
3408512月24日 曇 良 （29阪神5）第8日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走9時50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

510 ケールダンセール 牝2芦 54 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 496± 01：54．7 2．6�
12 ピ リ カ ク ル 牝2鹿 54 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482－ 21：55．23 3．9�
59 ビップベリンダ 牝2黒鹿 54

53 ☆�島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 498＋ 21：55．3� 6．9�
36 エトワールドパリ 牝2芦 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 470－ 81：55．51� 5．5�
713 テイエムソレイユ 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 482－ 21：55．6� 79．2	
47 キタノタマテバコ 牝2鹿 54 小牧 太北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 416＋ 21：55．92 166．1

35 シーダークィーン 牝2鹿 54 和田 竜二杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 452＋ 21：56．85 30．0�
612 メイショウカラタチ 牝2鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 470＋ 2 〃 ハナ 30．8�
48 プリンセスビアンカ 牝2芦 54 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 450－12 〃 ハナ 225．5
815 チャノカオリ 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 418＋ 21：56．9� 359．3�
611 ア ス ピ シ ア 牝2芦 54 V．シュミノー 服部 統祥氏 松田 国英 日高 チャンピオン

ズファーム 494－ 21：57．11� 11．5�
（仏）

714 トーホウトリニティ 牝2鹿 54 北村 友一東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 542＋ 81：57．31� 30．6�
11 グ ロ グ ラ ン 牝2栗 54

53 ☆城戸 義政藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 462－ 41：57．4� 155．9�
24 シャンデリアスピン 牝2青鹿 54

51 ▲富田 暁 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448－101：58．99 25．9�
23 アイスフェアリー 牝2栗 54

53 ☆荻野 極吉田 勝己氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 476± 01：59．0クビ 42．8�
816 スズカクイーン 牝2黒鹿54 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 468－ 41：59．1� 54．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，102，100円 複勝： 49，251，700円 枠連： 17，792，500円
馬連： 73，466，600円 馬単： 33，193，100円 ワイド： 47，347，500円
3連複： 101，498，700円 3連単： 120，414，000円 計： 476，066，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 130円 � 170円 枠 連（1－5） 380円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 250円 �� 380円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，520円

票 数

単勝票数 計 331021 的中 � 99945（1番人気）
複勝票数 計 492517 的中 � 128583（1番人気）� 101486（2番人気）� 58317（4番人気）
枠連票数 計 177925 的中 （1－5） 35423（1番人気）
馬連票数 計 734666 的中 �� 105616（1番人気）
馬単票数 計 331931 的中 �� 25504（1番人気）
ワイド票数 計 473475 的中 �� 53781（1番人気）�� 30415（3番人気）�� 28612（4番人気）
3連複票数 計1014987 的中 ��� 74007（2番人気）
3連単票数 計1204140 的中 ��� 24765（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．0―50．1―1：03．4―1：16．3―1：29．0―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケールダンセール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．11．11 京都3着

2015．4．19生 牝2芦 母 マチカネセキガハラ 母母 マチカネチコウヨレ 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エイシンメッセ号
（非抽選馬） 1頭 クリノウィルディス号
※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。

3408612月24日 曇 良 （29阪神5）第8日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

47 エレスチャル 牝2鹿 54 古川 吉洋ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 446＋ 21：14．0 26．3�

23 アウトバーン 牡2鹿 55
52 ▲三津谷隼人中島 俊房氏 目野 哲也 新ひだか 静内山田牧場 466＋ 21：14．1� 15．4�

11 クーファエラン 牝2鹿 54
53 ☆�島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 444± 01：14．42 22．4�

816 メイショウトラマツ 牡2栗 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 506＋ 2 〃 ハナ 2．0�
815 ベルフロレゾン 牝2栗 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 61：14．5� 15．3	
612 クインズカトレア 牝2鹿 54

51 ▲川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 406＋ 21：14．6� 3．0

36 ジューンナイト 牡2青鹿55 北村 友一吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 440－ 21：14．7� 32．1�
24 アミスターミノル 牝2栗 54

51 ▲富田 暁吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444－ 21：14．91� 31．7�
611 カ シ ャ ー サ 牝2黒鹿54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 438－ 4 〃 アタマ 23．4
48 メイショウヤシチ 牡2黒鹿 55

54 ☆城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 新冠 柏木 一則 472－ 41：15．0クビ 23．7�
510 イエスアルノー 牝2黒鹿54 国分 恭介松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474± 0 〃 クビ 378．0�
35 ナンゴクユメネット 牝2栗 54 水口 優也渡 義光氏 崎山 博樹 新冠 村上牧場 450－ 61：15．1クビ 346．7�
59 リリアンローズ 牝2黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 日高 チャンピオン
ズファーム 438＋ 41：15．84 29．4�

714 カープギャル 牝2鹿 54
53 ☆荻野 極西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 466－ 4 〃 クビ 175．3�

12 タニノビスケット 牝2黒鹿54 �島 良太谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 410－ 41：16．01� 61．8�
713 ウォーターリバース 牝2鹿 54 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 430－ 41：16．21� 227．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，623，500円 複勝： 45，732，400円 枠連： 20，145，900円
馬連： 81，621，300円 馬単： 39，233，100円 ワイド： 51，416，700円
3連複： 106，681，900円 3連単： 139，767，800円 計： 521，222，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 740円 � 480円 � 510円 枠 連（2－4） 4，350円

馬 連 �� 20，760円 馬 単 �� 64，380円

ワ イ ド �� 7，900円 �� 6，830円 �� 4，080円

3 連 複 ��� 98，050円 3 連 単 ��� 544，790円

票 数

単勝票数 計 366235 的中 � 11119（8番人気）
複勝票数 計 457324 的中 � 15783（10番人気）� 25861（5番人気）� 24211（6番人気）
枠連票数 計 201459 的中 （2－4） 3581（14番人気）
馬連票数 計 816213 的中 �� 3241（37番人気）
馬単票数 計 392331 的中 �� 457（114番人気）
ワイド票数 計 514167 的中 �� 1675（58番人気）�� 1939（54番人気）�� 3268（33番人気）
3連複票数 計1066819 的中 ��� 816（160番人気）
3連単票数 計1397678 的中 ��� 186（834番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．0―12．2―12．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．6―47．8―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレスチャル �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．9 阪神13着

2015．5．25生 牝2鹿 母 ディアコメット 母母 サ ム タ イ ム 2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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コマノジャスパ号・セトノブルグ号

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８日



3408712月24日 曇 良 （29阪神5）第8日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時50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

48 ウ ィ ズ 牡2鹿 55
54 ☆荻野 極 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 474＋ 41：22．2 4．2�
36 エイシンエレガンス 牝2青鹿54 酒井 学�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 434－ 21：22．52 12．1�
816� ケンデスティニー 牡2栗 55

52 ▲川又 賢治中西 宏彰氏 森 秀行 米
Sequel Thorough-
breds & Hidden
Lake Farm, LLC

474＋ 8 〃 ハナ 22．2�
715 オメガプランタン 牡2鹿 55 V．シュミノー 原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 428－ 41：22．6クビ 5．7�

（仏）

24 マイラティーシャ 牝2鹿 54
51 ▲富田 暁 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 438＋10 〃 クビ 40．8�

47 モンファロン 牡2黒鹿55 秋山真一郎杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 474＋ 61：22．7クビ 11．9	
23 ティーサムライ 牡2黒鹿 55

53 △森 裕太朗深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 468－ 21：22．91	 25．0

12 キムケンロード 牡2鹿 55 幸 英明木村 永浩氏 西村 真幸 新ひだか 築紫 洋 424＋12 〃 アタマ 4．9�
11 ショウナンアンビル 牡2栗 55

54 ☆
島 克駿国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 448＋ 41：23．11	 63．4�
714 マイティスピリット 牡2鹿 55 北村 友一 サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 442＋101：23．2� 3．5�
611 センショウユウト 牡2鹿 55 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 480＋ 2 〃 クビ 75．9�
817 ヴィグランドアテナ 牝2黒鹿54 国分 恭介大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 488＋ 41：23．41	 405．6�
713 フ レ ネ シ ー 牡2鹿 55 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 416＋161：23．61 91．0�
35 サトノガバナー 牡2青鹿55 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 チャンピオン

ズファーム 476＋12 〃 アタマ 60．9�
59 ハギノサムサラ 牝2黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 440－ 61：23．91� 388．8�
510 オルボンディール 牝2黒鹿54 藤岡 康太 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 432－121：24．11� 63．8�
818 カワチノシャモ 牡2青鹿55 太宰 啓介木村 信彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 落合 一巳 446－ 81：24．42 316．7�
612 ヴィズアルメンテ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太酒井牧場 西村 真幸 浦河 酒井牧場 390－ 8 〃 ハナ 473．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 42，087，800円 複勝： 60，416，000円 枠連： 25，202，500円
馬連： 90，257，400円 馬単： 40，041，800円 ワイド： 59，082，900円
3連複： 122，903，800円 3連単： 146，963，800円 計： 586，956，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 320円 � 560円 枠 連（3－4） 1，560円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，630円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 13，920円 3 連 単 ��� 60，740円

票 数

単勝票数 計 420878 的中 � 78737（2番人気）
複勝票数 計 604160 的中 � 99734（2番人気）� 46683（6番人気）� 24001（8番人気）
枠連票数 計 252025 的中 （3－4） 12453（6番人気）
馬連票数 計 902574 的中 �� 28549（10番人気）
馬単票数 計 400418 的中 �� 7357（14番人気）
ワイド票数 計 590829 的中 �� 17788（9番人気）�� 9233（17番人気）�� 7437（21番人気）
3連複票数 計1229038 的中 ��� 6620（42番人気）
3連単票数 計1469638 的中 ��� 1754（181番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―12．3―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．9―58．4―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．3
3 11－（8，15）6（16，9）2（4，7）（1，3）13（10，14）18（12，5）－17 4 ・（11，8，15）－6，16（7，9）2（4，13）（1，3，14）（10，5，18）12，17

勝馬の
紹 介

ウ ィ ズ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．6．18 東京4着

2015．4．29生 牡2鹿 母 シルキーウィズ 母母 グレイスカップ 4戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 サトノガバナー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 カワチノシャモ号の騎手太宰啓介は，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：14番・13番）

マイラティーシャ号の騎手富田暁は，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：13番・9番）
※ティーサムライ号は，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。

3408812月24日 曇 良 （29阪神5）第8日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．8

良
良

815 ウインラナキラ 牝2鹿 54 松山 弘平�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 402－ 22：01．9 31．6�
510 デクレアラー 牡2栗 55 藤岡 康太�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 02：02．11� 8．6�
816 アイスバブル 牡2芦 55 V．シュミノー 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 438＋ 42：02．2	 1．7�

（仏）

48 アドベントサンデー 牡2鹿 55 松若 風馬 �社台レースホース松下 武士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 22：02．41
 27．2�

12 キンノイナズマ 牡2青鹿55 北村 友一岡 浩二氏 大久保龍志 新冠 パカパカ
ファーム 464＋122：02．5
 48．9	

24 サウンドガバーナ 牡2鹿 55 菱田 裕二増田 雄一氏 杉山 晴紀 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 496－ 2 〃 クビ 164．5


11 ザファーストバイオ 牡2栗 55 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 466＋12 〃 ハナ 75．2�
59 ヒルトップパレス 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿吉田 勝己氏 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452－ 22：02．81	 52．9�
23 メ ラ ナ イ ト 牡2青鹿55 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 460＋ 4 〃 クビ 4．1
713 プルンクザール 牡2栗 55

54 ☆荻野 極水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 462＋102：02．9クビ 20．8�
612 テーオーフォース 牡2黒鹿55 酒井 学小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 22：03．0	 195．9�
47 アローヘッドワン 牡2栗 55 小牧 太幅田 京子氏 笹田 和秀 平取 原田 新治 498－ 42：03．31	 15．3�
611 キタサンヴィクター 牡2鹿 55 太宰 啓介�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 500－ 42：03．4
 56．0�
36 クリノセザンヌ 牡2鹿 55 国分 恭介栗本 博晴氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 452＋ 22：03．61� 112．8�
714 エ イ コ ー ン 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太西森 鶴氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 454＋ 4 〃 クビ 32．2�
35 メメディーン 牡2鹿 55

52 ▲富田 暁本谷 惠氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 470＋122：03．81
 317．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，439，800円 複勝： 64，544，300円 枠連： 21，959，900円
馬連： 87，380，900円 馬単： 47，120，300円 ワイド： 60，223，500円
3連複： 113，577，600円 3連単： 164，219，700円 計： 603，466，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，160円 複 勝 � 390円 � 190円 � 110円 枠 連（5－8） 650円

馬 連 �� 8，680円 馬 単 �� 22，530円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 850円 �� 390円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 78，170円

票 数

単勝票数 計 444398 的中 � 11249（7番人気）
複勝票数 計 645443 的中 � 25767（7番人気）� 68168（3番人気）� 245319（1番人気）
枠連票数 計 219599 的中 （5－8） 26015（2番人気）
馬連票数 計 873809 的中 �� 8297（21番人気）
馬単票数 計 471203 的中 �� 1568（50番人気）
ワイド票数 計 602235 的中 �� 5686（27番人気）�� 17747（8番人気）�� 44074（2番人気）
3連複票数 計1135776 的中 ��� 16215（13番人気）
3連単票数 計1642197 的中 ��� 1523（211番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．0―48．4―1：01．0―1：13．6―1：25．9―1：38．0―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ウインラナキラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．11．3 京都7着

2015．2．17生 牝2鹿 母 コスモプラチナ 母母 グレースマリヤ 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 メラナイト号の騎手和田竜二は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成30年1月6日から平成30年1月13日まで騎乗

停止。（被害馬：14番・9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アフラマズダー号・ブルベアミョウガ号
※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。



3408912月24日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29阪神5）第8日 第5競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時50分 （芝・ダート）

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

814 アスターサムソン �4鹿 60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 23：21．4 8．7�

34 メイショウタカモリ 牡3芦 58 平沢 健治松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 500± 03：21．61� 6．0�
813� シゲルクロカジキ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 512＋ 83：21．91	 7．0�
712 フ ィ エ ル テ 牝5鹿 58 中村 将之�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 43：22．32
 5．4�
45 ラヴアンドポップ 牡4鹿 60 高田 潤 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋243：22．62 15．6�
711� スズカグランデ �6栗 60 白浜 雄造永井 啓弍氏 寺島 良 平取 稲原牧場 450＋ 63：22．81� 20．2	
33 インテグリティー 牡4鹿 60 難波 剛健前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 474＋ 8 〃 クビ 44．3

610 メメニシコリ 牡4鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 460＋ 23：23．01
 4．5�
22 レジェンドパワー �5黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 448＋ 43：23．21 4．4�
57 � ユアーザワン 牡5青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 496＋103：25．2大差 37．0
69 ディグアップセンス 牡3鹿 58 草野 太郎広尾レース� 伊藤 正徳 新冠 富本 茂喜 434＋ 23：25．51
 164．5�
58 ブライトインベガス 牡3黒鹿58 蓑島 靖典島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋ 43：31．5大差 160．7�
11 ナンヨーアイリッド �5栗 60 五十嵐雄祐中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 480－ 63：32．98 118．0�
46 シゲルスズキ 牡4栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 502－ 4 （競走中止） 61．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，811，400円 複勝： 37，016，700円 枠連： 18，259，900円
馬連： 60，625，400円 馬単： 29，385，300円 ワイド： 37，739，100円
3連複： 92，040，100円 3連単： 121，799，900円 計： 425，677，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 280円 � 210円 � 190円 枠 連（3－8） 870円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 760円 �� 830円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 25，400円

票 数

単勝票数 計 288114 的中 � 26449（6番人気）
複勝票数 計 370167 的中 � 31010（6番人気）� 46103（5番人気）� 54085（4番人気）
枠連票数 計 182599 的中 （3－8） 16197（3番人気）
馬連票数 計 606254 的中 �� 24207（11番人気）
馬単票数 計 293853 的中 �� 5366（25番人気）
ワイド票数 計 377391 的中 �� 12780（10番人気）�� 11592（13番人気）�� 14311（9番人気）
3連複票数 計 920401 的中 ��� 18253（17番人気）
3連単票数 計1217999 的中 ��� 3476（112番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 52．3－3F 39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
4，14－（13，3，7）12，2，11－10，5＝9＝1＝8
4－14－（7，12）（3，13，2）－11－10－5＝9＝8，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスターサムソン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．3．5 阪神11着

2013．1．27生 �4鹿 母 アドマイヤマダム 母母 ファームキャット 障害：2戦1勝 賞金 8，580，000円
〔競走中止〕 シゲルスズキ号は，1周目4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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 クリノミユキチャン号・シゲルロウニンアジ号・タイセイエナジー号・ニホンピロボーラー号・

マイネルディアベル号・レディーフランソワ号

3409012月24日 曇 良 （29阪神5）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時40分 （芝・右・外）

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
1：45．6
1：45．6

良
良

44 ダノンマジェスティ 牡2鹿 55 和田 竜二�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478 ―1：49．9 1．4�
88 サンティーニ 牡2栗 55 松若 風馬�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 504 ―1：50．53� 7．0�
89 ボルティモア 牝2鹿 54 藤岡 康太�G1レーシング 宮 徹 千歳 社台ファーム 460 ― 〃 クビ 32．4�
22 シンハラージャ 牡2栗 55 V．シュミノー �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450 ―1：50．71� 3．3�

（仏）

33 ワ イ ズ ワ ン 牡2鹿 55
54 ☆荻野 極林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 504 ―1：50．8クビ 19．5	

11 エ ケ ト ロ ス 牡2黒鹿55 藤岡 佑介中辻 明氏 笹田 和秀 浦河 中村 雅明 494 ―1：51．43� 108．3

66 ロイジービヴ 牡2鹿 55 幸 英明水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 526 ―1：52．25 52．0�
77 グッジョブハニー 牝2鹿 54

51 ▲富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 492 ―1：52．73 67．9�

55 タンバコージン 牡2鹿 55 荻野 琢真荻野 憲夫氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 506 ―1：54．5大差 134．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 64，318，500円 複勝： 128，667，900円 枠連： 12，024，000円
馬連： 73，561，700円 馬単： 60，811，500円 ワイド： 41，943，200円
3連複： 85，298，800円 3連単： 272，059，500円 計： 738，685，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 300円 枠 連（4－8） 390円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 210円 �� 540円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 4，410円

票 数

単勝票数 計 643185 的中 � 349979（1番人気）
複勝票数 計1286679 的中 � 1020169（1番人気）� 69317（3番人気）� 21263（5番人気）
枠連票数 計 120240 的中 （4－8） 23872（2番人気）
馬連票数 計 735617 的中 �� 127422（2番人気）
馬単票数 計 608115 的中 �� 73088（3番人気）
ワイド票数 計 419432 的中 �� 62434（2番人気）�� 18122（6番人気）�� 9278（10番人気）
3連複票数 計 852988 的中 ��� 26426（6番人気）
3連単票数 計2720595 的中 ��� 44700（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―38．1―51．2―1：04．1―1：16．4―1：27．7―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．5
3 8，9（6，3）（4，7）（1，2）－5 4 ・（8，9）（6，3）（4，7）（1，2）＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンマジェスティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Essence of Dubai 初出走

2015．4．20生 牡2鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 サンティーニ号は，最後の直線コースで外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 曇 良 （29阪神5）第8日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611 キングディグニティ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 464＋ 21：25．5 13．4�
612 シアワセデス 牝4鹿 55 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 494－ 21：25．71� 21．3�
12 カ ム カ ム 牡3鹿 56 松若 風馬共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 478＋181：26．01� 19．4�
11 バ レ ー ロ 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496－ 21：26．1� 4．0�
24 キスミーワンス 牝3黒鹿54 菱田 裕二吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 444＋ 4 〃 クビ 13．6	
510 タガノリアン 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋161：26．2� 24．2

48 � ト ッ プ ラ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 浦河 高岸 順一 486－ 1 〃 ハナ 6．3�
714 マッカナバラ 牝5芦 55 酒井 学�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 456＋101：26．3� 214．9�
816 エスペランサリュウ 牡4鹿 57 国分 優作江上 幸氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 496＋ 41：26．4� 12．5�
815 ララベスラーナ 牝3栗 54

53 ☆	島 克駿ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ B482± 01：26．71� 4．3�

35 イイデファイナル 牡3芦 56 中谷 雄太松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 508－ 41：27．55 6．8�
59 ハ ム レ ッ ト 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁 �グリーンファーム松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 428＋101：27．6� 22．9�
36 � マイアフェクション 牡3鹿 56 田中 健五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 464－ 31：27．8� 52．2�
47 ブライトメジャー 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 464＋201：27．9� 185．0�
713 スーセントマリー 牝4鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 518＋251：28．96 36．4�
23 ヨドノベスト 牡3鹿 56 川島 信二海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 村上牧場 454＋201：29．85 228．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，112，000円 複勝： 72，665，400円 枠連： 31，607，500円
馬連： 126，050，000円 馬単： 51，312，700円 ワイド： 75，876，100円
3連複： 167，652，900円 3連単： 200，361，700円 計： 776，638，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 390円 � 600円 � 690円 枠 連（6－6） 8，950円

馬 連 �� 9，130円 馬 単 �� 16，490円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 4，110円 �� 4，290円

3 連 複 ��� 51，440円 3 連 単 ��� 282，610円

票 数

単勝票数 計 511120 的中 � 30483（6番人気）
複勝票数 計 726654 的中 � 51751（7番人気）� 31601（8番人気）� 26782（10番人気）
枠連票数 計 316075 的中 （6－6） 2734（27番人気）
馬連票数 計1260500 的中 �� 11378（35番人気）
馬単票数 計 513127 的中 �� 2333（67番人気）
ワイド票数 計 758761 的中 �� 7905（35番人気）�� 4744（50番人気）�� 4547（53番人気）
3連複票数 計1676529 的中 ��� 2444（157番人気）
3連単票数 計2003617 的中 ��� 514（888番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングディグニティ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．3．20 中京9着

2014．4．29生 牡3黒鹿 母 ボストンタイム 母母 ドリームドリーム 6戦2勝 賞金 14，000，000円
〔発走状況〕 バレーロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 イイデファイナル号の騎手中谷雄太は，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：16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンマルアリュール号・デロングスター号
（非抽選馬） 8頭 ヴィクトリアマンボ号・ウイングエンペラー号・シゲルキツネダイ号・シンゼンガンプ号・シーハリケーン号・

テソーロ号・ランドジュピター号・ワンダープラヤアン号

3409212月24日 晴 良 （29阪神5）第8日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

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

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

11 ホーリーブレイズ 牡3鹿 56 和田 竜二村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462－ 42：06．0 8．1�
810 ルドルフィーナ 牡4青鹿57 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 492＋202：06．1� 10．7�
55 ミキノトランペット 牡3鹿 56 田中 勝春谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 528＋ 42：06．41� 6．8�
77 ヤマニンシルフ 牡4栗 57

55 △森 裕太朗土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 458－ 6 〃 クビ 61．9�
22 エンパイアブルー 牝5鹿 55 北村 友一広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 466－ 42：07．14 3．6�
33 テイエムチューハイ 牡3黒鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 446＋ 22：07．31	 6．3	
89 ニホンピロサンダー 牡5黒鹿57 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 482－102：07．51
 193．5

78 スズカヴァンガード �6栗 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 490＋ 22：07．71 21．8�
44 マンハッタンロック 牡3鹿 56 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 02：08．23 13．9
66 ラ ボ ー ナ 牡3鹿 56 V．シュミノー �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 536＋ 62：08．94 3．1�

（仏）

（10頭）

売 得 金
単勝： 61，999，400円 複勝： 73，739，800円 枠連： 19，252，900円
馬連： 148，496，000円 馬単： 69，657，100円 ワイド： 78，943，300円
3連複： 172，273，800円 3連単： 302，249，000円 計： 926，611，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 260円 � 360円 � 270円 枠 連（1－8） 4，120円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 7，040円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 930円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 40，550円

票 数

単勝票数 計 619994 的中 � 60544（5番人気）
複勝票数 計 737398 的中 � 75674（4番人気）� 50808（6番人気）� 74155（5番人気）
枠連票数 計 192529 的中 （1－8） 3620（19番人気）
馬連票数 計1484960 的中 �� 31705（19番人気）
馬単票数 計 696571 的中 �� 7418（37番人気）
ワイド票数 計 789433 的中 �� 16857（20番人気）�� 22176（12番人気）�� 16400（21番人気）
3連複票数 計1722738 的中 ��� 18453（33番人気）
3連単票数 計3022490 的中 ��� 5403（188番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―36．0―49．9―1：03．0―1：16．1―1：28．7―1：40．9―1：53．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホーリーブレイズ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2017．1．21 京都1着

2014．5．12生 牡3鹿 母 スキャニングジョイ 母母 ミスマルシゲ 10戦3勝 賞金 28，100，000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。



3409312月24日 晴 良 （29阪神5）第8日 第9競走 ��
��1，600�

せんりょう

千 両 賞
発走14時20分 （芝・右・外）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

77 サンラモンバレー 牡2鹿 55 V．シュミノー 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 468± 01：34．8 3．3�
（仏）

44 キボウノダイチ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 492＋ 8 〃 クビ 14．7�
11 アドマイヤアルバ 牡2鹿 55 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470－ 21：34．9� 1．9�
89 タガノタイト 牡2鹿 55 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 466± 0 〃 クビ 31．8�
66 バイオレントブロー 牡2黒鹿55 和田 竜二 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 474± 01：35．32� 6．1	
88 ナムラアッパレ 牡2鹿 55 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 472＋ 61：35．51� 39．0

22 スーサンドン 牡2鹿 55 川島 信二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 484＋ 41：35．71� 45．2�
33 ミッキーマインド 牡2鹿 55 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 462＋ 21：35．91� 7．6�
55 ニシノベースマン 牡2黒鹿55 川又 賢治西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 434＋ 41：36．32 139．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 71，168，500円 複勝： 86，424，800円 枠連： 21，458，900円
馬連： 144，094，600円 馬単： 85，904，600円 ワイド： 70，694，500円
3連複： 151，290，800円 3連単： 394，732，100円 計： 1，025，768，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 230円 � 110円 枠 連（4－7） 3，190円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 640円 �� 150円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 9，170円

票 数

単勝票数 計 711685 的中 � 170769（2番人気）
複勝票数 計 864248 的中 � 128677（2番人気）� 43546（5番人気）� 431859（1番人気）
枠連票数 計 214589 的中 （4－7） 5208（10番人気）
馬連票数 計1440946 的中 �� 45462（8番人気）
馬単票数 計 859046 的中 �� 17686（12番人気）
ワイド票数 計 706945 的中 �� 22415（8番人気）�� 160485（1番人気）�� 34112（7番人気）
3連複票数 計1512908 的中 ��� 103116（4番人気）
3連単票数 計3947321 的中 ��� 31178（29番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．3―12．4―12．1―11．1―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．4―36．7―49．1―1：01．2―1：12．3―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．6
3 4，9（1，6）5（2，3）（7，8） 4 4，9（1，6）5（2，7，3）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンラモンバレー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2017．11．25 京都1着

2015．5．2生 牡2鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 2戦2勝 賞金 17，196，000円
〔制裁〕 サンラモンバレー号の騎手V．シュミノーは，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

キボウノダイチ号の騎手藤岡佑介は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9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。

3409412月24日 曇 良 （29阪神5）第8日 第10競走 ��
��2，400�

え さ か

江 坂 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；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
2：22．1

良
良

33 ガ ン コ 牡4青鹿57 藤岡 佑介杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 494＋ 42：25．0 54．4�
66 ラヴィエベール 牡4鹿 57 V．シュミノー �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496± 02：25．32 1．4�

（仏）

11 アドマイヤジョラス 牡3黒鹿55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472－ 22：25．72� 6．6�
78 マイネルレオーネ 牡5黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 398－ 22：25．91	 20．0�
55 サトノリュウガ 牡3鹿 55 北村 友一 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 クビ 7．6	
810 メイショウカミシマ 牡3黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 452＋ 22：26．43 7．9

44 ビップレボルシオン 牡6鹿 57 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞
湖 レイクヴィラファーム 520－ 42：26．5� 25．0�
89 ダブルイーグル 牡9鹿 57 小牧 太田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 484＋ 4 〃 ハナ 129．4�
22 コスモボアソルテ 牡5芦 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 510＋102：26．71	 159．8
77 � ダイシンロイ 牡6黒鹿57 松山 弘平大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 02：27．55 161．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 86，125，200円 複勝： 241，009，000円 枠連： 25，835，100円
馬連： 169，613，300円 馬単： 111，156，800円 ワイド： 86，823，600円
3連複： 194，065，400円 3連単： 547，565，600円 計： 1，462，194，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，440円 複 勝 � 490円 � 100円 � 150円 枠 連（3－6） 3，700円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 15，650円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 2，460円 �� 200円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 70，250円

票 数

単勝票数 計 861252 的中 � 12664（7番人気）
複勝票数 計2410090 的中 � 21500（7番人気）� 1925530（1番人気）� 125321（2番人気）
枠連票数 計 258351 的中 （3－6） 5408（10番人気）
馬連票数 計1696133 的中 �� 37550（9番人気）
馬単票数 計1111568 的中 �� 5326（31番人気）
ワイド票数 計 868236 的中 �� 18233（13番人気）�� 7570（17番人気）�� 143060（1番人気）
3連複票数 計1940654 的中 ��� 36756（12番人気）
3連単票数 計5475656 的中 ��� 5651（125番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．5―12．0―12．1―12．5―12．3―12．2―12．1―11．6―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．0―36．5―48．5―1：00．6―1：13．1―1：25．4―1：37．6―1：49．7―2：01．3―2：12．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガ ン コ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．7．5 函館2着

2013．3．12生 牡4青鹿 母 シングアップロック 母母 アンティーケリー 25戦4勝 賞金 59，959，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

２レース目 ４レース目



3409512月24日 曇 良 （29阪神5）第8日 第11競走 ��
��2，000�サンタクロースステークス

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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

66 ダンビュライト 牡3黒鹿56 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478± 02：01．7 2．0�
11 クリノヤマトノオー 牡3鹿 56 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 460＋ 82：01．8� 4．1�
44 カレンラストショー 牡5栗 57 荻野 極鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 448＋ 42：01．9	 11．9�
77 
 マウントゴールド 牡4鹿 57 北村 友一青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 452＋ 6 〃 クビ 5．8�
810
 エリモジパング 牡7青鹿57 田中 勝春山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 466－122：02．32	 165．5	
89 マイネルネーベル 牡5鹿 57 丹内 祐次 �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 456± 02：02．4	 85．8

22 サンマルホーム 牡7栗 57 �島 良太相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B454＋ 4 〃 クビ 176．7�
78 ロードアルバータ 牡3青鹿56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 450＋122：02．71� 5．6�
55 コウエイワンマン 牡6黒鹿57 四位 洋文釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 530＋ 2 〃 ハナ 39．4
33 ブライトエンブレム 牡5鹿 57 V．シュミノー �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 508＋182：02．8クビ 20．9�

（仏）

（10頭）

売 得 金
単勝： 117，746，600円 複勝： 101，794，300円 枠連： 45，102，500円
馬連： 248，474，900円 馬単： 132，798，100円 ワイド： 108，887，500円
3連複： 273，242，000円 3連単： 661，279，500円 計： 1，689，325，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 200円 枠 連（1－6） 450円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 200円 �� 380円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計1177466 的中 � 453240（1番人気）
複勝票数 計1017943 的中 � 368844（1番人気）� 151392（3番人気）� 87029（5番人気）
枠連票数 計 451025 的中 （1－6） 77071（2番人気）
馬連票数 計2484749 的中 �� 439010（1番人気）
馬単票数 計1327981 的中 �� 158752（1番人気）
ワイド票数 計1088875 的中 �� 165122（1番人気）�� 68082（5番人気）�� 39366（10番人気）
3連複票数 計2732420 的中 ��� 191287（4番人気）
3連単票数 計6612795 的中 ��� 154818（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―37．3―50．3―1：03．2―1：15．8―1：27．8―1：39．0―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F33．9
1
3
4，7－6，1，10－9（2，8）3＝5
4，7（1，6）（9，10）2，8－3－5

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

勝馬の
紹 介

ダンビュライト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．9 中京1着

2014．3．3生 牡3黒鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 10戦2勝 賞金 110，689，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時51分に変更。
※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。

3409612月24日 雨 良 （29阪神5）第8日 第12競走 ��
��1，400�ギャラクシーステークス

発走16時25分 （ダート・右）
3歳以上，28．12．23以降29．12．17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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714 アキトクレッセント 牡5鹿 55 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 506＋ 41：23．7 7．0�

47 ブラゾンドゥリス 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 512－ 41：23．91� 26．2�

816 ドライヴナイト 牡4黒鹿54 藤岡 佑介桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 534＋ 8 〃 クビ 15．0�
36 ラインシュナイダー 牡5鹿 56 国分 恭介大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 478＋ 81：24．0クビ 9．4�
59 プレスティージオ 牡4栗 54 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 B492± 01：24．1� 23．3�
24 サトノファンタシー 牡4鹿 55 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 480＋ 4 〃 クビ 10．2	
713 ノ ウ レ ッ ジ 牡7鹿 54 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 41：24．2クビ 389．7

35 キョウエイアシュラ 牡10鹿 54 野中悠太郎田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 466＋ 2 〃 クビ 218．0�
815 サウススターマン 牡6黒鹿56 北村 友一南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 516－ 21：24．41� 5．9�
12 コウエイエンブレム 牡4栗 57．5 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 542＋ 41：24．5� 3．4
611 キャプテンシップ 牡5鹿 54 川又 賢治玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 520＋ 2 〃 ハナ 72．4�
48 キタサンサジン 牡5栗 57 小牧 太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 538＋ 2 〃 ハナ 45．4�
23 ピークトラム 牡6黒鹿55 松若 風馬吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 496＋141：24．6� 72．4�
510 フ ル ー キ ー 牡7青鹿57 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B488± 01：24．81 64．8�
612 レッドゲルニカ 牡4鹿 55 V．シュミノー �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 548－ 81：25．54 6．1�

（仏）

11 ウインムート 牡4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 502－ 2 〃 ハナ 15．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 186，901，300円 複勝： 237，975，200円 枠連： 94，750，100円
馬連： 487，298，500円 馬単： 180，775，800円 ワイド： 258，025，000円
3連複： 676，697，800円 3連単： 977，182，200円 計： 3，099，605，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 300円 � 620円 � 510円 枠 連（4－7） 5，700円

馬 連 �� 10，320円 馬 単 �� 16，550円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 2，020円 �� 6，070円

3 連 複 ��� 42，760円 3 連 単 ��� 226，410円

票 数

単勝票数 計1869013 的中 � 211985（4番人気）
複勝票数 計2379752 的中 � 230505（5番人気）� 94120（9番人気）� 117857（7番人気）
枠連票数 計 947501 的中 （4－7） 12870（23番人気）
馬連票数 計4872985 的中 �� 38894（33番人気）
馬単票数 計1807758 的中 �� 8191（63番人気）
ワイド票数 計2580250 的中 �� 24518（30番人気）�� 33254（23番人気）�� 10815（54番人気）
3連複票数 計6766978 的中 ��� 11868（122番人気）
3連単票数 計9771822 的中 ��� 3129（653番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．9―12．1―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―34．0―45．9―58．0―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．8
3 ・（1，12）2（6，8）（7，15）（4，16）（13，14）（3，11）（5，10）－9 4 ・（1，12）（2，6）－（15，8，14）（7，4，16）13，10（3，11）5－9
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5鹿 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 17戦6勝 賞金 118，229，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。
（非抽選馬）17頭 イースターパレード号・イーデンホール号・エイシンバランサー号・オールザゴー号・カジキ号・

ゴーインググレート号・サウンドスカイ号・サノイチ号・サルサディオーネ号・サングラス号・
サンライズホーム号・スズカリバー号・ダノングッド号・テイエムヒッタマゲ号・トミケンユークアイ号・
ペイシャモンシェリ号・ベストマッチョ号

※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。



（29阪神5）第8日 12月24日（日曜日） 曇一時晴後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

224，700，000円
10，120，000円
19，620，000円
1，540，000円
24，790，000円
66，632，000円
4，948，800円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
824，436，100円
1，199，237，500円
353，391，700円
1，790，940，600円
881，390，200円
977，002，900円
2，257，223，600円
4，048，594，800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 12，332，217，400円

総入場人員 30，633名 （有料入場人員 28，574名）
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