 71：27．7大差 37．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 54，394，700円 複勝： 81，134，000円 枠連： 42，563，200円
馬連： 162，375，300円 馬単： 67，883，600円 ワイド： 80，983，100円
3連複： 199，684，500円 3連単： 292，790，600円 計： 981，809，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 550円 � 260円 � 580円 枠 連（8－8） 7，180円

馬 連 �� 7，520円 馬 単 �� 15，980円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 4，840円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 41，050円 3 連 単 ��� 223，680円

票 数

単勝票数 計 543947 的中 � 24476（6番人気）
複勝票数 計 811340 的中 � 35994（6番人気）� 94999（4番人気）� 34300（7番人気）
枠連票数 計 425632 的中 （8－8） 4588（19番人気）
馬連票数 計1623753 的中 �� 17798（21番人気）
馬単票数 計 678836 的中 �� 3185（50番人気）
ワイド票数 計 809831 的中 �� 10315（21番人気）�� 4256（43番人気）�� 9308（23番人気）
3連複票数 計1996845 的中 ��� 3648（109番人気）
3連単票数 計2927906 的中 ��� 949（562番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―10．9―11．8―12．4―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．3―33．2―45．0―57．4―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アキトクレッセント �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．19 東京4着

2012．4．3生 牡4鹿 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 10戦4勝 賞金 53，725，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。

１レース目
３レース目



3408312月23日 晴 重 （28阪神5）第7日 第11競走 ��
��1，400�

ろっこう

六甲アイランドステークス
発走15時45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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

23 スナッチマインド 牝5鹿 55 浜中 俊 �シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 21：22．4 6．4�

48 テ ラ ノ ヴ ァ 牝3芦 54 川田 将雅 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 486＋12 〃 クビ 5．2�
715 オーヴィレール 牝3芦 54 藤岡 康太下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 478－ 2 〃 アタマ 6．9�
59 ファインニードル 牡3鹿 56 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 2 〃 ハナ 44．4�
（英）

713 ワキノヒビキ 牡4鹿 57 和田 竜二脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 514＋ 41：22．5� 22．3	
47 	 エ ル ゴ レ ア 牝5鹿 55 V．シュミノー �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 ハナ 30．5


（仏）

714 マ カ ハ 牡7鹿 57 池添 謙一広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B474＋ 41：22．6クビ 94．5�
12 アーバンキッド 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：22．91
 4．1
36 キングハート 牡3鹿 56 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 484＋ 21：23．0クビ 16．2�
817 ウインムート 牡3青鹿56 菱田 裕二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 4 〃 ハナ 18．5�
611 カシノピカチュウ 牡6鹿 57 国分 恭介柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 498＋ 61：23．1� 53．1�
612 スリーカーニバル 牝6鹿 55 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 482± 01：23．2
 222．8�
818	 ア イ ラ イ ン 牝4黒鹿55 M．デムーロ�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 454－ 61：23．52 14．0�
11 ツィンクルソード 牡5芦 57 小牧 太 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 478－ 21：23．6� 47．1�
24 � ルグランフリソン 牡3鹿 56 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 478－ 21：23．92 11．0�
816 メイショウスイヅキ 牝3鹿 54 松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 456± 01：24．21� 121．9�
35 シャドウアプローチ 牡3栗 56 A．シュタルケ 飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 498± 01：24．3� 15．1�

（独）

510 プ ロ ク リ ス 牝5栗 55 M．バルザローナ �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 504－ 21：30．1大差 77．5�
（仏）

（18頭）

売 得 金
単勝： 96，700，800円 複勝： 164，500，300円 枠連： 82，411，800円 馬連： 335，470，400円 馬単： 124，351，000円
ワイド： 172，338，300円 3連複： 492，456，300円 3連単： 628，323，800円 5重勝： 418，763，100円 計： 2，515，315，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 190円 � 190円 枠 連（2－4） 1，180円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 870円 �� 750円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 20，200円

5 重 勝
対象競走：阪神9R／中山10R／阪神10R／中山11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 168，370円

票 数

単勝票数 計 967008 的中 � 119215（3番人気）
複勝票数 計1645003 的中 � 213110（4番人気）� 218214（3番人気）� 235673（2番人気）
枠連票数 計 824118 的中 （2－4） 54062（3番人気）
馬連票数 計3354704 的中 �� 128926（6番人気）
馬単票数 計1243510 的中 �� 22525（12番人気）
ワイド票数 計1723383 的中 �� 50352（7番人気）�� 58833（5番人気）�� 63016（4番人気）
3連複票数 計4924563 的中 ��� 93624（5番人気）
3連単票数 計6283238 的中 ��� 22545（24番人気）
5重勝票数 差引計4187631（返還計 63192） 的中 ����� 1741

ハロンタイム 12．3―10．8―11．0―11．7―11．9―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．1―45．8―57．7―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スナッチマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cat Thief デビュー 2013．7．21 中京2着

2011．4．22生 牝5鹿 母 ス ナ ッ チ ド 母母 Christmas Star 19戦5勝 賞金 97，046，000円
〔騎手変更〕 カシノピカチュウ号の騎手幸英明は，第6競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。
〔制裁〕 ファインニードル号の騎手A．アッゼニは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プロクリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月23日まで平地競走に

出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3408412月23日 晴 重 （28阪神5）第7日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （芝・右・外）

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
1：32．0
1：30．7

良
良

510 ワントゥワン 牝3黒鹿54 C．ルメール 青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 442＋ 21：35．3 2．7�
817 ペガサスボス 牡4黒鹿57 中谷 雄太�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 530＋ 41：35．61� 8．9�
714 プリンセスアスク 牝5青鹿55 M．バルザローナ 廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 468＋ 61：35．7� 187．9�

（仏）

36 ティーエスクライ 牝4芦 55 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 452＋ 41：35．8クビ 14．8�
47 ラ ル ク 牝3鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448± 01：35．9� 19．2	
12 ダノンブライト 牡4青鹿57 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 466＋ 21：36．0� 14．6

713 ダブルイーグル 牡8鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 480－ 4 〃 クビ 109．4�
816 ブルーフラッシュ �5芦 57

54 ▲荻野 極桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 440－ 21：36．1� 261．5�
611	 ツキミチャン 牝5青鹿 55

52 ▲三津谷隼人瀬谷 雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 448－10 〃 ハナ 326．7�
48 アルティマヒート 牝3栗 54 北村 友一 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－161：36．31
 79．3�
59 サーサルヴァトーレ 牡4黒鹿57 V．シュミノー �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 ハナ 23．5�

（仏）

35 ジョンブリアン 牝3黒鹿54 A．シュタルケ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 466＋ 41：36．4� 26．5�
（独）

612 ディープエクシード 牡3鹿 56 M．デムーロ菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ
ファーム 486＋ 41：36．5クビ 6．5�

24 ユキノカトレア 牝4鹿 55 太宰 啓介北所 直人氏 坂口 正則 日高 川端 正博 488＋ 21：36．6� 62．8�
23 エンヴァール 牡3栗 56 川田 将雅寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474＋121：36．81
 4．8�
815 マイネルサグラ 牡3栗 56 A．アッゼニ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 478＋161：37．01
 125．0�
（英）

11 ラ グ ナ グ 牝3栗 54 浜中 俊吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 464－ 21：37．1� 11．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 92，062，900円 複勝： 132，517，900円 枠連： 55，461，300円
馬連： 229，142，100円 馬単： 98，227，600円 ワイド： 134，710，600円
3連複： 299，930，700円 3連単： 437，689，900円 計： 1，479，743，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 250円 � 2，850円 枠 連（5－8） 950円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 490円 �� 7，820円 �� 16，080円

3 連 複 ��� 62，170円 3 連 単 ��� 208，490円

票 数

単勝票数 計 920629 的中 � 272538（1番人気）
複勝票数 計1325179 的中 � 335271（1番人気）� 129158（4番人気）� 8202（15番人気）
枠連票数 計 554613 的中 （5－8） 44891（5番人気）
馬連票数 計2291421 的中 �� 139868（3番人気）
馬単票数 計 982276 的中 �� 42121（3番人気）
ワイド票数 計1347106 的中 �� 77770（3番人気）�� 4210（59番人気）�� 2038（82番人気）
3連複票数 計2999307 的中 ��� 3618（153番人気）
3連単票数 計4376899 的中 ��� 1522（612番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．6―12．2―12．4―11．5―11．6―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワントゥワン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Falbrav デビュー 2015．7．25 中京1着

2013．3．21生 牝3黒鹿 母 ワンカラット 母母 バルドウィナ 9戦2勝 賞金 38，143，000円
〔騎手変更〕 ダブルイーグル号の騎手幸英明は，第6競走での落馬負傷のため和田竜二に変更。
※出走取消馬 エーデルグランツ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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 サトノオニキス号・ショウナンタイザン号・マルカブリスク号
※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。

５レース目



（28阪神5）第7日 12月23日 （祝日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 175頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

195，670，000円
13，900，000円
1，570，000円
19，810，000円
69，771，500円
4，550，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
566，628，100円
1，026，703，800円
340，842，000円
1，377，982，000円
637，813，000円
797，405，100円
1，848，516，000円
2，618，113，400円
418，763，100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 9，632，766，500円

総入場人員 12，724名 （有料入場人員 11，616名）
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