
3406112月16日 晴 良 （30阪神5）第6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）
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

46 ヘ ル メ ッ ト 牝2栗 54 M．デムーロ�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 496－ 41：13．4 1．7�
712 メイショウヤシャ 牡2栗 55 岩田 康誠松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 468± 01：13．5� 20．0�
610� ピ ア シ ッ ク 牡2鹿 55 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

478＋161：13．6� 8．3�
713 ゴールデンライオン 牡2鹿 55 国分 恭介石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 474－ 61：13．7	 7．0�
815 スズカモンド 牡2栗 55 高倉 稜永井 啓弍氏 谷 潔 青森 町屋 勝幸 454－ 41：13．91
 53．6	
11 グラマラススカイ 牝2黒鹿 54

52 △森 裕太朗スリースターズレーシング 西橋 豊治 新冠 アラキフアーム 446＋101：14．32	 392．7

814 タカノオージャ 牡2鹿 55 和田 竜二山口多賀司氏 村山 明 新冠 守矢牧場 482－ 21：14．4クビ 46．4�
611 ケイティグレース 牝2栗 54 古川 吉洋瀧本 和義氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 428－ 41：14．5� 32．4�
22 サトノアイビス 牝2黒鹿54 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 452－ 21：14．71
 67．4
34 キンショーボヌール 牡2栗 55 �島 良太礒野日出夫氏 中村 均 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 0 〃 クビ 388．6�
59 � ステラインアテーザ 牡2芦 55 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 加

James Everatt, Jane-
ane Everatt & Arika
Everatt－Meeuse

514＋ 41：14．8	 5．3�
58 ハクユウフライヤー 牡2芦 55 藤岡 佑介 �H.Iコーポレーション 村山 明 新冠 オリエント牧場 440＋121：15．33 95．8�
35 マ ス カ ラ ス 牡2黒鹿55 松田 大作�KTレーシング 寺島 良 日高 門別牧場 472－ 81：15．4	 556．3�
23 � フルオブドリームズ 牝2黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星岡田 牧雄氏 高木 登 愛 Racing
Trend Srl 432－ 41：16．67 100．9�

47 カシノパーティ 牝2鹿 54 丹内 祐次柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 ディアレスト
クラブ 490＋ 21：16．81
 825．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，531，000円 複勝： 65，082，000円 枠連： 13，786，200円
馬連： 58，053，600円 馬単： 36，563，900円 ワイド： 47，329，400円
3連複： 90，021，000円 3連単： 133，412，600円 計： 487，779，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 240円 � 250円 枠 連（4－7） 340円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 470円 �� 480円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 11，450円

票 数

単勝票数 計 435310 的中 � 209533（1番人気）
複勝票数 計 650820 的中 � 353642（1番人気）� 36655（4番人気）� 33734（5番人気）
枠連票数 計 137862 的中 （4－7） 30638（1番人気）
馬連票数 計 580536 的中 �� 37276（4番人気）
馬単票数 計 365639 的中 �� 18575（6番人気）
ワイド票数 計 473294 的中 �� 26829（4番人気）�� 26036（5番人気）�� 5998（19番人気）
3連複票数 計 900210 的中 ��� 19798（8番人気）
3連単票数 計1334126 的中 ��� 8444（33番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．0―12．2―12．6―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘ ル メ ッ ト �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．8．19 札幌14着

2016．3．16生 牝2栗 母 ハッピーヴァリュー 母母 ネームヴァリュー 5戦1勝 賞金 10，300，000円
※キンショーボヌール号・スズカモンド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3406212月16日 晴 良 （30阪神5）第6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

11 ポップフランセ 牡2栗 55 福永 祐一吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 452－ 41：54．9 3．6�
56 クラウドスケープ 牡2黒鹿 55

54 ☆坂井 瑠星下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 474± 01：55．0� 1．8�
67 ショウナンアリババ 牡2栗 55 岩田 康誠国本 哲秀氏 高橋 義忠 日高 木村牧場 466－ 81：55．74 10．7�
710 ブルベアボルド 牡2鹿 55 和田 竜二 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 八木 明広 506＋261：55．91� 14．6�
44 アルファライズ 牝2青鹿54 北村 友一松岡 隆雄氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 438－ 41：56．11� 11．1	
55 サトノライジン 牡2黒鹿 55

53 △森 裕太朗 �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 502－ 41：56．41� 18．1

33 ダンツスピリット 牡2黒鹿55 小林 徹弥山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 476＋ 81：56．72 220．4�
22 ハイロードシチー 牡2黒鹿55 古川 吉洋 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 488－ 21：57．12� 158．9�
79 エンペラーワルツ 牡2黒鹿55 田中 健岡田 牧雄氏 坂口 正則 新ひだか 土田農場 422－ 61：58．37 393．1
811 マイネルオリエンス 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 472－ 81：59．15 277．3�
812 ウインフルスター 牡2鹿 55 津村 明秀�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 22：03．9大差 46．4�
68 ノーブルアーレス 牝2鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 ノースガーデン 494－ 22：42．9大差 55．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，130，900円 複勝： 97，554，300円 枠連： 12，676，400円
馬連： 52，616，600円 馬単： 37，088，700円 ワイド： 37，315，800円
3連複： 76，591，500円 3連単： 136，914，600円 計： 481，888，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（1－5） 200円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 140円 �� 380円 �� 280円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 3，060円

票 数

単勝票数 計 311309 的中 � 71194（2番人気）
複勝票数 計 975543 的中 � 89333（2番人気）� 728237（1番人気）� 34889（3番人気）
枠連票数 計 126764 的中 （1－5） 48787（1番人気）
馬連票数 計 526166 的中 �� 187912（1番人気）
馬単票数 計 370887 的中 �� 40581（2番人気）
ワイド票数 計 373158 的中 �� 89888（1番人気）�� 19953（5番人気）�� 29599（2番人気）
3連複票数 計 765915 的中 ��� 98441（2番人気）
3連単票数 計1369146 的中 ��� 32351（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．6―50．6―1：03．7―1：16．8―1：29．6―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポップフランセ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．11．3 京都5着

2016．3．26生 牡2栗 母 アムールポエジー 母母 ハッピーリクエスト 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔調教再審査〕 ノーブルアーレス号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ノーブルアーレス号は，競走中に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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインフルスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月16日まで平地

競走に出走できない。

第５回 阪神競馬 第６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



3406312月16日 晴 良 （30阪神5）第6日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時05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
1：23．0
1：23．0

重
重

610 ハ チ ヨ ウ 牡2鹿 55 和田 竜二髙田 秀信氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 492－ 61：26．6 4．7�
712 テイエムメロディー 牝2鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 450＋ 4 〃 ハナ 2．2�
47 ル ル ド 牡2鹿 55 C．デムーロ �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 428± 01：26．81� 5．8�
（仏）

59 エスシーバスター 牡2栗 55 武 豊工藤 圭司氏 牧田 和弥 日高 クリアファーム 480－ 2 〃 ハナ 7．9�
814 アイメイドイット 牝2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 400－ 21：26．9クビ 32．9�
46 ジャングルランブル 牡2鹿 55 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新ひだか 田中 裕之 494± 01：27．11� 24．0	
58 メイショウナリカク 牡2鹿 55 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 506＋ 41：27．84 12．1

713 ニホンピロファルコ 牡2栗 55 高倉 稜小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 478± 01：28．43� 76．7�
815 ド ナ ホ ー ク 牝2青鹿54 �島 良太山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 482＋ 41：28．5クビ 612．3�
611 ドウドウキリシマ 牡2栗 55

54 ☆坂井 瑠星西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 480－ 21：28．6� 209．1
35 サスクェハンナ 牡2鹿 55 北村 友一吉田 和美氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 460± 01：29．02� 63．6�
22 アラブルテーラー 牡2青鹿55 田中 健中西 浩一氏 坂口 正則 新冠 ハシモトフアーム 450－ 21：29．1� 45．4�
11 ラ ン バ ー ト 牡2鹿 55 福永 祐一山本又一郎氏 千田 輝彦 浦河 松栄牧場 464－ 41：29．84 39．2�
23 アイファーレーザー 牡2鹿 55 津村 明秀中島 稔氏 田所 秀孝 新冠 川上 悦夫 420－ 61：38．3大差 517．8�
34 ペイシャラストパイ 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人北所 直人氏 坂口 正則 新冠 隆栄牧場 492＋ 2 （競走中止） 181．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，950，400円 複勝： 48，394，400円 枠連： 14，373，700円
馬連： 57，180，000円 馬単： 27，917，200円 ワイド： 45，302，500円
3連複： 84，599，000円 3連単： 108，830，600円 計： 422，547，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 120円 � 160円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 230円 �� 430円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 5，010円

票 数

単勝票数 計 359504 的中 � 62788（2番人気）
複勝票数 計 483944 的中 � 86159（2番人気）� 121696（1番人気）� 68117（3番人気）
枠連票数 計 143737 的中 （6－7） 23961（1番人気）
馬連票数 計 571800 的中 �� 90263（1番人気）
馬単票数 計 279172 的中 �� 18725（2番人気）
ワイド票数 計 453025 的中 �� 54122（1番人気）�� 24306（5番人気）�� 34839（2番人気）
3連複票数 計 845990 的中 ��� 63223（1番人気）
3連単票数 計1088306 的中 ��� 15745（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．7―48．1―1：00．2―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ チ ヨ ウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．8．19 小倉14着

2016．5．26生 牡2鹿 母 ミッションヒルズ 母母 タイキダイヤ 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔競走中止〕 ペイシャラストパイ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 アイファーレーザー号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。
※出走取消馬 メイショウハート号（疾病〔右後肢跛行〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キンショーボヌール号
※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。

3406412月16日 晴 良 （30阪神5）第6日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時35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
1：45．6
1：45．6

良
良

33 ミッキーブリランテ 牡2鹿 55
54 ☆坂井 瑠星野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458± 01：48．0 2．8�

11 スカーフェイス 牡2鹿 55 C．ルメール�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 438－ 21：48．42� 3．8�
22 コスモミローディア 牡2黒鹿55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 454－ 41：48．72 63．5�
45 カフジローズ 牝2鹿 54 M．デムーロ加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：49．12� 4．7�
812 ヴ ィ ン ト 牡2鹿 55 四位 洋文平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 532＋ 6 〃 クビ 25．1�
710 ハ ー シ ェ ル 牡2黒鹿55 W．ビュイックゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 21：49．41� 6．1	
（英）

69 ブラックアイドタフ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介前田 幸治氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456＋ 41：49．61	 44．3

57 
 ウインプラウド 牡2栗 55 丹内 祐次�ウイン 西園 正都 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

480± 0 〃 クビ 56．2�
711 ショウナンタイガ 牡2鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 472－ 41：49．91� 12．6
68 トウケイキンノホシ 牡2黒鹿55 和田 竜二木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 木戸口牧場 492± 01：50．11� 323．5�
56 ホウオウアクセル 牡2栗 55 北村 友一小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 41：50．52� 56．1�
44 ナリタフローライト 牡2黒鹿55 岩田 康誠�オースミ 渡辺 薫彦 様似 猿倉牧場 426－ 61：51．03 247．9�
813 ギャップオブリアル 牡2黒鹿55 柴田 未崎 �コスモヴューファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 21：51．1� 384．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，709，100円 複勝： 63，521，400円 枠連： 15，723，400円
馬連： 71，793，400円 馬単： 38，535，000円 ワイド： 57，161，100円
3連複： 109，704，100円 3連単： 149，681，600円 計： 556，829，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 160円 � 880円 枠 連（1－3） 530円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，490円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 6，090円 3 連 単 ��� 18，440円

票 数

単勝票数 計 507091 的中 � 148907（1番人気）
複勝票数 計 635214 的中 � 143368（1番人気）� 119670（2番人気）� 11975（10番人気）
枠連票数 計 157234 的中 （1－3） 22710（1番人気）
馬連票数 計 717934 的中 �� 99226（1番人気）
馬単票数 計 385350 的中 �� 29383（1番人気）
ワイド票数 計 571611 的中 �� 64371（1番人気）�� 8945（17番人気）�� 6005（25番人気）
3連複票数 計1097041 的中 ��� 13489（20番人気）
3連単票数 計1496816 的中 ��� 5882（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―35．8―48．5―1：01．1―1：13．5―1：24．9―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーブリランテ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Dansili デビュー 2018．11．25 京都2着

2016．2．9生 牡2鹿 母 エピックラヴ 母母 Leopard Hunt 2戦1勝 賞金 7，800，000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。



3406512月16日 晴 良 （30阪神5）第6日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時25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
1：59．6

良
良

67 キングリスティア 牡2青 55 川田 将雅廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 502 ―2：01．2 46．3�
11 マジェスティ 牡2鹿 55 福永 祐一近藤 英子氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 420 ―2：02．05 7．2�
66 ル デ ュ ッ ク 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482 ―2：02．1� 1．4�
33 オールフォース 牡2鹿 55 岩田 康誠ニッシンレーシング 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 474 ―2：02．2� 65．4�
79 トップアスリート 牡2鹿 55 池添 謙一寺田千代乃氏 池添 学 千歳 社台ファーム 476 ―2：02．52 4．4�
22 バラーディスト 牝2黒鹿54 C．デムーロ �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472 ―2：03．98 14．0	

（仏）

810 シャイニープレット 牡2鹿 55 武 豊小林 昌志氏 松永 幹夫 平取 雅 牧場 488 ―2：04．0� 30．7

811 エイユーラトゥール 牡2黒鹿 55

53 △森 裕太朗笹部 義則氏 藤沢 則雄 様似 富田 恭司 434 ―2：04．95 92．1�
44 エイユーミッション 牡2栗 55 北村 友一笹部 和子氏 森田 直行 新冠 上井農場 538 ―2：05．43 176．0�
78 エイシンポタラ 牝2栗 54 和田 竜二栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 472 ―2：05．5� 34．5�

（10頭）
55 ザ ダ ル 牡2栗 55 W．ビュイック �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 ― ― （出走取消）

（英）

売 得 金
単勝： 38，915，700円 複勝： 98，200，900円 枠連： 10，322，000円
馬連： 48，113，100円 馬単： 37，554，600円 ワイド： 35，538，200円
3連複： 66，110，700円 3連単： 145，093，000円 計： 479，848，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，630円 複 勝 � 400円 � 170円 � 110円 枠 連（1－6） 500円

馬 連 �� 8，400円 馬 単 �� 30，380円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 610円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 60，140円

票 数

単勝票数 計 389157 的中 � 7132（7番人気）
複勝票数 計 982009 的中 � 14418（7番人気）� 47627（3番人気）� 745459（1番人気）
枠連票数 計 103220 的中 （1－6） 15996（2番人気）
馬連票数 計 481131 的中 �� 4437（18番人気）
馬単票数 計 375546 的中 �� 927（40番人気）
ワイド票数 計 355382 的中 �� 5478（16番人気）�� 14256（7番人気）�� 39965（3番人気）
3連複票数 計 661107 的中 ��� 18529（10番人気）
3連単票数 計1450930 的中 ��� 1749（126番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングリスティア �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 スピニングワールド 初出走

2016．5．5生 牡2青 母 リスティアアスリー 母母 エリモシユーテング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 ザダル号は，疾病〔右前肢挫創〕のため出走取消。
※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。

3406612月16日 晴 良 （30阪神5）第6日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時55分 （芝・右）

牝，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
1：20．8
1：20．3

良
良

23 ミッドナイトラヴ 牝2黒鹿54 池添 謙一 �社台レースホース松永 幹夫 安平 追分ファーム 454 ―1：24．5 4．5�
12 メイショウコミチ 牝2鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 450 ―1：24．6� 9．7�
612 ルーナクオーレ 牝2黒鹿54 M．デムーロ落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 414 ―1：24．81� 1．8�
48 イノセントミューズ 牝2鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 484 ―1：25．01� 14．3�
715 ライブリーハピネス 牝2鹿 54 津村 明秀加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 436 ―1：25．1クビ 78．8�
59 ス ト ラ ー ル 牝2鹿 54 C．デムーロ 水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 454 ― 〃 クビ 16．0	

（仏）

35 ナガラスワロー 牝2栗 54 田中 健長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 グラストレーニ
ングセンター 414 ―1：25．2� 67．1


818 ワ イ オ リ 牝2鹿 54 北村 友一ニッシンレーシング 安田 翔伍 新ひだか チャンピオンズファーム 466 ―1：25．52 64．3�
816 ジュンヴァルボンヌ 牝2鹿 54 藤岡 佑介河合 裕明氏 安田 翔伍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 422 ―1：25．71� 177．2�
47 ヤマニンアネッリ 牝2鹿 54 和田 竜二土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 434 ―1：25．8クビ 26．5
510 ゴルディロックス 牝2栗 54 �島 良太 �サンデーレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 390 ―1：26．01� 140．1�
611 テッセラレイナ 牝2栗 54 小林 徹弥ディアレストクラブ� 山内 研二 浦河 ディアレスト

クラブ 470 ―1：26．21� 372．9�
11 ア モ ロ ー サ 牝2栗 54 四位 洋文�Horse Net 寺島 良 日高 スマイルファーム 444 ―1：26．41� 79．2�
817 ブラックフェアリー 牝2青 54 岩田 康誠�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 476 ―1：27．03� 16．7�
24 ツーエムベリンダ 牝2鹿 54 丹内 祐次水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 444 ―1：27．1� 183．4�
714 コマノベニーニ 牝2黒鹿54 国分 恭介長谷川芳信氏 田所 秀孝 むかわ 新井牧場 434 ―1：27．73� 224．0�
713 アイファーハニー 牝2鹿 54 高倉 稜中島 稔氏 服部 利之 新冠 川上 悦夫 422 ―1：27．8� 552．1�
36 クインズシナモン 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 418 ―1：28．75 166．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，662，700円 複勝： 40，017，000円 枠連： 19，367，600円
馬連： 59，916，800円 馬単： 34，339，300円 ワイド： 45，697，000円
3連複： 82，875，100円 3連単： 114，049，600円 計： 439，925，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 170円 � 120円 枠 連（1－2） 1，470円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 430円 �� 210円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 7，900円

票 数

単勝票数 計 436627 的中 � 80347（2番人気）
複勝票数 計 400170 的中 � 79970（2番人気）� 46745（3番人気）� 100683（1番人気）
枠連票数 計 193676 的中 （1－2） 10158（6番人気）
馬連票数 計 599168 的中 �� 31380（5番人気）
馬単票数 計 343393 的中 �� 9802（7番人気）
ワイド票数 計 456970 的中 �� 24049（4番人気）�� 64414（1番人気）�� 32154（2番人気）
3連複票数 計 828751 的中 ��� 56655（1番人気）
3連単票数 計1140496 的中 ��� 10464（13番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．6―12．6―12．3―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．5―49．1―1：01．4―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．4
3 3，5（2，7）（11，15）（9，12）（8，16）18－1（10，13）4，17，14＝6 4 ・（3，5）（2，7）（9，11，15）12，16，8，18－（10，1）－（17，4）13，14＝6

勝馬の
紹 介

ミッドナイトラヴ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2016．3．1生 牝2黒鹿 母 ミッドタウンレディ 母母 ファビラスラフイン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ツーエムベリンダ号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エイシンオズ号・グランヴィクトリア号・ハルノナゴリ号・ブライトホーン号・ラジュンジェレ号
※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。



3406712月16日 曇 良 （30阪神5）第6日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走13時25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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

812 ナンヨーイザヨイ 牡2黒鹿55 C．ルメール 中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466± 01：53．6 3．8�
56 タニノマイカ 牝2黒鹿54 �島 良太谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 466－ 21：53．81� 81．0�
22 キ ン ゲ ン 牡2鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 21：53．9	 2．2�
（英）

44 セ ロ シ ア 牡2黒鹿55 和田 竜二�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋ 2 〃 ハナ 182．4�

68 メイショウソテツ 牡2青 55 川田 将雅松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 500－ 41：54．53	 4．8�
11 ロードリバーサル 牡2鹿 55 津村 明秀 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 486－ 81：54．71� 83．4	
710 サルサレイア 牝2栗 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 470－ 21：54．91 47．9

79 フクノワイルド 牡2鹿 55 浜中 俊佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 490＋101：55．0
 47．0�
33 カフジストーム 牡2鹿 55 高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 488＋101：55．42	 20．1�
55 グレートバニヤン 牡2鹿 55 北村 友一 キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 522± 0 〃 クビ 29．7�
811 ヘ リ オ ス 牡2黒鹿55 C．デムーロ �KTレーシング 友道 康夫 浦河 桑田牧場 B464± 01：55．93 8．1�

（仏）

67 � フォートワズワース 牡2黒鹿55 池添 謙一 シルクレーシング 西村 真幸 米 Chelston 516＋101：57．8大差 84．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 60，565，300円 複勝： 65，617，300円 枠連： 21，973，400円
馬連： 97，336，500円 馬単： 47，433，500円 ワイド： 65，641，300円
3連複： 132，723，600円 3連単： 199，256，200円 計： 690，547，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 690円 � 120円 枠 連（5－8） 1，860円

馬 連 �� 16，380円 馬 単 �� 22，610円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 270円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 65，990円

票 数

単勝票数 計 605653 的中 � 132129（2番人気）
複勝票数 計 656173 的中 � 95784（3番人気）� 15494（9番人気）� 189716（1番人気）
枠連票数 計 219734 的中 （5－8） 9138（6番人気）
馬連票数 計 973365 的中 �� 4605（32番人気）
馬単票数 計 474335 的中 �� 1573（51番人気）
ワイド票数 計 656413 的中 �� 4548（32番人気）�� 73031（2番人気）�� 9420（17番人気）
3連複票数 計1327236 的中 ��� 15230（20番人気）
3連単票数 計1992562 的中 ��� 2189（191番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―13．3―12．7―13．0―13．1―13．0―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．7―49．4―1：02．4―1：15．5―1：28．5―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨーイザヨイ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．17 函館1着

2016．2．24生 牡2黒鹿 母 シャルルヴォア 母母 フリーヴァケイション 6戦2勝 賞金 20，843，000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。

3406812月16日 曇 良 （30阪神5）第6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）

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

611� セルバンテスカズマ 牡5黒鹿57 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 534－ 41：11．3 2．7�
47 メイショウジーク 牡4鹿 57 藤岡 佑介松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 486＋ 81：11．72� 3．8�
36 ヒロシゲゴールド 牡3青鹿56 松田 大作�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B472＋181：11．91 62．9�
713 スナークライデン 牡4芦 57 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 488－ 21：12．64 7．8�
714 チ カ リ ー タ 牝5芦 55 武 豊	キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：12．7� 5．5

12 ハ ゼ ル 牡3栗 56 福永 祐一杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 508＋161：13．12� 35．1�
24 ヒロノオリオン 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗サンエイ開発	 高橋 康之 むかわ 宇南山牧場 474－ 81：13．2� 236．8�
612 シ ャ テ ー ヌ 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星	ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 502± 0 〃 ハナ 23．1

815 マイネルエメ 牡3鹿 56 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 81：13．51� 60．7�

48 スズカアカデミー 牡4鹿 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 500＋ 21：13．71 47．1�
35 カフジフェニックス 牡3芦 56 高倉 稜加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 468－ 41：14．12� 229．2�
59 ジャストザマリン 牝4鹿 55 北村 友一ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 526± 0 〃 クビ 64．7�
510 メモリーフェイス 牝4鹿 55 津村 明秀	シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 524± 0 〃 ハナ 25．4�
11 ライクアジャーニー 牝3鹿 54 岩田 康誠大塚 亮一氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 478＋101：14．2クビ 8．0�
816 リーガルリリー 牝3栗 54 国分 恭介大宮 豊美氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 464± 01：14．3� 293．1�
23 リーゼントアイリス 牝3黒鹿54 池添 謙一三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 416± 01：14．62 111．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，601，600円 複勝： 61，741，100円 枠連： 26，110，900円
馬連： 98，535，700円 馬単： 43，599，500円 ワイド： 67，742，800円
3連複： 135，098，000円 3連単： 163，781，300円 計： 644，210，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 170円 � 980円 枠 連（4－6） 580円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 320円 �� 3，060円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 13，380円 3 連 単 ��� 48，110円

票 数

単勝票数 計 476016 的中 � 136201（1番人気）
複勝票数 計 617411 的中 � 131606（1番人気）� 104093（2番人気）� 10969（12番人気）
枠連票数 計 261109 的中 （4－6） 34486（2番人気）
馬連票数 計 985357 的中 �� 118148（1番人気）
馬単票数 計 435995 的中 �� 25679（1番人気）
ワイド票数 計 677428 的中 �� 62902（1番人気）�� 5220（33番人気）�� 5588（28番人気）
3連複票数 計1350980 的中 ��� 7569（42番人気）
3連単票数 計1637813 的中 ��� 2468（140番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―11．9―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．9―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セルバンテスカズマ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cape Cross

2013．3．25生 牡5黒鹿 母 ハイウェイトゥグローリー 母母 Anita Via 6戦1勝 賞金 14，220，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 メイショウジーク号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6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。
（非抽選馬） 1頭 ストライクショット号



3406912月16日 曇 良 （30阪神5）第6日 第9競走 ��2，000�蛍 池 特 別
発走14時25分 （芝・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

11 レイズアベール 牝4鹿 55 武 豊 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 458± 02：00．5 3．0�
89 エッジースタイル 牝5栗 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 アタマ 22．7�
66 ハ イ ヒ ー ル 牝3鹿 54 C．デムーロ 石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 440＋ 22：00．92� 12．3�

（仏）

55 インヘリットデール 牝4鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470－ 22：01．11� 5．8�
22 ミラクルブラッド 牝3鹿 54 北村 友一芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B438± 02：01．2� 10．1�
77 レッドランディーニ 牝3青 54 C．ルメール 	東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 456＋ 82：01．3クビ 2．0

44 スパイクナード 牝4黒鹿55 福永 祐一前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 82：01．51� 44．6�
88 � ウインガーネット 牝5黒鹿55 岩田 康誠	ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 520＋142：02．45 77．1�
33 エイシンメッセ 牝3黒鹿54 和田 竜二	栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 426＋ 62：02．93 137．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 57，378，600円 複勝： 62，709，600円 枠連： 16，066，900円
馬連： 97，764，100円 馬単： 56，413，200円 ワイド： 60，810，600円
3連複： 125，314，500円 3連単： 277，129，200円 計： 753，586，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 290円 � 280円 枠 連（1－8） 2，240円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 660円 �� 520円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 6，290円 3 連 単 ��� 27，580円

票 数

単勝票数 計 573786 的中 � 148692（2番人気）
複勝票数 計 627096 的中 � 146921（2番人気）� 47220（6番人気）� 50351（5番人気）
枠連票数 計 160669 的中 （1－8） 5554（9番人気）
馬連票数 計 977641 的中 �� 28779（9番人気）
馬単票数 計 564132 的中 �� 11493（13番人気）
ワイド票数 計 608106 的中 �� 23862（9番人気）�� 31535（7番人気）�� 8646（17番人気）
3連複票数 計1253145 的中 ��� 14929（20番人気）
3連単票数 計2771292 的中 ��� 7284（87番人気）

ハロンタイム 13．1―11．1―12．0―11．9―11．7―12．1―12．3―12．1―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．2―36．2―48．1―59．8―1：11．9―1：24．2―1：36．3―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レイズアベール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2016．11．12 京都1着

2014．4．6生 牝4鹿 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair 13戦4勝 賞金 60，231，000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。

3407012月16日 曇 良 （30阪神5）第6日 第10競走 ��
��1，600�

もとまち

元町ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

33 インディチャンプ 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：34．6 1．8�
67 メサルティム 牝3鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：35．13 27．9�
22 ロ ラ イ マ �5鹿 57 W．ビュイック �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 456＋101：35．2	 15．5�

（英）

44 クリノラホール 牝5芦 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 464＋16 〃 ハナ 90．9�
79 サンラモンバレー 牡3鹿 56 M．デムーロ 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 480＋ 2 〃 ハナ 6．2	
66 クィーンズベスト 牝5鹿 55 川田 将雅林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 クビ 7．3

810 メイズオブオナー 牝4鹿 55 C．デムーロ �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 458＋ 61：35．3
 17．9�

（仏）

11 ミ リ ッ サ 牝4栗 55 C．ルメール �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438＋141：35．4クビ 6．1�
55 メイショウオワラ 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 466－ 21：35．5
 25．5
811 エンヴァール 牡5栗 57 北村 友一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：35．71� 40．4�
78 マイネルメリエンダ 牡7栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 502－ 2 〃 クビ 183．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 90，908，400円 複勝： 136，605，500円 枠連： 29，449，100円
馬連： 174，555，200円 馬単： 90，489，800円 ワイド： 110，419，500円
3連複： 241，143，000円 3連単： 447，274，500円 計： 1，320，845，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 550円 � 250円 枠 連（3－6） 520円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 900円 �� 440円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 7，560円 3 連 単 ��� 29，050円

票 数

単勝票数 計 909084 的中 � 402375（1番人気）
複勝票数 計1366055 的中 � 562263（1番人気）� 37383（9番人気）� 102943（5番人気）
枠連票数 計 294491 的中 （3－6） 43595（1番人気）
馬連票数 計1745552 的中 �� 55490（9番人気）
馬単票数 計 904898 的中 �� 19938（10番人気）
ワイド票数 計1104195 的中 �� 30973（10番人気）�� 70454（4番人気）�� 7926（33番人気）
3連複票数 計2411430 的中 ��� 23905（26番人気）
3連単票数 計4472745 的中 ��� 11160（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．5―48．7―1：00．7―1：11．9―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．9
3 8，7（4，5，9）6（1，11）（2，3）10 4 8（4，7）（5，9）（1，6，11）（2，3）10

勝馬の
紹 介

インディチャンプ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．28 阪神1着

2015．2．21生 牡3鹿 母 ウィルパワー 母母 トキオリアリティー 7戦4勝 賞金 69，286，000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



3407112月16日 小雨 良 （30阪神5）第6日 第11競走 ��
��1，600�第70回朝日杯フューチュリティステークス（ＧⅠ）

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

朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 1，064，000円 304，000円 152，000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
1：33．3

良
良
良

46 アドマイヤマーズ 牡2栗 55 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 21：33．9 4．6�
11 クリノガウディー 牡2栗 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 492＋ 21：34．22 77．4�
22 グランアレグリア 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：34．3� 1．5�
814 ファンタジスト 牡2黒鹿55 武 豊廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 Shall Farm 474± 01：34．51� 8．5�
58 ディープダイバー 牡2黒鹿55 川田 将雅�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 452± 01：34．71� 105．7	
815 エメラルファイト 牡2芦 55 W．ビュイック 高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 448＋ 41：35．12� 64．1


（英）

23 	 アスターペガサス 牡2栗 55 福永 祐一加藤 久枝氏 中竹 和也 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

498－ 41：35．41� 76．1�
610 ヒ ラ ソ ー ル 牡2鹿 55 岩田 康誠阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 460＋ 21：35．5� 495．5�
59 イッツクール 牡2栗 55 松田 大作久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 470± 01：35．6� 279．2
35 マイネルサーパス 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 21：35．7
 21．3�
712 コパノマーティン 牡2黒鹿55 坂井 瑠星小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 474－ 41：35．91� 604．6�
34 ド ゴ ー ル 牡2鹿 55 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 458＋101：36．0クビ 56．6�
611 ケイデンスコール 牡2鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 ハナ 11．2�

（仏）

47 ソルトイブキ 牡2黒鹿55 四位 洋文杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 476＋ 21：36．42� 388．5�
713 ニホンピロヘンソン 牡2黒鹿55 浜中 俊小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 472＋ 41：36．61� 82．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 727，018，300円 複勝： 835，644，700円 枠連： 286，320，400円 馬連： 1，530，381，100円 馬単： 929，940，600円
ワイド： 839，324，500円 3連複： 2，536，989，700円 3連単： 6，036，675，000円 5重勝： 665，245，700円 計： 14，387，540，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 130円 � 490円 � 110円 枠 連（1－4） 10，060円

馬 連 �� 9，710円 馬 単 �� 14，240円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 180円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 45，180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����� 93，710円

票 数

単勝票数 計7270183 的中 � 1294972（2番人気）
複勝票数 計8356447 的中 � 1277391（2番人気）� 170228（9番人気）� 4242146（1番人気）
枠連票数 計2863204 的中 （1－4） 22054（19番人気）
馬連票数 計15303811 的中 �� 122046（21番人気）
馬単票数 計9299406 的中 �� 48954（29番人気）
ワイド票数 計8393245 的中 �� 113934（19番人気）�� 1554666（1番人気）�� 167575（12番人気）
3連複票数 計25369897 的中 ��� 568559（11番人気）
3連単票数 計60366750 的中 ��� 96869（114番人気）
5重勝票数 計6652457 的中 ����� 4969

ハロンタイム 12．7―10．9―11．7―12．4―11．8―11．3―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．3―47．7―59．5―1：10．8―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤマーズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Medicean デビュー 2018．6．30 中京1着

2016．3．16生 牡2栗 母 ヴィアメディチ 母母 Via Milano 4戦4勝 賞金 132，547，000円
〔制裁〕 ヒラソール号の騎手岩田康誠は，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：7番・5番・4番）

ディープダイバー号の騎手川田将雅は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番）
〔その他〕 ディープダイバー号は，4コーナーで内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。

3407212月16日 曇 良 （30阪神5）第6日 第12競走 ��
��1，400�

み ょ う け ん さ ん

妙 見 山 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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

612 イシュトヴァーン 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 510＋101：23．4 2．2�
713 ヌーディーカラー 牡3鹿 56 福永 祐一吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 468＋ 81：23．82� 18．2�
510 ベルエスメラルダ 牝4黒鹿55 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B454＋ 21：23．9クビ 40．8�
59 メイショウサチシオ 牝4黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 500－ 2 〃 アタマ 4．4�
714 テイエムグッドマン 牡4鹿 57 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 494－ 41：24．0� 6．7�
815 バーンフライ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星	ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋101：24．1	 112．3

816 クライムメジャー 牡4栗 57 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 洞
湖 レイクヴィラファーム 536＋181：24．2クビ 6．9�
12 � ナニスンネン 牡6栗 57 和田 竜二杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 522＋101：24．3	 187．6�
47 � ジャスパーウィン 牡3栗 56 浜中 俊加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm LLC 508＋ 21：24．4クビ 62．6
36 タガノカトレア 牝4鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋101：24．5	 13．9�
611 スズカプリズム 牝5栗 55 津村 明秀永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 490＋ 61：24．6クビ 113．3�
35 ロングベスト 牡4鹿 57 古川 吉洋中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 520＋ 2 〃 クビ 56．9�
48 ヤマトワイルド 牡4鹿 57 北村 友一醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 484＋ 21：24．7クビ 34．8�
24 アフターバーナー 4鹿 57 W．ビュイックゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B514－ 2 〃 クビ 26．2�
（英）

11 キングラディウス 牡5栗 57 森 裕太朗菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B478＋12 〃 ハナ 255．7�
23 ナムラムツゴロー 牡3栗 56 �島 良太奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 494＋ 21：25．76 213．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 139，038，100円 複勝： 177，964，200円 枠連： 68，000，400円
馬連： 292，562，800円 馬単： 133，676，200円 ワイド： 210，398，200円
3連複： 440，391，900円 3連単： 660，175，200円 計： 2，122，207，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 380円 � 580円 枠 連（6－7） 540円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，780円 �� 4，840円

3 連 複 ��� 13，070円 3 連 単 ��� 40，650円

票 数

単勝票数 計1390381 的中 � 504690（1番人気）
複勝票数 計1779642 的中 � 463308（1番人気）� 101343（6番人気）� 61406（9番人気）
枠連票数 計 680004 的中 （6－7） 97525（2番人気）
馬連票数 計2925628 的中 �� 152522（4番人気）
馬単票数 計1336762 的中 �� 51203（5番人気）
ワイド票数 計2103982 的中 �� 85633（6番人気）�� 29967（17番人気）�� 10714（42番人気）
3連複票数 計4403919 的中 ��� 25255（36番人気）
3連単票数 計6601752 的中 ��� 11773（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．0―59．1―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イシュトヴァーン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．12．17 阪神5着

2015．2．12生 牡3鹿 母 ドナウブルー 母母 ドナブリーニ 8戦3勝 賞金 40，720，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時25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。

５レース目



（30阪神5）第6日 12月16日（日曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

318，790，000円
5，130，000円
27，790，000円
2，750，000円
38，550，000円
67，335，000円
4，767，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
1，366，410，100円
1，753，052，400円
534，170，400円
2，638，808，900円
1，513，551，500円
1，622，680，900円
4，121，562，100円
8，572，273，400円
665，245，700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 22，787，755，400円

総入場人員 24，820名 （有料入場人員 23，180名）
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