
3403712月9日 曇 良 （30阪神5）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時05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
1：11．0
1：10．2

良
不良

34 ヤマニンブルーベル 牝2芦 54 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 462± 01：14．1 6．1�
45 メイショウカササギ 牝2鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 464＋ 21：14．63 16．2�
11 シルバークレイン 牝2芦 54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 440± 0 〃 クビ 75．1�
610 スマートアテナ 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 448± 01：14．7クビ 2．6�
46 ベストクィーン 牝2栗 54 松若 風馬田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 418－ 21：14．91� 17．1�
69 ディアブルノワール 牝2黒鹿54 C．デムーロ �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 508－ 8 〃 アタマ 2．9	

（仏）

813 ホットスタンプ 牝2栗 54 丸山 元気岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 B454－ 21：15．53� 26．7

33 ヒマリチャン 牝2栗 54

52 △森 裕太朗北側 雅勝氏 村山 明 新ひだか 三石橋本牧場 488－ 81：15．6クビ 257．1�
22 ジョースイーツ 牝2黒鹿54 田辺 裕信上田けい子氏 沖 芳夫 新ひだか 平野牧場 472－ 61：15．7� 19．0�
712 エメラルドカット 牝2鹿 54 田中 健山上 和良氏 的場 均 浦河 小林 仁 480－101：16．12� 336．4
57 ハーゲンフレイヤ 牝2鹿 54

53 ☆荻野 極大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 438± 01：16．84 188．0�
711 キンショーダンサー 牝2栗 54 戸崎 圭太礒野日出夫氏 中村 均 浦河 大島牧場 432－101：16．9� 12．8�
814 ビクトリーゴールド 牝2鹿 54 秋山真一郎田島 政光氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 400＋ 21：17．11 166．8�
58 ユウナブランシェ 牝2鹿 54 高倉 稜野田 善己氏 千田 輝彦 新冠 武田 修一 420－ 21：17．52� 481．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，375，300円 複勝： 35，330，600円 枠連： 13，135，700円
馬連： 52，551，500円 馬単： 26，619，300円 ワイド： 36，741，900円
3連複： 72，582，800円 3連単： 101，213，900円 計： 367，551，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 320円 � 1，120円 枠 連（3－4） 2，640円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 7，110円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 3，940円 �� 6，870円

3 連 複 ��� 53，160円 3 連 単 ��� 239，020円

票 数

単勝票数 計 293753 的中 � 40016（3番人気）
複勝票数 計 353306 的中 � 46802（3番人気）� 29095（5番人気）� 6925（9番人気）
枠連票数 計 131357 的中 （3－4） 3844（7番人気）
馬連票数 計 525515 的中 �� 9738（15番人気）
馬単票数 計 266193 的中 �� 2807（26番人気）
ワイド票数 計 367419 的中 �� 7662（15番人気）�� 2377（31番人気）�� 1353（36番人気）
3連複票数 計 725828 的中 ��� 1024（84番人気）
3連単票数 計1012139 的中 ��� 307（411番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．2―12．6―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．5―48．1―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンブルーベル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2018．11．18 京都4着

2016．3．23生 牝2芦 母 ヤマニンパピオネ 母母 ヤマニンメルティ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※ホットスタンプ号は，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。

3403812月9日 曇 良 （30阪神5）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時35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

812 ロフティネス 牡2鹿 55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新冠 村上牧場 464－101：55．3 22．8�
710 クリエイトザライフ 牡2栗 55 C．デムーロ 飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 484± 01：56．04 2．0�

（仏）

69 ヒッチコック 牡2芦 55 �島 良太薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ
アーム 492＋ 41：56．21� 41．5�

68 タ ウ ィ ー ザ 牡2鹿 55 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 平山牧場 494－101：56．3� 9．4�
57 シゲルクロダイヤ 牡2鹿 55 古川 吉洋森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 506－ 6 〃 ハナ 28．5�
22 タイセイドレッサー 牡2栗 55 藤岡 康太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 472－ 21：57．04 25．1	
711 フェブタイズ 牡2鹿 55 丸山 元気釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 496－101：57．1� 104．7

56 ユーバーファル 牡2芦 55 田中 学畑佐 博氏 石橋 守 浦河 中神牧場 510－ 21：58．05 119．5�

（兵庫）

45 サトノライジン 牡2黒鹿55 和田 竜二 �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 506＋ 21：58．21� 2．9�
11 ロ グ ブ ッ ク 牡2黒鹿55 太宰 啓介玉井 宏和氏 大根田裕之 平取 川向高橋育

成牧場 484＋ 61：58．73 311．7
44 トモジャパルムドル 牝2栗 54 藤懸 貴志吉冨 学氏 斉藤 崇史 新冠 森 牧場 468－ 81：58．8� 13．1�
813 ハクユウレインボー 牡2鹿 55 岡田 祥嗣 �H.Iコーポレーション 飯田 雄三 新ひだか 矢野牧場 486－ 41：59．75 258．4�
33 ダンツコーラル 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極山元 哲二氏 谷 潔 新冠 新冠橋本牧場 486＋ 62：00．87 115．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，029，200円 複勝： 37，260，200円 枠連： 13，695，900円
馬連： 46，987，900円 馬単： 25，857，500円 ワイド： 32，892，900円
3連複： 65，148，600円 3連単： 94，631，400円 計： 344，503，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 260円 � 110円 � 530円 枠 連（7－8） 2，040円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 740円 �� 3，510円 �� 870円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 101，790円

票 数

単勝票数 計 280292 的中 � 10406（5番人気）
複勝票数 計 372602 的中 � 24472（5番人気）� 164147（1番人気）� 10132（8番人気）
枠連票数 計 136959 的中 （7－8） 5197（7番人気）
馬連票数 計 469879 的中 �� 19312（7番人気）
馬単票数 計 258575 的中 �� 3170（19番人気）
ワイド票数 計 328929 的中 �� 11723（8番人気）�� 2293（31番人気）�� 9836（10番人気）
3連複票数 計 651486 的中 ��� 5028（31番人気）
3連単票数 計 946314 的中 ��� 674（230番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―13．6―13．1―12．9―12．4―12．3―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―38．5―51．6―1：04．5―1：16．9―1：29．2―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロフティネス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．10．7 京都5着

2016．4．5生 牡2鹿 母 フジヤマサクラ 母母 カツラドライバー 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 ロフティネス号の騎手松若風馬は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・2番・1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツコーラル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月9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または施行団体名を表示している。

第５回 阪神競馬 第４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



3403912月9日 曇 良 （30阪神5）第4日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時05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
1：08．6
1：07．8

良
良

48 イ メ ル 牡2黒鹿55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 474＋101：10．1 2．5�
611 ジョーカリン 牝2黒鹿54 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 404± 0 〃 クビ 92．9�
11 ファイトフォーラヴ 牡2鹿 55 武 豊金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 460－ 61：10．31� 5．7�
12 タガノプリマベーラ 牝2鹿 54 池添 謙一八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 398＋ 21：10．4	 34．9�
815 ロ ナ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 460± 01：10．61� 13．0�
35 コハルビヨリ 牝2鹿 54 藤岡 康太飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 484＋ 21：10．7
 5．4	
59 ヒロノトウリョウ 牡2鹿 55

54 ☆義 英真小野 博郷氏 田所 秀孝 新冠 新冠伊藤牧場 478＋161：10．8
 201．4

36 キコクイーン 牝2青 54 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 438－ 21：11．01 8．2�
714 ピュアサクヤヒメ 牝2鹿 54 田辺 裕信鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 464－ 6 〃 アタマ 88．9�
47 レディポワソン 牝2鹿 54 北村 友一近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか カタオカフアーム 492＋ 2 〃 クビ 25．1
713 ジャスタクイーン 牝2鹿 54 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 464＋ 21：11．1
 31．6�
510 ガデスチョイス 牝2黒鹿54 太宰 啓介宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 476－ 81：11．2クビ 22．2�
612 ビップナディア 牝2鹿 54 北村 宏司鈴木 邦英氏 牧浦 充徳 平取 坂東牧場 412－ 61：11．3
 85．8�
24 � デルマカトリーナ 牝2鹿 54

53 ☆荻野 極浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson
Stud, Inc. 434－ 21：11．51� 70．6�

816 ロイヤルヴィザージ 牝2鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 444＋ 4 〃 クビ 42．7�
23 ニシノバモス 牡2栗 55 戸崎 圭太西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 452＋141：11．82 69．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，083，100円 複勝： 43，868，500円 枠連： 16，755，800円
馬連： 63，522，800円 馬単： 29，107，200円 ワイド： 47，020，000円
3連複： 89，086，700円 3連単： 105，832，000円 計： 432，276，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 810円 � 210円 枠 連（4－6） 3，210円

馬 連 �� 8，590円 馬 単 �� 14，330円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 440円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 14，090円 3 連 単 ��� 92，890円

票 数

単勝票数 計 370831 的中 � 122137（1番人気）
複勝票数 計 438685 的中 � 102932（1番人気）� 9938（11番人気）� 53141（4番人気）
枠連票数 計 167558 的中 （4－6） 4035（11番人気）
馬連票数 計 635228 的中 �� 5728（28番人気）
馬単票数 計 291072 的中 �� 1523（47番人気）
ワイド票数 計 470200 的中 �� 4748（26番人気）�� 30359（3番人気）�� 2588（45番人気）
3連複票数 計 890867 的中 ��� 4740（42番人気）
3連単票数 計1058320 的中 ��� 826（274番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．3―11．3―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．0―46．3―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．1
3 11，8（1，4，14）（2，6）5（3，15）9（7，12）10，13，16 4 ・（11，8）（1，14）（2，4，5）（6，15）3，9（7，12）10（16，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イ メ ル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．8．12 小倉3着

2016．4．5生 牡2黒鹿 母 スマートアルテミス 母母 ジョーディシラオキ 3戦1勝 賞金 8，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルカゲツ号

3404012月9日 曇 良 （30阪神5）第4日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時35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
1：59．6

良
良

55 タ ン タ ラ ス 牝2鹿 54 C．デムーロ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 470± 02：02．4 5．9�
（仏）

66 アールコンセンサス 牡2黒鹿55 福永 祐一前原 敏行氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 438＋ 2 〃 クビ 2．6�
89 メイショウテンゲン 牡2芦 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 462＋ 22：02．5クビ 2．1�
44 キ ュ ロ ン 牡2鹿 55 北村 宏司加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 466－ 22：02．71� 18．0�
33 ポベーダテソーロ 牡2鹿 55 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 小崎 憲 日高 藤本ファーム 456＋ 62：02．8� 14．3	
88 レイズアフラッグ 牡2栗 55 松若 風馬�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500± 02：03．01� 72．5

77 ディバインフォース 牡2鹿 55 B．アヴドゥラ 吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 450＋ 2 〃 ハナ 50．5�

（豪）

11 ハイオソラール 牡2鹿 55 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 494－ 42：04．06 315．3�
22 ア ワ ジ 牡2鹿 55 北村 友一金山 政信氏 森田 直行 日高 道見牧場 488＋ 82：07．8大差 148．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，402，100円 複勝： 70，677，200円 枠連： 10，026，200円
馬連： 55，348，000円 馬単： 35，283，400円 ワイド： 30，134，200円
3連複： 68，058，500円 3連単： 164，029，300円 計： 473，958，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連（5－6） 1，080円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 230円 �� 230円 �� 120円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 3，720円

票 数

単勝票数 計 404021 的中 � 57690（3番人気）
複勝票数 計 706772 的中 � 38245（3番人気）� 193714（2番人気）� 379487（1番人気）
枠連票数 計 100262 的中 （5－6） 7129（4番人気）
馬連票数 計 553480 的中 �� 42863（3番人気）
馬単票数 計 352834 的中 �� 13925（7番人気）
ワイド票数 計 301342 的中 �� 25921（3番人気）�� 26122（2番人気）�� 87875（1番人気）
3連複票数 計 680585 的中 ��� 177297（1番人気）
3連単票数 計1640293 的中 ��� 31889（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―37．0―49．5―1：01．8―1：14．4―1：26．6―1：38．4―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タ ン タ ラ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．8 京都9着

2016．2．16生 牝2鹿 母 ブエナビスタ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アワジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月9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。



3404112月9日 曇 良 （30阪神5）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時25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

55 ティグラーシャ 牝2黒鹿54 C．デムーロ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 430 ―1：48．8 2．6�
（仏）

66 モズハチキン 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 大道牧場 450 ―1：49．01� 5．8�
77 � ヒーリングマインド 牡2鹿 55 池添 謙一ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 482 ―1：49．21	 4．9�
11 ウォータースペース 牝2青鹿54 北村 友一山岡 正人氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 464 ―1：49．3クビ 12．7�
44 ユキエチャン 牝2黒鹿54 福永 祐一大野 剛嗣氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474 ―1：49．51� 3．0	
22 ペイシャドリーム 牝2鹿 54 北村 宏司北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 450 ―1：49．6クビ 44．5

88 ブルベアリーノ 牡2栗 55 松若 風馬 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 バンブー牧場 454 ―1：50．13 115．2�
33 エムテイロード 牡2鹿 55 古川 吉洋谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 476 ―1：53．0大差 182．9�
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売 得 金
単勝： 40，808，600円 複勝： 26，347，000円 枠連： 発売なし
馬連： 47，866，900円 馬単： 31，213，300円 ワイド： 26，044，400円
3連複： 49，819，100円 3連単： 118，023，600円 計： 340，122，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 280円 �� 300円 �� 370円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 4，150円

票 数

単勝票数 計 408086 的中 � 129139（1番人気）
複勝票数 計 263470 的中 � 64037（1番人気）� 45041（3番人気）� 44749（4番人気）
馬連票数 計 478669 的中 �� 52036（3番人気）
馬単票数 計 312133 的中 �� 18192（4番人気）
ワイド票数 計 260444 的中 �� 24644（4番人気）�� 22227（5番人気）�� 17025（6番人気）
3連複票数 計 498191 的中 ��� 37660（5番人気）
3連単票数 計1180236 的中 ��� 20607（16番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．4―12．3―12．5―12．2―11．1―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―37．1―49．4―1：01．9―1：14．1―1：25．2―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティグラーシャ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Tale of the Cat 初出走

2016．2．28生 牝2黒鹿 母 シーズアタイガー 母母 Shandra Smiles 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3404212月9日 曇 良 （30阪神5）第4日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時55分 （ダート・右）
500万円以下；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
1：11．0
1：10．2

良
不良

33 ヴァニラアイス 牝2鹿 54 戸崎 圭太�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 446＋ 41：11．9 7．4�
67 オリオンパッチ 牡2黒鹿55 B．アヴドゥラ 陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 490＋ 61：12．0� 9．6�

（豪）

55 テイエムノサッタ 牝2黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 460＋ 61：12．85 55．7�
710 ジ ョ ウ ラ ン 牡2栗 55 田辺 裕信山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 須崎牧場 470－ 2 〃 クビ 10．3�
44 カネコメアサヒ 牡2栗 55 藤岡 康太髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 432－ 61：12．9� 20．2�
22 ゴ ル ヴ ァ 牡2黒鹿55 福永 祐一サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 日高 日高大洋牧場 478＋101：13．0� 4．3	
811� スマートドレイク 牡2鹿 55 藤岡 佑介大川 徹氏 村山 明 加

Anderson Farms Ont. Inc.,
Rod Ferguson Farms Ltd &
Donald Ferguson

494＋ 41：13．1	 6．3

68 ブルベアイリーデ 牡2鹿 55 松若 風馬 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 464＋ 21：13．2クビ 15．5�
11 
 エスケーアタランタ 牝2黒鹿54 四位 洋文菅藤 宗一氏 作田 誠二 森 笹川大晃牧場 446＋ 61：14．05 150．4
812� フセノピュア 牝2栗 54 田中 学池田 守氏 盛本 信春 新冠 飛渡牧場 404－ 41：15．17 351．0�

（兵庫） （兵庫）

56 ルメッサージュ 牝2青鹿 54
53 ☆荻野 極 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 402－ 6 〃 ハナ 76．2�

79 � ポンペイワーム 牡2栗 55 C．デムーロ 吉田 和美氏 石坂 正 米 Spendthrift
Farm LLC 498＋ 81：26．9大差 3．1�

（仏）
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売 得 金
単勝： 43，788，000円 複勝： 50，717，500円 枠連： 12，379，100円
馬連： 69，902，600円 馬単： 32，332，500円 ワイド： 45，429，300円
3連複： 89，253，600円 3連単： 121，603，200円 計： 465，405，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 250円 � 290円 � 900円 枠 連（3－6） 1，950円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 3，810円 �� 5，300円

3 連 複 ��� 42，500円 3 連 単 ��� 141，280円

票 数

単勝票数 計 437880 的中 � 49660（4番人気）
複勝票数 計 507175 的中 � 57623（4番人気）� 48270（5番人気）� 12613（9番人気）
枠連票数 計 123791 的中 （3－6） 4900（9番人気）
馬連票数 計 699026 的中 �� 14403（17番人気）
馬単票数 計 323325 的中 �� 4104（28番人気）
ワイド票数 計 454293 的中 �� 9693（17番人気）�� 3040（32番人気）�� 2171（37番人気）
3連複票数 計 892536 的中 ��� 1575（85番人気）
3連単票数 計1216032 的中 ��� 624（387番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．7―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―46．2―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァニラアイス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．7．1 中京3着

2016．3．12生 牝2鹿 母 ア ジ タ ー ト 母母 ファンザブリーズ 5戦2勝 賞金 16，000，000円
〔調教再審査〕 ポンペイワーム号は，3コーナーで異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ポンペイワーム号は，3コーナーで異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3404312月9日 曇 良 （30阪神5）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

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
1：47．8

重
重

11 マ リ オ 牡3鹿 56 武 豊サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 498＋ 41：53．9 6．1�
78 スプレーモゲレイロ 牡5鹿 57 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 460± 01：54．22 80．0�
33 メイショウテンシャ 牡4芦 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 466－ 41：54．51� 5．3�
66 	 ア ニ エ ー ゼ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 460＋ 21：54．92� 11．8�
44 クリノカポネ 
3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 21：55．11� 18．2�
77 メ ガ フ レ ア 牡4黒鹿57 藤岡 康太宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 502＋ 21：55．2� 3．4	
55 アルマトップエンド 牡3栗 56 B．アヴドゥラコウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 492＋ 61：55．94 3．0


（豪）

22 エルメネジルド 牡6鹿 57 浜中 俊飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B490＋ 41：56．96 34．4�
89 スカルダイヤモンド 
3栗 56 田辺 裕信�KTレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 450± 01：57．32� 87．6�
810 タイプムーン 牝3黒鹿54 丸山 元気 コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 460－ 41：59．5大差 10．8�
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売 得 金
単勝： 35，646，700円 複勝： 38，320，700円 枠連： 10，373，200円
馬連： 64，224，500円 馬単： 31，742，100円 ワイド： 38，895，800円
3連複： 79，194，800円 3連単： 120，238，000円 計： 418，635，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 920円 � 220円 枠 連（1－7） 1，270円

馬 連 �� 20，900円 馬 単 �� 27，770円

ワ イ ド �� 4，960円 �� 700円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 34，790円 3 連 単 ��� 201，320円

票 数

単勝票数 計 356467 的中 � 46332（4番人気）
複勝票数 計 383207 的中 � 49635（4番人気）� 8608（9番人気）� 50882（3番人気）
枠連票数 計 103732 的中 （1－7） 6304（5番人気）
馬連票数 計 642245 的中 �� 2381（35番人気）
馬単票数 計 317421 的中 �� 857（61番人気）
ワイド票数 計 388958 的中 �� 1952（36番人気）�� 15177（10番人気）�� 2308（33番人気）
3連複票数 計 791948 的中 ��� 1707（71番人気）
3連単票数 計1202380 的中 ��� 433（394番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―13．3―12．5―12．4―12．5―12．4―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―38．0―50．5―1：02．9―1：15．4―1：27．8―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
1，8，2（6，10）3－7，5，4，9・（1，8）（2，6，10，3，5）（4，7）－9

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

勝馬の
紹 介

マ リ オ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2017．10．29 京都1着

2015．3．7生 牡3鹿 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 6戦2勝 賞金 15，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイプムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月9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。

3404412月9日 晴 良 （30阪神5）第4日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時55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
1：31．9
1：30．7

良
良

33 ラ セ ッ ト 牡3鹿 56 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 484＋ 61：35．6 2．4�
88 ブルベアトリュフ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 454－ 21：35．7	 11．4�
22 アルジャーノン 牡3栗 56 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 438－ 4 〃 アタマ 9．7�
66 アバルラータ 牝4鹿 55 田辺 裕信安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 454－ 2 〃 クビ 5．8�
11 エルビッシュ 牝5黒鹿55 C．デムーロ 吉田 勝己氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 448± 01：35．91
 3．1�

（仏）

55 カ レ ン 牝4栗 55 水口 優也	ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 藤沢牧場 476－ 41：36．22 166．1

44 デルニエオール 牝3栗 54 B．アヴドゥラ 	サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418＋ 61：36．41
 6．5�
（豪）
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77 � フジノサムライ 牡6黒鹿 57

55 △森 裕太朗栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 柏木 一則 536－16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 44，177，100円 複勝： 41，055，400円 枠連： 発売なし
馬連： 71，804，100円 馬単： 39，061，800円 ワイド： 35，652，200円
3連複： 68，114，700円 3連単： 171，542，400円 計： 471，407，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 240円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 480円 �� 430円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 10，940円

票 数

単勝票数 差引計 441771（返還計 1743） 的中 � 145219（1番人気）
複勝票数 差引計 410554（返還計 2875） 的中 � 135226（1番人気）� 32622（6番人気）� 44449（5番人気）
馬連票数 差引計 718041（返還計 9681） 的中 �� 46622（5番人気）
馬単票数 差引計 390618（返還計 4910） 的中 �� 14831（9番人気）
ワイド票数 差引計 356522（返還計 6550） 的中 �� 19391（9番人気）�� 22194（7番人気）�� 8536（15番人気）
3連複票数 差引計 681147（返還計 25135） 的中 ��� 18018（14番人気）
3連単票数 差引計1715424（返還計 42223） 的中 ��� 11368（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．1―37．5―49．5―1：01．5―1：12．3―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．1
3 2，8，3，4（1，6）5 4 ・（2，8）（3，4）（1，6）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ セ ッ ト �

父 モンテロッソ �


母父 アグネスタキオン デビュー 2017．10．14 京都9着

2015．3．2生 牡3鹿 母 ナンヨーサフラウア 母母 フサイチハッスル 9戦3勝 賞金 40，085，000円
〔競走除外〕 フジノサムライ号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
※カレン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



3404512月9日 晴 良 （30阪神5）第4日 第9競走 ��
��2，400�オリオンステークス

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，29．12．9以降30．12．2まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

88 シュペルミエール 牡5栗 57．5 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506± 02：26．1 2．9�

33 アルメリアブルーム 牝4鹿 53 浜中 俊 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 430－ 4 〃 ハナ 12．8�
55 サ ラ ス 牝3鹿 51 松若 風馬吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 528＋ 62：26．63 3．3�
11 サトノケンシロウ 牡5黒鹿57 B．アヴドゥラ �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 462－ 2 〃 アタマ 4．5�

（豪）

66 ルネイション 牝5黒鹿53 藤岡 康太ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438－122：27．13 35．3	

77 チカノワール 牝4鹿 52 武 豊�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 42：27．2� 16．7

22 ホウオウドリーム 牡4鹿 57 C．デムーロ 小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 508＋ 42：28．47 4．4�

（仏）

44 	 ヤマカツポセイドン 牡9黒鹿53 古川 吉洋山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 472＋ 22：28．82
 169．2�
（8頭）

売 得 金
単勝： 57，476，800円 複勝： 55，331，600円 枠連： 発売なし
馬連： 105，319，500円 馬単： 53，842，800円 ワイド： 53，799，900円
3連複： 111，570，300円 3連単： 240，152，400円 計： 677，493，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 210円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 490円 �� 260円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 7，160円

票 数

単勝票数 計 574768 的中 � 155365（1番人気）
複勝票数 計 553316 的中 � 149231（1番人気）� 50439（5番人気）� 101592（3番人気）
馬連票数 計1053195 的中 �� 46444（7番人気）
馬単票数 計 538428 的中 �� 25936（7番人気）
ワイド票数 計 537999 的中 �� 26588（7番人気）�� 58574（2番人気）�� 21480（9番人気）
3連複票数 計1115703 的中 ��� 47971（6番人気）
3連単票数 計2401524 的中 ��� 24313（28番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―13．1―12．8―12．2―12．1―12．2―11．8―11．5―11．0―11．6―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�
13．3―25．6―38．7―51．5―1：03．7―1：15．8―1：28．0―1：39．8―1：51．3―2：02．3―2：13．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュペルミエール 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．9．27 中山3着

2013．1．31生 牡5栗 母 ヒカルアモーレ 母母 グレイトフィーヴァー 11戦5勝 賞金 85，447，000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。

3404612月9日 晴 良 （30阪神5）第4日 第10競走 ��
��1，800�

さかい

堺 ス テ ー ク ス
発走15時00分 （ダート・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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

55 テルペリオン 牡4栗 57 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 526＋ 21：52．7 4．3�
11 プロスパラスデイズ 牡3鹿 56 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋101：52．91 13．6�
77 クリノリトミシュル 牝5鹿 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 506－ 61：53．11� 33．5�
66 ファッショニスタ 牝4鹿 55 福永 祐一ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488± 01：53．2� 1．6�
22 マルカウォーレン 牡6黒鹿57 戸崎 圭太日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 526＋121：53．62� 56．9�
33 コウエイワンマン 牡7黒鹿57 丸山 元気釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 554＋101：53．81 124．1	
88 ビッグスモーキー 牡3鹿 56 C．デムーロ 
社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 532＋ 21：53．9� 4．1�

（仏）

44 タイセイパルサー 牡5黒鹿57 古川 吉洋田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 500－ 41：54．43 49．6�
89 	 ディープオーパス 牡5芦 57 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B494＋ 81：54．61� 77．4
（9頭）

売 得 金
単勝： 54，212，700円 複勝： 120，178，900円 枠連： 15，882，000円
馬連： 104，296，800円 馬単： 66，476，200円 ワイド： 54，455，600円
3連複： 140，443，600円 3連単： 347，536，300円 計： 903，482，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 350円 � 670円 � 1，090円 枠 連（1－5） 2，980円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，080円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 13，920円 3 連 単 ��� 55，750円

票 数

単勝票数 計 542127 的中 � 99839（3番人気）
複勝票数 計1201789 的中 � 99725（2番人気）� 45938（4番人気）� 27058（5番人気）
枠連票数 計 158820 的中 （1－5） 4130（8番人気）
馬連票数 計1042968 的中 �� 30325（8番人気）
馬単票数 計 664762 的中 �� 10468（13番人気）
ワイド票数 計 544556 的中 �� 23666（6番人気）�� 12845（10番人気）�� 5766（17番人気）
3連複票数 計1404436 的中 ��� 7563（25番人気）
3連単票数 計3475363 的中 ��� 4519（99番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．3―12．4―12．7―12．5―12．2―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．4―49．8―1：02．5―1：15．0―1：27．2―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テルペリオン �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．10．1 阪神5着

2014．3．12生 牡4栗 母 エ ル ベ レ ス 母母 ジ ア ー ダ 17戦5勝 賞金 98，188，000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



3404712月9日 晴 良 （30阪神5）第4日 第11競走
第70回農林水産省賞典

��
��1，600�阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 1，288，000円 368，000円 184，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード
レースレコード

1：33．1
1：32．3
1：33．1

良
良
良

713 ダノンファンタジー 牝2鹿 54 C．デムーロ�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460± 01：34．1 2．6�
（仏）

59 クロノジェネシス 牝2芦 54 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 436± 01：34．2� 3．6�
611 ビーチサンバ 牝2黒鹿54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468± 01：34．3クビ 8．2�
24 シェーングランツ 牝2青鹿54 武 豊 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 466－ 81：34．4� 6．2�
23 プールヴィル 牝2鹿 54 秋山真一郎吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 426＋101：34．5� 152．5	
35 メイショウショウブ 牝2栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 482± 01：34．82 24．1

510	 タニノミッション 牝2鹿 54 浜中 俊谷水 雄三氏 中竹 和也 愛 Yuzo Tani-

mizu 484＋ 41：34．9� 13．9�
714 サヴォワールエメ 牝2栗 54 藤岡 康太平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 クビ 226．4�
612 レッドアネモス 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 ハナ 21．2
817 ト ロ シ ュ ナ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 440± 01：35．0クビ 114．0�
818 メイショウケイメイ 牝2鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 414－ 6 〃 クビ 295．8�
715 ローゼンクリーガー 牝2青 54 藤岡 佑介吉田 勝利氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 460－ 41：35．31� 142．5�
47 ウインゼノビア 牝2栗 54 松若 風馬�ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 460－ 21：35．72� 80．3�
48 ラブミーファイン 牝2鹿 54 丸山 元気小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 438± 0 〃 クビ 245．2�
816 グ レ イ シ ア 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 444－121：35．8クビ 36．2�
12 ジ ョ デ ィ ー 牝2鹿 54 四位 洋文小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 472－ 61：36．43� 106．3�
11 ベ ル ス ー ル 牝2黒鹿54 B．アヴドゥラ �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 444－ 21：36．61� 58．4�

（豪）

36 スタークォーツ 牝2青鹿54 荻野 極輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 474＋ 61：36．91� 413．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 595，432，700円 複勝： 578，653，200円 枠連： 334，705，200円 馬連： 1，656，680，900円 馬単： 713，841，300円
ワイド： 811，569，600円 3連複： 2，615，546，200円 3連単： 4，391，393，100円 5重勝： 580，149，400円 計： 12，277，971，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 160円 枠 連（5－7） 520円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 270円 �� 320円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 5，020円

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

キャリーオーバー なし����� 96，800円

票 数

単勝票数 計5954327 的中 � 1848871（1番人気）
複勝票数 計5786532 的中 � 1502152（1番人気）� 1054334（2番人気）� 741790（3番人気）
枠連票数 計3347052 的中 （5－7） 491754（1番人気）
馬連票数 計16566809 的中 �� 1988493（1番人気）
馬単票数 計7138413 的中 �� 447045（2番人気）
ワイド票数 計8115696 的中 �� 827282（1番人気）�� 645439（2番人気）�� 449522（4番人気）
3連複票数 計26155462 的中 ���1492896（2番人気）
3連単票数 計43913931 的中 ��� 633453（4番人気）
5重勝票数 計5801494 的中 ����� 4195

ハロンタイム 12．2―10．7―11．9―12．2―12．1―11．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．8―47．0―59．1―1：10．1―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 1，5，8（3，6，15）7（2，12，18）（10，11）（14，16）（4，13）（17，9） 4 ・（1，5）（8，15）（3，6，7）（2，18）（12，11）（10，16）（4，14）13（17，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンファンタジー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Not For Sale デビュー 2018．6．3 東京2着

2016．1．30生 牝2鹿 母 ライフフォーセール 母母 Doubt Fire 4戦3勝 賞金 103，417，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アフランシール号・コルデトゥリーニ号・レディードリー号
※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。

3404812月9日 晴 良 （30阪神5）第4日 第12競走 ��
��1，200�

た か さ ご

高 砂 特 別
発走16時20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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

713 メイショウコゴミ 牝3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 440－ 61：11．1 1．8�
36 ヤマニンレジスタ 牡3栗 56 太宰 啓介土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 492－ 81：11．31 17．2�
714 ペイシャエヴァー 牡4鹿 57 B．アヴドゥラ 北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 482－ 61：11．51� 42．1�

（豪）

816 サクレディーヴァ 牝5芦 55 C．デムーロ K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 514－ 6 〃 クビ 8．1�
（仏）

47 ベ ル ク リ ア 牝5芦 55 福永 祐一水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 460－ 21：11．71	 21．2�
23 ゲ キ リ ン 牡4栗 57 戸崎 圭太市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 476＋121：11．8	 7．1	
815 シゲルゴホウサイ 牝6鹿 55 田中 学森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 466＋ 21：11．9
 129．5


（兵庫）

59 ワンダープラヤアン 牡4栗 57 荻野 極山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 476＋ 21：12．0
 75．2�
35 メイショウラビエ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 476－ 41：12．1クビ 9．3�
612 ロマンチスト 牡5栗 57 田中 健窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 532＋ 81：12．2
 47．5
611 ナムラヒューマン 牡6芦 57 藤岡 佑介奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 484＋ 4 〃 ハナ 41．6�
12 ミスズマンボ 牝5青鹿55 北村 友一永井 啓弍氏 安田 翔伍 新ひだか グランド牧場 462＋101：12．3クビ 53．1�
11 セパヌイール 牝3栗 54 松若 風馬レキップモンターニュ 松元 茂樹 新ひだか 藤巻 則弘 430－121：12．51� 16．9�
48 シゲルコング 牡4鹿 57 北村 宏司森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 増本 良孝 510＋ 21：12．71 28．8�
510 サンビショップ �6栗 57 藤岡 康太�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 476＋121：13．02 108．9�
24 アンティグラビティ 牝3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 浦河 カナイシスタッド 480－ 61：13．42	 38．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 93，073，600円 複勝： 119，246，800円 枠連： 57，632，500円
馬連： 224，363，500円 馬単： 106，982，700円 ワイド： 146，398，200円
3連複： 348，478，800円 3連単： 517，370，400円 計： 1，613，546，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 330円 � 760円 枠 連（3－7） 570円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，080円 �� 4，530円

3 連 複 ��� 9，490円 3 連 単 ��� 27，260円

票 数

単勝票数 計 930736 的中 � 400198（1番人気）
複勝票数 計1192468 的中 � 339699（1番人気）� 79285（5番人気）� 29138（12番人気）
枠連票数 計 576325 的中 （3－7） 77178（1番人気）
馬連票数 計2243635 的中 �� 135067（4番人気）
馬単票数 計1069827 的中 �� 45615（4番人気）
ワイド票数 計1463982 的中 �� 64468（5番人気）�� 34893（9番人気）�� 7866（47番人気）
3連複票数 計3484788 的中 ��� 27534（30番人気）
3連単票数 計5173704 的中 ��� 13755（71番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―11．8―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．8―46．6―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 6，12（4，13）14，15（1，5，16）7（2，3）8（9，11）10 4 6，12，13（4，14，15）（1，5，16）7（2，3，8）（9，11）10

勝馬の
紹 介

メイショウコゴミ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 メイショウボーラー デビュー 2017．12．10 阪神1着

2015．5．12生 牝3鹿 母 メイショウユウダチ 母母 メイショウスコール 8戦3勝 賞金 40，028，000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） 2頭 アッティーヴォ号・リガス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

５レース目



（30阪神5）第4日 12月9日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 140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

320，660，000円
7，600，000円
28，400，000円
3，000，000円
37，610，000円
58，647，500円
4，306，000円
1，344，000円

勝馬投票券売得金
1，099，505，900円
1，216，987，600円
484，585，600円
2，562，869，000円
1，192，360，100円
1，359，034，000円
3，797，297，700円
6，493，566，000円
580，149，400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 18，786，355，300円

総入場人員 27，193名 （有料入場人員 20，944名）
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