
3408512月24日 晴 重 （28阪神5）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時10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

713 アディラート 牡2黒鹿55 武 豊安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 496＋ 41：23．0レコード 2．9�
611 ジャックナイフ 牡2鹿 55 岩田 康誠岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 竹中牧場 448± 01：25．0大差 3．6�
47 バナナボート 牡2栗 55 水口 優也田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 410－ 2 〃 ハナ 55．0�
610 タガノラガッツォ 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442＋121：25．42� 14．8�

814 バルコラベーロ 牡2栗 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：25．5� 9．9�
23 ミスレジェンド 牝2黒鹿54 C．ルメール �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 456± 01：25．81� 4．2	
34 ア ク ラ ー 牡2芦 55 A．アッゼニ 
カナヤマホール

ディングス 森田 直行 平取 原田 新治 460＋ 41：25．9� 37．8�
（英）

815 モズカタクラ 牡2栗 55
52 ▲坂井 瑠星 
キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 462＋ 21：26．11� 30．1�

11 ブルベアボア 牡2鹿 55
52 ▲荻野 極 
ブルアンドベア 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 464＋ 21：26．31� 14．3

46 ゼットラック 牡2黒鹿55 国分 恭介�フォーレスト 宮 徹 浦河 杵臼牧場 472± 01：26．83 205．4�
712 コパノオリジナル 牝2鹿 54 菱田 裕二小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 西村 和夫 448＋181：27．33 35．5�
35 ヤ ン ベ 牝2栗 54

52 △城戸 義政杉澤 光雄氏 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 418± 0 〃 ハナ 82．4�
22 ド ナ ル 牡2鹿 55 幸 英明杉澤 光雄氏 浜田多実雄 新冠 小泉牧場 430－ 61：27．51� 105．7�
58 ファイヤーローズ 牝2鹿 54 古川 吉洋�ターフ・スポート宮 徹 浦河 笹地牧場 460－ 4 〃 クビ 71．2�
59 シゲルエゾシカ 牝2栗 54

51 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 飯田 祐史 浦河 村下 貞憲 446－ 61：28．03 85．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，075，500円 複勝： 42，206，300円 枠連： 14，441，900円
馬連： 68，717，000円 馬単： 34，597，800円 ワイド： 42，452，800円
3連複： 95，387，400円 3連単： 124，689，800円 計： 451，568，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 130円 � 550円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，510円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 12，090円 3 連 単 ��� 31，350円

票 数

単勝票数 計 290755 的中 � 79754（1番人気）
複勝票数 計 422063 的中 � 85465（2番人気）� 102417（1番人気）� 12396（7番人気）
枠連票数 計 144419 的中 （6－7） 21842（1番人気）
馬連票数 計 687170 的中 �� 90452（1番人気）
馬単票数 計 345978 的中 �� 22865（1番人気）
ワイド票数 計 424528 的中 �� 45257（2番人気）�� 3914（29番人気）�� 5558（17番人気）
3連複票数 計 953874 的中 ��� 5914（35番人気）
3連単票数 計1246898 的中 ��� 2883（86番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―12．0―12．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．1―47．1―59．4―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アディラート �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．10．10 京都2着

2014．2．13生 牡2黒鹿 母 ナリタブルースター 母母 ストームティグレス 4戦1勝 賞金 8，300，000円
※バナナボート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3408612月24日 晴 重 （28阪神5）第8日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

59 マイブルーヘブン 牡2鹿 55 幸 英明三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 460＋ 21：53．4 10．2�
510 バングライオン 牡2黒鹿55 武 豊ライオンレースホース� 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 446－ 41：53．61� 5．5�
35 カフジグローリー 牡2黒鹿55 松山 弘平加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 520± 01：53．7� 20．2�
714 メイショウタンヅツ 牡2鹿 55

52 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 456－ 41：53．8� 40．8�
815 シゲルクーガー 	2鹿 55

54 ☆
島 克駿森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 476＋ 61：54．01 47．2�
11 コウユーヌレエフ 牡2黒鹿55 大下 智加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 478＋ 11：54．21� 80．5	
23 フィールドステイ 牡2鹿 55 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 492－ 8 〃 クビ 29．5

611 ブレイブウォリアー 牡2青鹿55 A．シュタルケ �キャロットファーム 高橋 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 8 〃 ハナ 27．4�
（独）

36 タイセイトラップ 牡2栗 55 C．ルメール 田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 坂本 春雄 500－ 41：54．41� 2．2
713 マイネルエーポス 牡2鹿 55 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 石田牧場 466± 01：54．61 6．1�
816 サンライズカラマ 牡2栗 55 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474＋ 4 〃 クビ 18．5�
24 ヒミノクリスエス 牡2黒鹿 55

53 △城戸 義政佐々木八郎氏 鈴木 孝志 平取 原田 新治 506＋201：55．02� 208．3�
47 ハギノプレスト 牡2鹿 55 藤岡 康太安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 504＋ 2 〃 ハナ 85．0�
612 イ ヴ レ ア 牡2栗 55 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 山田牧場 468－ 21：55．42� 62．7�
48 マイネルシルバリー 牡2芦 55 V．シュミノー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮 徹 新ひだか グランド牧場 500－ 21：56．03� 10．5�

（仏）

12 アムールバローズ 牡2黒鹿55 松若 風馬猪熊 広次氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 496－101：56．63� 133．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，985，300円 複勝： 48，082，300円 枠連： 17，148，700円
馬連： 66，899，900円 馬単： 33，801，400円 ワイド： 43，113，100円
3連複： 94，033，800円 3連単： 115，143，400円 計： 449，207，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 330円 � 260円 � 490円 枠 連（5－5） 3，600円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 7，070円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 3，110円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 21，410円 3 連 単 ��� 114，980円

票 数

単勝票数 計 309853 的中 � 24213（4番人気）
複勝票数 計 480823 的中 � 37717（4番人気）� 54123（3番人気）� 23519（7番人気）
枠連票数 計 171487 的中 （5－5） 3686（14番人気）
馬連票数 計 668999 的中 �� 15010（11番人気）
馬単票数 計 338014 的中 �� 3581（25番人気）
ワイド票数 計 431131 的中 �� 8943（12番人気）�� 3518（33番人気）�� 4907（25番人気）
3連複票数 計 940338 的中 ��� 3294（66番人気）
3連単票数 計1151434 的中 ��� 726（355番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．2―12．4―12．6―12．8―12．8―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．1―49．5―1：02．1―1：14．9―1：27．7―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．5
1
3
5，10（3，15）（6，16）8（12，11）2（4，14）（1，7）13，9
5，10（3，15，16）6（8，11）2（12，14）（4，7）1（9，13）

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

マイブルーヘブン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2016．10．1 阪神4着

2014．4．9生 牡2鹿 母 ウルトラペガサス 母母 Bagatelle 3戦1勝 賞金 6，100，000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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 阪神競馬 第８日



3408712月24日 晴 稍重 （28阪神5）第8日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時10分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

24 ファンタジステラ 牡2鹿 55 A．アッゼニ �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 438＋ 81：23．6 14．1�
（英）

714 ラニカイサンデー 牡2鹿 55 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 444－ 41：23．7� 15．4�
816 クレアチェイス 牝2鹿 54 田辺 裕信 �フジワラ・ファーム 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 436＋121：23．91� 52．3�
817 レディギャング 牝2芦 54 幸 英明近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 466± 01：24．0クビ 11．2�
12 ルーズベルトゲーム 牝2黒鹿54 C．ルメール �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 436－ 2 〃 アタマ 1．6	
612 タガノグルナ 牡2鹿 55 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 476－ 81：24．21	 136．7

611
 ユ ウ ジ 牡2鹿 55 V．シュミノー 稻井田安史氏 森 秀行 米 River Bend

Farm, Inc. 510＋ 21：24．41� 12．6�
（仏）

818 ハッシュタグ 牡2鹿 55 川田 将雅石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462－101：24．5� 10．4�
35 ジョーアラビカ 牡2芦 55 松若 風馬上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 504± 01：24．6� 8．3
23 スズカフューラー 牡2栗 55

52 ▲荻野 極永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 420＋121：24．81	 264．3�
510 アラノイケアリイ 牡2栗 55

52 ▲坂井 瑠星守内 満氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B454＋ 41：25．01	 118．1�
715 パッシングポイント 牝2鹿 54 藤岡 康太栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 416＋101：25．1� 236．0�
11 ムテキングス 牡2鹿 55 岩田 康誠大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか 飛野牧場 462＋ 61：25．2� 31．6�
59 クリノレモンチャン 牝2青鹿54 柴田 未崎栗本 守氏 田所 秀孝 新ひだか 村上牧場 422－ 41：25．3� 182．0�
36 オ ト チ ャ ン 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人大塚 亮一氏 音無 秀孝 浦河 杵臼牧場 528－ 4 〃 ハナ 161．9�
713 ハナズクリーム 牝2鹿 54 国分 恭介中西 功氏 牧田 和弥 日高 増尾牧場 438＋121：25．62 396．3�
48 デッドポイント 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 むかわ 真壁 信一 432－ 61：26．13 449．4�
47 ダーリンガール 牝2黒鹿54 A．シュタルケ �シルクレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 456－ 61：26．2� 64．0�

（独）

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，098，500円 複勝： 98，850，400円 枠連： 24，093，000円
馬連： 86，371，300円 馬単： 46，572，100円 ワイド： 58，714，400円
3連複： 119，941，400円 3連単： 160，082，300円 計： 643，723，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 590円 � 710円 � 1，740円 枠 連（2－7） 7，100円

馬 連 �� 6，800円 馬 単 �� 12，280円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 7，270円 �� 7，330円

3 連 複 ��� 93，700円 3 連 単 ��� 384，300円

票 数

単勝票数 計 490985 的中 � 27763（6番人気）
複勝票数 計 988504 的中 � 46426（5番人気）� 37336（7番人気）� 14254（10番人気）
枠連票数 計 240930 的中 （2－7） 2628（20番人気）
馬連票数 計 863713 的中 �� 10472（22番人気）
馬単票数 計 465721 的中 �� 2843（37番人気）
ワイド票数 計 587144 的中 �� 7674（21番人気）�� 2064（48番人気）�� 2048（49番人気）
3連複票数 計1199414 的中 ��� 960（171番人気）
3連単票数 計1600823 的中 ��� 302（704番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―46．8―58．8―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンタジステラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Law Society デビュー 2016．8．20 小倉7着

2014．5．9生 牡2鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メイショウハガネ号
※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。

3408812月24日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （28阪神5）第8日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：15．7良・良

711 テイエムオドロキ 牝5栗 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 池添 学 日高 テイエム牧場日高支場 470＋ 43：26．2 5．6�
33 メイショウクローバ 牝5鹿 58 平沢 健治松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B540＋ 63：26．41� 3．5�
22 ベストサポーター 牡3青鹿58 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 514± 03：26．5� 4．0�
34 � ユアーザワン 牡4青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 492＋ 83：27．13	 7．0�
45 サウンドウィケット 牡3青鹿58 植野 貴也増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 大北牧場 466－103：29．1大差 28．7�
58 リミットブレイク 
4鹿 60 蓑島 靖典 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 516± 03：29．95 21．1	
813 ストロングバルドル 牡5鹿 60 草野 太郎村木 篤氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 488＋143：30．0	 98．8

712 メイショウライナー 牡6鹿 60 難波 剛健松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 476± 03：30．21� 4．8�
69 � ワンダープレジール 牡4黒鹿60 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 458＋ 43：30．52 65．2
610 ワークショップ 牡3鹿 58 大江原 圭小林 薫氏 加藤 和宏 新冠 錦岡牧場 508＋123：30．71� 86．2�
11 スリーデーモン 牡6青鹿60 大庭 和弥永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 522－183：31．33	 120．3�
814 アンバーグリスキー 牡4鹿 60 五十嵐雄祐青山 洋一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 446－ 23：32．47 21．1�
57 サンライフル 牡3鹿 58 上野 翔 �加藤ステーブル 的場 均 新冠 樋渡 志尚 484＋ 63：32．72 194．4�
46 シゲルシマダイ 牡3鹿 58 江田 勇亮森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 514＋ 4 （競走中止） 47．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，839，200円 複勝： 31，925，500円 枠連： 17，956，300円
馬連： 50，026，300円 馬単： 25，996，100円 ワイド： 29，799，000円
3連複： 75，458，000円 3連単： 103，963，900円 計： 359，964，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 140円 � 130円 � 140円 枠 連（3－7） 350円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 300円 �� 320円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 6，220円

票 数

単勝票数 計 248392 的中 � 34977（4番人気）
複勝票数 計 319255 的中 � 59160（2番人気）� 68492（1番人気）� 57598（3番人気）
枠連票数 計 179563 的中 （3－7） 39557（1番人気）
馬連票数 計 500263 的中 �� 47498（2番人気）
馬単票数 計 259961 的中 �� 9583（5番人気）
ワイド票数 計 297990 的中 �� 25673（1番人気）�� 24142（2番人気）�� 19943（4番人気）
3連複票数 計 754580 的中 ��� 49160（1番人気）
3連単票数 計1039639 的中 ��� 12102（7番人気）
上り 1マイル 1：47．7 4F 51．2－3F 38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

テイエムオドロキ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2013．7．14 中京7着

2011．5．16生 牝5栗 母 テイエムビックイ 母母 テイエムシャルマン 障害：21戦1勝 賞金 20，300，000円
〔競走中止〕 シゲルシマダイ号は，9号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。
（非抽選馬） 2頭 プリンスダム号・ミヤジタイガ号



晴 稍重 競走
（芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
良
良

インウィスパーズ 鹿 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場

アドマイヤアゼリ 鹿 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム
（アドマイヤエスパー）

ハギノアレス 鹿 M．デムーロ安岡美津子氏 島 一歩 浦河 村下 明博

メイショウアリソン 黒鹿 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場

マーヴェルズ 鹿 V．シュミノー サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム

（仏）

モズカッチャン 黒鹿 藤岡 康太 キャピタル・システム 島 一歩 日高 目黒牧場 クビ

コールアングレ 青鹿 岩田 康誠水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ハナ

カレンラヴニール 鹿 川田 将雅鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム

キンショーフェスタ 鹿 松若 風馬礒野日出夫氏 中村 均 浦河 山田牧場

ナリタクローネ 鹿 高倉 稜 オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場

オヤマリンドウ 青鹿 藤懸 貴志加藤 泰章氏 松永 幹夫 新ひだか 猪野毛牧場

ハーバーライナー 黒鹿 水口 優也冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩

ブランウェン 鹿 菱田 裕二森田 藤治氏 橋田 満 浦河

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

インウィスパーズ 父 ディープインパクト 母父 シンボリクリスエス 初出走
母 サムワントゥラブ 母母 シンコウラブリイ

〔騎手変更〕 ハーバーライナー号の騎手国分優作は，第７日第１競走での落馬負傷のため水口優也に変更。
※ブランウェン号は， により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

晴 重 競走
（ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
重
重

タガノカトレア 鹿 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム

スマートレイチェル 黒鹿 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場

メ ヌ エ ッ ト C．ルメール ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム

ペ ス カ ネ ラ 黒鹿 松若 風馬山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行

クリノアントニヌス 栗 ☆ 島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 クビ

メイショウラケーテ 黒鹿 池添 謙一松本 好 氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場

アサケパワー 鹿 小林 徹弥大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 アタマ

ワールドヴィジョン 鹿 浜中 俊河村 平氏 牧浦 充徳 浦河 多田 善弘

ナリノスマイル 鹿 M．デムーロ成塚 清志氏 島 一歩 千歳 社台ファーム

キーダッシュ 栗 酒井 学北前孔一郎氏 田所 秀孝 青森 大前 典男

リ プ レ イ ス 鹿 幸 英明池袋レーシング 牧田 和弥 日高 長谷部牧場

ゴールデンチャンス 青鹿 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 クビ

（英）

ヒ ート アイズ 鹿 田辺 裕信 社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム

グラスオニオン 黒鹿 ☆岩崎 翼薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広

バトルウインゲット 鹿 藤岡 康太宮川 秋信氏 奥村 豊 新ひだか 西村 和夫 クビ

ダークマスクス 鹿 △城戸 義政山上 和良氏 坂口 正則 浦河 昭和牧場

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F・

勝馬の
紹 介

タガノカトレア 父 エンパイアメーカー 母父 Saint Ballado 初出走
母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise

により以下の る馬とならなかった。
ナムラムート号

※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。



3409112月24日 晴 重 （28阪神5）第8日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時30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
1：08．8
1：08．7

重
重

47 ブルームーン 牡4鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476± 01：11．2 4．4�

23 ミカエルシチー 牡4鹿 57 C．ルメール �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 538＋14 〃 クビ 5．4�
59 マ リ エ ラ 牡3鹿 56 M．デムーロ栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 540＋ 41：11．3クビ 6．7�
36 ヴィクトリアマンボ 牝3青鹿54 武 豊 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 ハナ 4．8�
35 タガノモーサン 牡3鹿 56 �島 良太八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 500－ 21：11．51	 30．6	
611
 エ テ 牝3鹿 54 M．バルザローナ 西山 茂行氏 森 秀行 米 Alan S. Kline

Revocable Trust 464＋ 6 〃 アタマ 97．8

（仏）

612 ヤマイチファミリー 牝3鹿 54
51 ▲荻野 極坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 500＋ 41：11．6クビ 29．0�

12 タイキラメール 牡3栗 56 幸 英明�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 486＋161：11．7� 15．9�

24 
 エイシンパライソ 牡4栗 57 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &
Brandywine Farm B506－ 81：11．8クビ 4．7

48 サ ラ マ ン カ 牝3黒鹿 54
53 ☆中井 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 514－ 8 〃 クビ 35．6�

714 プリティクイーン 牝3栗 54
53 ☆�島 克駿長谷川光司氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 432－ 41：11．9クビ 45．1�

510 キ ラ パ ワ ー 牡3栗 56 田中 健山口 正行氏 石橋 守 浦河 中神牧場 456－ 61：12．11	 71．7�
815 ヒーローメーカー 牡3黒鹿56 田辺 裕信林 正道氏 森田 直行 日高 シンボリ牧場 518＋ 21：12．2� 26．5�
11 
 ロケットビーン 牡3鹿 56 V．シュミノー 吉田 和美氏 西村 真幸 米 Rosairo

Zuppardo 542＋101：12．62� 31．8�
（仏）

713 メイショウアタカマ 牡3鹿 56
54 △城戸 義政松本 和子氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 472＋ 21：13．13 286．7�

816 シゲルオキサワラ 牡3鹿 56
53 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 472＋ 21：14．16 381．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，629，000円 複勝： 69，614，200円 枠連： 22，292，300円
馬連： 105，480，600円 馬単： 44，718，600円 ワイド： 64，108，500円
3連複： 142，685，700円 3連単： 178，032，200円 計： 671，561，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 200円 � 200円 枠 連（2－4） 600円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 530円 �� 570円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 13，050円

票 数

単勝票数 計 446290 的中 � 79785（1番人気）
複勝票数 計 696142 的中 � 131900（1番人気）� 85517（4番人気）� 81534（5番人気）
枠連票数 計 222923 的中 （2－4） 28792（2番人気）
馬連票数 計1054806 的中 �� 58374（5番人気）
馬単票数 計 447186 的中 �� 12819（9番人気）
ワイド票数 計 641085 的中 �� 31108（6番人気）�� 28649（8番人気）�� 27298（10番人気）
3連複票数 計1426857 的中 ��� 43954（9番人気）
3連単票数 計1780322 的中 ��� 9888（48番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．0―12．1―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 12（6，9）3（4，13）（2，8）5，14（7，15）10，16，11－1 4 12，6（3，9）（4，13）2，8（5，14）7，15，10，11（16，1）

勝馬の
紹 介

ブルームーン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．9．27 阪神14着

2012．3．8生 牡4鹿 母 ルアシェイア 母母 ファレノプシス 19戦3勝 賞金 34，750，000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 デピュティスカイ号
※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。

3409212月24日 晴 稍重 （28阪神5）第8日 第8競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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
なし

2：37．3良

612 ヴァフラーム 牝4鹿 55 M．バルザローナ 市川義美ホールディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484－ 22：41．4 基準タイム 7．3�
（仏）

818 ララエクラテール 牡4鹿 57 A．アッゼニフジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B426＋ 4 〃 クビ 21．4�
（英）

611 ナリタピクシー 牝3鹿 53 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 494－102：41．71� 3．7�
59 フォイヤーヴェルク 牡3青鹿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 452＋102：41．8	 6．9�

（仏）

816 エアワイバーン 牡3青鹿55 武 豊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 532－ 42：42．12 12．7	
48 トロピカルストーム 
3黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430－ 2 〃 ハナ 18．4


817 ハイドロフォイル 牡3鹿 55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B488＋ 22：42．2クビ 19．0�
（独）

35 メイケイレジェンド 牡3鹿 55 四位 洋文名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 476＋ 42：42．51	 27．2�
36 トライブキング 牡3鹿 55 C．ルメール 前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 62：43．03 2．9
47 ワールドリースター 牡4鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 62：43．1	 143．3�
715 グローリーミスト 牡3青鹿55 古川 吉洋 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 480－ 22：43．2クビ 63．6�
510 マイネルプレッジ 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 446± 0 〃 クビ 71．0�

12 ビクトリーミノル 牡4栗 57 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 488＋222：43．83� 157．6�
24 ウインレーベン 牡5青鹿57 松山 弘平�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 470＋142：43．9クビ 35．3�
714 タマモベルガモ 牡3栗 55

54 ☆�島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B484－ 42：44．21	 182．3�
23 モンストルコント 牡3黒鹿 55

53 △城戸 義政 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 クビ 119．4�
11 マコトクラダリング 牝3鹿 53 酒井 学�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 512＋122：46．3大差 203．5�
713� アイノフシギ 牝4栗 55 幸 英明河内 敏氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 490＋ 62：46．51 255．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 47，808，300円 複勝： 67，584，500円 枠連： 33，407，500円
馬連： 104，124，900円 馬単： 45，008，700円 ワイド： 63，347，400円
3連複： 136，318，200円 3連単： 168，003，100円 計： 665，602，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 440円 � 160円 枠 連（6－8） 650円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 9，660円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 520円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 6，680円 3 連 単 ��� 48，950円

票 数

単勝票数 計 478083 的中 � 51858（4番人気）
複勝票数 計 675845 的中 � 76884（3番人気）� 31942（7番人気）� 133843（2番人気）
枠連票数 計 334075 的中 （6－8） 39651（2番人気）
馬連票数 計1041249 的中 �� 16903（18番人気）
馬単票数 計 450087 的中 �� 3491（34番人気）
ワイド票数 計 633474 的中 �� 10403（18番人気）�� 33238（4番人気）�� 11149（16番人気）
3連複票数 計1363182 的中 ��� 15284（20番人気）
3連単票数 計1680031 的中 ��� 2488（135番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．8―13．9―13．2―13．7―12．3―12．2―12．0―12．1―12．1―12．0―12．2

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―23．9―35．7―49．6―1：02．8―1：16．5―1：28．8―1：41．0―1：53．0―2：05．1―2：17．2―2：29．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．3
1
3

14－（13，4）18，1（11，17）（3，6，10）9－8－（16，12）2，15，7－5・（14，6）4（18，17）（9，11）10，13（1，12）16，8，3，7（15，2）－5
2
4
14，4（13，18）17（1，11）（3，6，10）9－8（16，12）2，15，7，5・（14，6）（18，4）（9，17）11（10，12）8，16，7，13（1，15，2）3，5

勝馬の
紹 介

ヴァフラーム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．7．12 中京3着

2012．2．13生 牝4鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 12戦3勝 賞金 29，444，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ララエクラテール号の騎手A．アッゼニは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイノフシギ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月24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） 1頭 ホットファイヤー号
（非抽選馬） 1頭 ウインブルーローズ号
※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。



晴 稍重 競走 ジングルベル賞
（芝・右）

賞 品
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
良
良

ギ モ ー ヴ 鹿 川田 将雅吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム

キンショーユキヒメ M．デムーロ礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム

クィーンチャーム 黒鹿 V．シュミノー サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム
（仏）

アプリコットベリー 青鹿 松山 弘平 キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 〃 アタマ

エイシンティンクル 岩田 康誠 栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場

ベストセラーアスク 鹿 荻野 琢真廣崎利洋HD 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場

ゴールドエッセンス 鹿 C．ルメール 吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム クビ

メイショウタチマチ 鹿 幸 英明松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場

ヤマニンエルフィン 鹿 武 豊土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助

スイートガーデン 鹿 水口 優也田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 落合 一巳 〃 クビ

メイショウガーデン 黒鹿 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 クビ

マ ユ キ 栗 松若 風馬稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F
－ ・

勝馬の
紹 介

ギ モ ー ヴ 父 ハービンジャー 母父 アグネスタキオン
母 ヒカルアマランサス 母母 ス タ ー ミ ー

〔発走時刻の変更〕
※出走取消馬 ウインアキレア号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※スイートガーデン号は， により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

晴 重 競走
ま や

摩耶ステークス
（ダート・右）

ハンデキャップ
賞 品

本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード
中央レコード

重
重

カ ラ ク プ ア 黒鹿 藤岡 康太 ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ
ファーム B

サージェントバッジ 黒鹿 武 豊大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B 〃 クビ

マルカウォーレン 黒鹿 国分 恭介日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム クビ

ロードフォワード 青鹿 大野 拓弥 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

ヒデノインペリアル 栗 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場

コクスイセン 黒鹿 武 幸四郎 寺島 良 登別 ユートピア牧場

メモリーシャルマン 鹿 松若 風馬橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 〃 アタマ

タガノゴールド 栗 幸 英明八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 〃 ハナ

ヒラボクレジェンド 栗 松山 弘平 平田牧場 大久保龍志 浦河

マヤノオントロジー 黒鹿 北村 友一田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場

スマートボムシェル 栗 A．シュタルケ 大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム
（独）

タイガークラウン 黒鹿 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム

サンライズアルブル 黒鹿 坂井 瑠星松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 〃 ハナ

チェスナットバロン 栗 川田 将雅金子真人ホール
ディングス 村山 明 安平 ノーザンファーム

イ ク ラ ト ロ 鹿 V．シュミノー キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場
（仏）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

・ －
－・

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ラ ク プ ア 父 キングカメハメハ 母父 Grindstone
母 リリウオカラニ 母母 Tropico Cielo

〔騎手変更〕 ロードフォワード号の騎手国分優作は，第７日第１競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。
〔制裁〕 ヒデノインペリアル号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（
※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。



3409512月24日 晴 稍重 （28阪神5）第8日 第11競走 ��
��1，400�第11回阪 神 カ ッ プ（ＧⅡ）

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

賞 品
本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 1，134，000円 324，000円 162，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

12 シ ュ ウ ジ 牡3鹿 56 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 504± 01：21．9 16．0�
36 イスラボニータ 牡5黒鹿57 C．ルメール �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 0 〃 アタマ 3．8�
815 フ ィ エ ロ 牡7青鹿57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 クビ 13．3�
35 ダンスディレクター 牡6鹿 57 武 豊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 446＋ 41：22．0� 15．8�
23 ロサギガンティア 牡5青 57 田辺 裕信 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 536＋ 21：22．1� 10．8	
48 ミッキーアイル 牡5鹿 57 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：22．2クビ 2．1

816 グランシルク 牡4鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 506＋ 2 〃 ハナ 10．4�
24 	 エイシンスパルタン 牡5芦 57 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 米

Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

498± 01：22．41
 16．7�
11 サンライズメジャー 牡7栗 57 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 486± 01：22．71� 39．0
510� ヒルノデイバロー 牡5黒鹿57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B520＋10 〃 ハナ 251．9�
713 ゴールデンナンバー 牝7栗 55 秋山真一郎池谷 誠一氏 萩原 清 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 21：22．8� 342．0�
612 サクラゴスペル 牡8黒鹿57 幸 英明�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 484＋ 21：23．01 249．5�
611 トウショウドラフタ 牡3栗 56 M．バルザローナトウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474－ 2 〃 クビ 49．9�

（仏）

59 スノードラゴン 牡8芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 510± 01：23．42� 47．6�
714 レッドアリオン 牡6鹿 57 V．シュミノー �東京ホースレーシング 橋口 慎介 えりも エクセルマネジメント 486－ 41：23．93 200．3�

（仏）

（15頭）
47 ラインハート 牝5鹿 55 松山 弘平大塚 亮一氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 474± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 246，196，600円 複勝： 328，807，700円 枠連： 129，387，200円
馬連： 750，177，400円 馬単： 331，053，100円 ワイド： 379，501，500円
3連複： 1，147，415，800円 3連単： 1，910，813，300円 計： 5，223，352，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 420円 � 150円 � 340円 枠 連（1－3） 1，840円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 7，940円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 2，800円 �� 760円

3 連 複 ��� 11，220円 3 連 単 ��� 80，280円

票 数

単勝票数 差引計2461966（返還計 6029） 的中 � 122397（7番人気）
複勝票数 差引計3288077（返還計 15294） 的中 � 167903（8番人気）� 729312（2番人気）� 222339（4番人気）
枠連票数 差引計1293872（返還計 4784） 的中 （1－3） 54378（8番人気）
馬連票数 差引計7501774（返還計 56140） 的中 �� 187586（12番人気）
馬単票数 差引計3310531（返還計 26646） 的中 �� 31233（26番人気）
ワイド票数 差引計3795015（返還計 44908） 的中 �� 93098（13番人気）�� 33461（31番人気）�� 133658（8番人気）
3連複票数 差引計11474158（返還計186968） 的中 ��� 76645（42番人気）
3連単票数 差引計19108133（返還計263154） 的中 ��� 17255（247番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―34．9―46．5―58．1―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．4
3 8，6，14（4，5）（2，15）（1，3，9，16）（11，13，10）12 4 8，6（4，5，14）（2，15）（3，16）（1，9）10（11，13）12

勝馬の
紹 介

シ ュ ウ ジ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．7．4 中京1着

2013．3．16生 牡3鹿 母 カ ス ト リ ア 母母 More Silver 11戦4勝 賞金 190，301，000円
〔競走除外〕 ラインハート号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔右肋部血腫〕を発症したため競走除外。発走時刻7分遅延。
※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。

3409612月24日 晴 稍重 （28阪神5）第8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）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

33 デルカイザー �5黒鹿57 V．シュミノー 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B472－101：35．1 6．3�
（仏）

57 サイモンラムセス 牡6鹿 57 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B450＋ 61：35．2	 44．3�
69 メイショウヤマホコ 牡6黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 474－ 41：35．3	 114．2�
45 マイネルネーベル 牡4鹿 57 M．バルザローナ �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 466＋14 〃 クビ 31．5�

（仏）

34 アドマイヤスカイ 牡4青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 446－ 4 〃 アタマ 32．9�
11 オブリゲーション 牡3鹿 56 浜中 俊	辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 472＋ 8 〃 アタマ 5．4

712 ピエールドリュヌ 牝5黒鹿 55

54 ☆
島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 470－ 41：35．51� 18．6�

610 エ マ ノ ン 牝3黒鹿54 松山 弘平丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：35．92	 8．2�
22 シルヴァーグレイス 牝6鹿 55 秋山真一郎吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B466－ 81：36．0	 27．9
814 サウンドアプローズ 牡4黒鹿57 C．ルメール 増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 492＋ 21：36．53 2．2�
58 ゼンノコリオリ 牡6鹿 57 太宰 啓介大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 484± 01：36．71� 223．0�
46 マズルファイヤー 牡6青鹿57 藤岡 康太 	キャロットファーム 寺島 良 安平 ノーザンファーム 586＋261：36．8� 55．6�
813 カープストリーマー 牡3栗 56 A．シュタルケ 	キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 518± 01：37．0� 8．2�

（独）

711 ハギノスノーボール 牡3芦 56 松若 風馬日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 B482－ 21：37．42	 61．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 91，182，000円 複勝： 112，845，300円 枠連： 50，238，700円
馬連： 240，579，600円 馬単： 110，166，800円 ワイド： 132，259，400円
3連複： 310，554，400円 3連単： 515，083，000円 計： 1，562，909，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 250円 � 720円 � 1，590円 枠 連（3－5） 6，630円

馬 連 �� 11，770円 馬 単 �� 19，290円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 7，350円 �� 17，440円

3 連 複 ��� 207，770円 3 連 単 ��� 1，034，440円

票 数

単勝票数 計 911820 的中 � 115356（3番人気）
複勝票数 計1128453 的中 � 139528（3番人気）� 38763（9番人気）� 16406（13番人気）
枠連票数 計 502387 的中 （3－5） 5869（20番人気）
馬連票数 計2405796 的中 �� 16848（30番人気）
馬単票数 計1101668 的中 �� 4283（50番人気）
ワイド票数 計1322594 的中 �� 11984（31番人気）�� 4631（54番人気）�� 1940（77番人気）
3連複票数 計3105544 的中 ��� 1121（233番人気）
3連単票数 計5150830 的中 ��� 361（1176番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．4―48．4―1：00．2―1：11．2―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルカイザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．16 東京3着

2011．2．7生 �5黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 23戦4勝 賞金 51，749，000円
〔制裁〕 メイショウヤマホコ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7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。



（28阪神5）第8日 12月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 182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 手 当

309，070，000円
2，530，000円
13，780，000円
2，490，000円
35，590，000円
74，522，000円
5，801，800円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
772，497，800円
1，105，159，600円
418，577，300円
1，955，002，100円
901，027，600円
1，076，180，600円
2，743，662，500円
4，190，216，500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 13，162，324，000円

総入場人員 18，048名 （有料入場人員 16，727名）
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