
3404912月14日 晴 良 （1阪神5） 第5日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

牝；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

712 メイショウマサヒメ 牝2青鹿54 松山 弘平松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 484＋121：26．7 3．7�
610 ラボンダンス 牝2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 6 〃 クビ 11．6�
11 セイウンミレイア 牝2青鹿54 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 新冠 村上牧場 482± 01：27．44 21．0�
45 マサハヤアン 牝2鹿 54 岩田 康誠中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 438－ 8 〃 アタマ 16．4�
711 オークヒルハウス 牝2鹿 54 荻野 琢真宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：27．93 8．3	
46 ソプラドール 牝2栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 41：28．11 3．0

34 イチザフローラ 牝2黒鹿54 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 浦河 杵臼牧場 432± 01：28．2� 37．1�
814 ワイルドキャット 牝2黒鹿54 城戸 義政岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 430± 0 〃 ハナ 64．1�
57 オークレイコート 牝2栗 54

52 △岩田 望来 ビクトリーホースランチ 谷 潔 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 440± 01：28．41 5．2�

813 ゴールドサブリナ 牝2青鹿54 国分 優作加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 笹島 政信 410－ 41：28．61� 250．7�
58 ユ キ ネ エ 牝2黒鹿54 水口 優也杉野 公彦氏 浜田多実雄 浦河 ディアレスト

クラブ 438± 01：29．02� 26．1�
22 クリノコハルビヨリ 牝2鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 田所 秀孝 安平 ノーザンファーム 416＋ 21：29．32 172．1�
33 ダブルスカーレット 牝2鹿 54 竹之下智昭 �ニッシンホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 460－ 81：30．25 433．2�
69 ドリームオスカル 牝2鹿 54 古川 吉洋堀口 晴男氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 448＋ 41：31．26 413．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，448，700円 複勝： 47，852，500円 枠連： 12，833，600円
馬連： 58，766，000円 馬単： 29，024，600円 ワイド： 46，908，200円
3連複： 87，737，200円 3連単： 99，445，800円 計： 424，016，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 260円 � 480円 枠 連（6－7） 1，380円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，010円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 7，410円 3 連 単 ��� 29，140円

票 数

単勝票数 計 414487 的中 � 92341（2番人気）
複勝票数 計 478525 的中 � 105192（1番人気）� 43559（4番人気）� 20606（7番人気）
枠連票数 計 128336 的中 （6－7） 7182（4番人気）
馬連票数 計 587660 的中 �� 28388（5番人気）
馬単票数 計 290246 的中 �� 8059（8番人気）
ワイド票数 計 469082 的中 �� 21282（5番人気）�� 11901（13番人気）�� 6229（21番人気）
3連複票数 計 877372 的中 ��� 8872（28番人気）
3連単票数 計 994458 的中 ��� 2474（97番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―12．4―12．9―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．7―47．1―1：00．0―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．0―3F39．6
3 ・（8，7，12）－5－（3，11）10，1，4，2－6（13，14，9） 4 ・（8，7，12）5－11，10，3（1，4）－2（6，9）（13，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウマサヒメ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．6．2 阪神4着

2017．5．9生 牝2青鹿 母 ヴィトンクイーン 母母 クッドビークイーン 6戦1勝 賞金 11，400，000円
〔発走状況〕 ラボンダンス号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームオスカル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月14日まで平地競

走に出走できない。

3405012月14日 晴 良 （1阪神5） 第5日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

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

45 スマートウィザード 牡2栗 55 坂井 瑠星大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 466－ 61：56．2 22．3�
711 グレートバローズ 牡2鹿 55 岩田 康誠猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 448－ 2 〃 クビ 25．6�
813 アルマフォルト 牡2黒鹿55 福永 祐一名古屋友豊� 木原 一良 安平 ノーザンファーム 494± 01：56．3� 3．4�
710 ラブスピール 牝2鹿 54 川須 栄彦増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 432－ 6 〃 クビ 431．9�
69 ブルベアカイリ 牡2栗 55 国分 恭介 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 浦河 斉藤英牧場 494＋ 81：56．51� 17．9�
33 ライトマイファイア 牡2鹿 55

53 △岩田 望来三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 494－ 41：56．6クビ 13．6	
812 ア サ シ ン 牡2栗 55 国分 優作中村 忠彦氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 21：56．7� 16．8

56 グレアミラージュ 牡2鹿 55 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 454－ 2 〃 アタマ 6．6�
22 メイショウヘシキリ 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 478± 01：56．8クビ 3．9�
44 リアルシング 牡2黒鹿55 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 520＋12 〃 アタマ 51．8
57 モズナガレボシ 牡2芦 55 川島 信二 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 484－ 41：56．9� 109．4�
11 サンラディウス 牡2栗 55 C．スミヨン �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 472－ 41：57．96 5．5�

（仏）

68 ヒデノヴェローチェ 牡2鹿 55 藤懸 貴志大石 秀夫氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 444± 02：00．0大差 515．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，689，600円 複勝： 46，190，100円 枠連： 11，363，500円
馬連： 51，666，100円 馬単： 26，731，900円 ワイド： 41，796，300円
3連複： 75，895，000円 3連単： 90，109，700円 計： 380，442，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 470円 � 710円 � 180円 枠 連（4－7） 9，740円

馬 連 �� 18，890円 馬 単 �� 37，820円

ワ イ ド �� 4，800円 �� 1，300円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 16，940円 3 連 単 ��� 222，960円

票 数

単勝票数 計 366896 的中 � 13958（8番人気）
複勝票数 計 461901 的中 � 22821（8番人気）� 14280（9番人気）� 86893（2番人気）
枠連票数 計 113635 的中 （4－7） 904（28番人気）
馬連票数 計 516661 的中 �� 2119（40番人気）
馬単票数 計 267319 的中 �� 530（82番人気）
ワイド票数 計 417963 的中 �� 2183（42番人気）�� 8410（15番人気）�� 8076（16番人気）
3連複票数 計 758950 的中 ��� 3359（56番人気）
3連単票数 計 901097 的中 ��� 293（529番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．6―50．6―1：03．8―1：16．8―1：29．3―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．4
1
3
11（9，13）1，5，6（2，3）10（7，8）12－4
11，9（1，13）5（2，6）3（7，10）8，12，4

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

勝馬の
紹 介

スマートウィザード �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2019．12．1 阪神5着

2017．2．28生 牡2栗 母 スマートバベル 母母 ユ ア カ ラ ー 2戦1勝 賞金 5，700，000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５日



3405112月14日 晴 良 （1阪神5） 第5日 第3競走 ��1，400�2歳未勝利
発走11時10分 （ダート・右）

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

34 サウンドプリズム 牡2青鹿55 武 豊増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 428＋161：26．2 8．2�
45 アフィラトゥーラ 牡2黒鹿55 福永 祐一加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 490－ 41：26．3� 3．9�
33 ルールシェーバー 牡2鹿 55 松山 弘平儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム 474＋ 21：26．61� 3．2�
11 クールインパクト 牡2栗 55

53 △岩田 望来佐藤 範夫氏 西村 真幸 日高 ナカノファーム 494＋ 21：26．92 26．4�
57 サンライズミリオン 牡2黒鹿55 岩田 康誠松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 530＋ 81：27．0� 13．4�
813 ヴィクトリーナイト 牡2芦 55 国分 恭介田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 中本牧場 448＋ 21：27．31� 372．3�
610 ミューティー 牝2鹿 54 幸 英明鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 476＋ 61：27．4� 51．1	
58 ス ウ ェ ア ー 牡2鹿 55 木幡 初也吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B504－10 〃 アタマ 46．9

814 ロードユリシス 牡2鹿 55 川須 栄彦 �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 488± 01：27．93 23．4�
69 サンデーパームス 牡2鹿 55 C．スミヨン 杉野 公彦氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 468± 01：28．85 4．1
（仏）

46 フェールアシュバル 牝2栗 54
53 ☆川又 賢治�日進牧場 佐々木晶三 浦河 高村牧場 466－ 2 〃 アタマ 44．4�

712 アイファーベイジュ 牝2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 432± 0 〃 ハナ 130．4�
711 ラ イ ト マ ン 牡2鹿 55 松若 風馬吉澤 克己氏 宮本 博 日高 新井 昭二 B504± 01：28．9クビ 33．4�
22 ナムラゴロフキン 牡2鹿 55 古川 吉洋奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 496－ 61：29．0� 66．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，632，500円 複勝： 48，349，100円 枠連： 13，040，200円
馬連： 52，924，200円 馬単： 27，588，000円 ワイド： 45，010，000円
3連複： 78，430，700円 3連単： 93，803，200円 計： 397，777，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 190円 � 130円 � 140円 枠 連（3－4） 350円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 490円 �� 400円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 8，530円

票 数

単勝票数 計 386325 的中 � 39346（4番人気）
複勝票数 計 483491 的中 � 51225（4番人気）� 103428（1番人気）� 101073（2番人気）
枠連票数 計 130402 的中 （3－4） 28315（1番人気）
馬連票数 計 529242 的中 �� 30113（5番人気）
馬単票数 計 275880 的中 �� 7125（11番人気）
ワイド票数 計 450100 的中 �� 22008（5番人気）�� 27837（4番人気）�� 45966（1番人気）
3連複票数 計 784307 的中 ��� 43981（2番人気）
3連単票数 計 938032 的中 ��� 7967（14番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．9―12．5―12．8―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．0―47．5―1：00．3―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドプリズム �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2019．8．25 札幌6着

2017．3．16生 牡2青鹿 母 サウンドリアーナ 母母 オテンバコマチ 3戦1勝 賞金 5，750，000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。

3405212月14日 晴 良 （1阪神5） 第5日 第4競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走11時40分 （芝・右）
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
2：00．4
1：58．9

良
良

11 ディープハーモニー 牡2黒鹿55 岩崎 翼深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 460＋ 22：01．4 42．7�
12 バ ビ ッ ト 牡2栗 55 古川 吉洋宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 大北牧場 456＋ 4 〃 アタマ 12．9�
611 ソフトフルート 牝2黒鹿54 福永 祐一ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 2 〃 アタマ 2．2�
24 シュルシャガナ 牡2芦 55 C．スミヨン ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ 426－ 42：01．5クビ 7．7�
（仏）

48 メイショウサンガ 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 500± 02：02．03 3．2�
816 ダンシングリッチー 牡2鹿 55 松山 弘平米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 クビ 53．5	
714 ウェイヴァリー 牡2鹿 55 藤懸 貴志 
キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 2 〃 クビ 37．0�
59 ムーンベイビー 牡2鹿 55

53 △岩田 望来福本 純氏 池添 兼雄 新冠 三村 卓也 454＋ 22：02．1クビ 38．2�
713 グレーフェンベルク 牡2鹿 55 高倉 稜�G1レーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 187．2
510 アンストッパブル 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 辻 牧場 474＋ 42：02．31� 107．7�
815 エボカシオン 牡2黒鹿55 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 アタマ 8．7�
23 ヒロシゲダイヤ 牡2栗 55 幸 英明
ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 490－ 42：02．4� 81．3�
47 パラジウムリボン 牝2鹿 54 川須 栄彦 
コスモヴューファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 408＋ 22：02．61� 537．5�
612 マイネルアルファー 牡2青鹿55 国分 優作 �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 478－ 42：03．66 272．4�
36 ペルリナージュ 牡2黒鹿55 松若 風馬岩﨑 伸道氏 高柳 大輔 洞	湖 レイクヴィラファーム 518＋ 82：04．45 276．1�
35 スナークアリス 牝2芦 54 川島 信二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 450＋ 82：04．61� 567．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，397，700円 複勝： 58，074，400円 枠連： 13，997，300円
馬連： 61，807，400円 馬単： 34，407，100円 ワイド： 50，933，900円
3連複： 92，106，400円 3連単： 117，875，300円 計： 478，599，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，270円 複 勝 � 670円 � 270円 � 130円 枠 連（1－1） 9，030円

馬 連 �� 10，090円 馬 単 �� 26，060円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 1，090円 �� 530円

3 連 複 ��� 8，600円 3 連 単 ��� 106，290円

票 数

単勝票数 計 493977 的中 � 9824（8番人気）
複勝票数 計 580744 的中 � 15414（8番人気）� 45788（5番人気）� 176756（1番人気）
枠連票数 計 139973 的中 （1－1） 1201（22番人気）
馬連票数 計 618074 的中 �� 4747（23番人気）
馬単票数 計 344071 的中 �� 990（54番人気）
ワイド票数 計 509339 的中 �� 5173（23番人気）�� 11811（10番人気）�� 26141（7番人気）
3連複票数 計 921064 的中 ��� 8032（26番人気）
3連単票数 計1178753 的中 ��� 804（268番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．4―36．0―48．5―1：00．9―1：13．3―1：25．3―1：37．3―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディープハーモニー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2019．7．21 中京7着

2017．3．23生 牡2黒鹿 母 ユキノヴィーナス 母母 スターシーキング 7戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走状況〕 ムーンベイビー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 トーホウゴールデン号
※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。



3405312月14日 晴 良 （1阪神5） 第5日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時30分 （芝・右・外）
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
1：32．7
1：32．3

良
良

35 � コンバットマーチ 牝2芦 54
52 △岩田 望来岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Jay Goodwin

& Brian Foret 454 ―1：36．8 29．0�
48 アドマイヤヴェラ 牡2青鹿55 C．スミヨン 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466 ―1：37．12 2．6�

（仏）

47 ソフィアバローズ 牝2鹿 54 岩田 康誠猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 432 ―1：37．2クビ 32．9�
611� エアファンディタ 牡2黒鹿55 福永 祐一 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

454 ―1：37．3� 6．6�
24 ジュヌヴィエーブ 牝2青鹿54 川田 将雅 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 412 ―1：37．4� 6．0	
59 サンライズオネスト 牡2黒鹿55 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 472 ― 〃 クビ 10．4

23 ピエナアルティシア 牝2鹿 54 川島 信二本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 450 ―1：37．5� 28．4�
11 ワールドスケール 牡2鹿 55 国分 恭介�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 478 ―1：37．71	 5．8�
815 ヤマニンプティパ 牝2鹿 54 四位 洋文土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 430 ― 〃 アタマ 126．3
36 テーオーソクラテス 牡2鹿 55 古川 吉洋小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 468 ― 〃 クビ 85．0�
12 タガノオウリン 牡2鹿 55 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470 ―1：37．8クビ 110．1�
713 スズカペンダント 牝2栗 54 藤懸 貴志永井 啓弍氏 杉山 晴紀 むかわ 新井牧場 450 ―1：37．9
 210．2�
612 アールグロウ 牡2鹿 55 松若 風馬前原 敏行氏 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 508 ―1：38．43 58．1�
714 ハッピークラシック 牡2栗 55 川須 栄彦会田 裕一氏 中尾 秀正 浦河 丸村村下

ファーム 442 ―1：38．82� 367．8�
510 イ デ ア ル 牝2鹿 54 坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 444 ― 〃 アタマ 14．5�
816 スーパーボイジャー 牝2芦 54 高倉 稜冨沢 敦子氏 牧田 和弥 浦河 浦河小林牧場 436 ― 〃 クビ 389．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，538，800円 複勝： 53，447，100円 枠連： 15，106，100円
馬連： 59，005，500円 馬単： 29，449，000円 ワイド： 46，389，200円
3連複： 82，074，900円 3連単： 90，253，000円 計： 419，263，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，900円 複 勝 � 590円 � 150円 � 700円 枠 連（3－4） 2，390円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 10，300円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 3，240円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 16，650円 3 連 単 ��� 113，400円

票 数

単勝票数 計 435388 的中 � 12729（8番人気）
複勝票数 計 534471 的中 � 18911（7番人気）� 133102（1番人気）� 15612（9番人気）
枠連票数 計 151061 的中 （3－4） 4890（11番人気）
馬連票数 計 590055 的中 �� 12379（14番人気）
馬単票数 計 294490 的中 �� 2143（38番人気）
ワイド票数 計 463892 的中 �� 7722（15番人気）�� 3628（33番人気）�� 7619（16番人気）
3連複票数 計 820749 的中 ��� 3697（56番人気）
3連単票数 計 902530 的中 ��� 577（333番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．5―13．1―12．8―11．2―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―37．2―50．3―1：03．1―1：14．3―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F33．7
3 5，4（3，6）（8，9）2（11，7，13）（1，12，14）（10，16，15） 4 ・（5，4）6（3，8）9（2，7，13，15）（11，14）12（1，16）－10

勝馬の
紹 介

�コンバットマーチ �
�
父 Shackleford �

�
母父 Combat Ready 初出走

2017．3．15生 牝2芦 母 Combat’s Love 母母 Your Love 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ソフィアバローズ号は，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。

3405412月14日 晴 良 （1阪神5） 第5日 第6競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走13時05分 （ダート・右）
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
1：11．0
1：10．2

良
不良

78 ウォーターウキウキ 牝2青鹿54 幸 英明山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 456 ―1：14．1 14．9�
66 ペルフォルマンテ 牡2栗 55 福永 祐一山本 律氏 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 518 ―1：14．31� 2．8�
33 � イ ッ シ ン 牡2鹿 55 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 米 Stonecliff

Farm 554 ―1：14．4	 4．6�
79 ロワマージュ 牡2鹿 55 川田 将雅ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486 ―1：14．72 7．7�
810 ペプチドシンデレラ 牝2鹿 54 四位 洋文沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 434 ―1：15．33	 28．0�
811 タガノルーキー 
2青鹿55 岩崎 翼八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506 ―1：15．51	 24．6�
44 メイショウセントレ 牡2黒鹿 55

53 △岩田 望来松本 好雄氏 角田 晃一 様似 中脇 一幸 476 ―1：16．03 32．9	
67 スマッシュパワー 牡2鹿 55 松山 弘平
宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 408 ―1：16．53 63．6�
55 メイショウウタヒメ 牝2黒鹿54 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 本巣 敦 412 ―1：16．71	 102．9�
22 � リ ョ ウ ガ 牡2芦 55 C．スミヨンゴドルフィン 田中 博康 愛 Godolphin 474 ―1：17．02 3．4

（仏）

11 チョウソダネー 牝2鹿 54 �島 良太丸山 隆雄氏 西橋 豊治 新ひだか 飯岡牧場 440 ―1：17．85 92．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，037，100円 複勝： 43，746，900円 枠連： 11，686，300円
馬連： 52，119，600円 馬単： 30，569，600円 ワイド： 39，302，100円
3連複： 69，665，500円 3連単： 112，715，700円 計： 402，842，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 250円 � 130円 � 150円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 510円 �� 740円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 16，940円

票 数

単勝票数 計 430371 的中 � 24351（5番人気）
複勝票数 計 437469 的中 � 33747（5番人気）� 108928（1番人気）� 75696（3番人気）
枠連票数 計 116863 的中 （6－7） 12745（3番人気）
馬連票数 計 521196 的中 �� 25501（6番人気）
馬単票数 計 305696 的中 �� 5120（16番人気）
ワイド票数 計 393021 的中 �� 18725（7番人気）�� 12317（9番人気）�� 45502（2番人気）
3連複票数 計 696655 的中 ��� 28380（6番人気）
3連単票数 計1127157 的中 ��� 4822（55番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．6―12．6―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―36．6―49．2―1：01．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターウキウキ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ハーツクライ 初出走

2017．4．1生 牝2青鹿 母 ウォータープリプリ 母母 ハイウェイトゥグローリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ロワマージュ号は，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。



3405512月14日 晴 良 （1阪神5） 第5日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時35分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：44．4
1：43．9

良
良

34 メイケイハリアー 牡3芦 56 幸 英明名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 482＋ 41：47．1 10．7�
47 ル モ ン ド 牡3鹿 56 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 476＋201：47．2� 6．3�
35 サトノソロモン 牡3鹿 56 C．スミヨン �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 B556± 01：47．3	 3．4�

（仏）

713 リトミカメンテ 牝3栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440± 01：47．51� 7．8�

611
 テンノカガヤキ 牝4鹿 55 松若 風馬天白 泰司氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 448－ 4 〃 ハナ 20．5	
11 アドマイヤポラリス 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 476＋ 21：47．6クビ 2．4

815 アーデントリー 牡3鹿 56

54 △岩田 望来巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 448－ 21：48．02� 33．4�
712 マ ー ニ 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 450＋10 〃 クビ 245．7�
23 アンクルテイオウ 牡3鹿 56 武 豊塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 476± 01：48．21 19．5
59 
 シーシャンティ 牡4鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 498＋ 41：48．3	 37．6�
22 ハ ナ ソ メ イ 牝4黒鹿55 国分 恭介林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 444± 01：48．4	 293．0�
58 ベストクィーン 牝3栗 54 坂井 瑠星田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 422± 01：48．5クビ 113．0�
46 エスペランサルル 牝7栗 55 �島 良太江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 446－ 4 〃 クビ 376．7�
814 サーベラージュ �5栗 57 古川 吉洋�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 474＋ 61：49．24 229．8�
610
 アイファーキャノン 牝3鹿 54 小牧 太中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 414＋ 61：49．41 685．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 56，881，800円 複勝： 76，151，400円 枠連： 17，385，500円
馬連： 83，367，200円 馬単： 42，053，300円 ワイド： 65，553，100円
3連複： 118，210，200円 3連単： 156，200，300円 計： 615，802，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 250円 � 220円 � 180円 枠 連（3－4） 1，350円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 8，990円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 560円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 42，080円

票 数

単勝票数 計 568818 的中 � 42221（5番人気）
複勝票数 計 761514 的中 � 73809（5番人気）� 86892（4番人気）� 122625（2番人気）
枠連票数 計 173855 的中 （3－4） 9939（5番人気）
馬連票数 計 833672 的中 �� 17630（14番人気）
馬単票数 計 420533 的中 �� 3507（29番人気）
ワイド票数 計 655531 的中 �� 14844（13番人気）�� 30704（5番人気）�� 30011（7番人気）
3連複票数 計1182102 的中 ��� 18320（17番人気）
3連単票数 計1562003 的中 ��� 2691（138番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．8―12．4―12．6―12．3―11．2―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―35．9―48．3―1：00．9―1：13．2―1：24．4―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．9
3 4（11，13）（2，5，14）（7，12）15（1，9）－（6，8）－10，3 4 ・（4，11，13）14（2，5，12）（7，15）（1，8）（6，9）（3，10）

勝馬の
紹 介

メイケイハリアー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2018．12．9 中京4着

2016．6．1生 牡3芦 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 10戦2勝 賞金 21，035，000円
※ハナソメイ号は，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。

3405612月14日 晴 良 （1阪神5） 第5日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走14時05分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

35 � ア ニ エ ー ゼ 牝4鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills
Co. Limited 466－ 41：53．3 61．3�

510	 ウインフォルティス 牡4鹿 57 国分 優作�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 4 〃 アタマ 186．4�
611 ワンダーエカルテ 牝3芦 54 藤懸 貴志山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 506± 0 〃 ハナ 54．4�
24 オーヴェルニュ 牡3鹿 56 川田 将雅杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 468＋161：53．4
 2．3�
815 ドルチェリア �6鹿 57 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 526± 01：53．5クビ 9．5�
612 サンティーニ �4栗 57

56 ☆川又 賢治	ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 492± 0 〃 クビ 148．6

36 スーパーフェザー 牡4鹿 57 C．スミヨン 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490＋12 〃 アタマ 3．2�

（仏）

713	 フ ワ ト ロ 牝4鹿 55 松山 弘平佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 484－ 21：53．71� 48．5�
12 ゴールドパッキャオ 牡4栗 57 岩田 康誠増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：54．23 29．3
47 	 キクノフェリックス 牡5黒鹿57 武 豊菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 480＋ 4 〃 ハナ 5．6�
714 フ ロ ー リ ン 牡4栗 57 福永 祐一ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 41：54．51
 15．4�
11 リ ア リ ス ト 牡6鹿 57

55 △岩田 望来吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B486＋ 41：54．6 40．9�
816 ダノンスパーク �6鹿 57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 516－ 41：54．7クビ 72．4�
23 テイエムチューハイ 牡5黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B454－ 6 〃 クビ 45．9�
59 ジョースターライト 牡6青鹿57 坂井 瑠星上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B474－ 41：54．9 211．5�
48 タイセイビルダー 牡3栗 56 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B520－111：56．17 112．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，565，900円 複勝： 57，906，600円 枠連： 21，954，400円
馬連： 90，793，200円 馬単： 41，684，200円 ワイド： 66，456，800円
3連複： 128，840，900円 3連単： 159，794，300円 計： 620，996，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，130円 複 勝 � 1，460円 � 2，630円 � 1，120円 枠 連（3－5） 8，320円

馬 連 �� 229，950円 馬 単 �� 568，420円

ワ イ ド �� 34，500円 �� 14，980円 �� 31，470円

3 連 複 ��� 1，486，620円 3 連 単 ��� 5，036，990円

票 数

単勝票数 計 535659 的中 � 6983（11番人気）
複勝票数 計 579066 的中 � 10593（11番人気）� 5736（13番人気）� 14042（9番人気）
枠連票数 計 219544 的中 （3－5） 2043（19番人気）
馬連票数 計 907932 的中 �� 306（109番人気）
馬単票数 計 416842 的中 �� 55（223番人気）
ワイド票数 計 664568 的中 �� 497（100番人気）�� 1148（74番人気）�� 545（96番人気）
3連複票数 計1288409 的中 ��� 65（474番人気）
3連単票数 計1597943 的中 ��� 23（2314番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．5―50．4―1：02．2―1：14．6―1：27．2―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ア ニ エ ー ゼ �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2018．1．21 京都13着

2015．4．25生 牝4鹿 母 We’ll be There 母母 Star Moira 16戦3勝 賞金 30，057，000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 オクラホマ号・スワンボート号
※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。



3405712月14日 晴 良 （1阪神5） 第5日 第9競走 ��
��1，200�さ ざ ん か 賞

発走14時35分 （芝・右）
2歳，1勝クラス（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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

68 ヴァラークラウン 牝2黒鹿54 岩田 康誠ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468± 01：09．2 4．5�

33 � モズアーントモー 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャピタル・システム 森田 直行 米 Springhill
Farm 516± 01：09．41	 5．1�

56 エ イ リ ア ス 牡2鹿 55 幸 英明 �サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋161：09．71
 26．9�

44 シゲルミズガメザ 牡2栗 55 岩崎 翼森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際 智 448＋ 61：09．8クビ 37．6�
812 ミーアシャム 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 アタマ 4．9	
710 イーサンティラノ 牡2黒鹿55 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 新冠 佐藤 静子 454＋ 4 〃 クビ 43．4

79 グランドデューク 牡2栗 55 松若 風馬 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 520－101：09．9	 64．3�
67 ライチェフェイス 牡2鹿 55 武 豊佐々木 勉氏 平田 修 日高 メイプルファーム 452－ 61：10．0クビ 3．0�
55 ミントティー 牝2栗 54 岩田 望来小林 昌子氏 高柳 大輔 日高 スウィング

フィールド牧場 416＋ 21：10．21 71．9
11 スマートカーリー 牝2黒鹿54 松山 弘平大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 桑田牧場 456± 0 〃 クビ 15．4�
22 レディオマジック 牡2黒鹿55 坂井 瑠星 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 458± 01：10．3クビ 18．3�
811 リュウノゲキリン 牡2青鹿55 四位 洋文二口 雅一氏 牧田 和弥 浦河 浦河育成牧場 490＋ 61：11．15 64．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 64，987，500円 複勝： 70，580，000円 枠連： 21，558，900円
馬連： 99，617，900円 馬単： 50，022，100円 ワイド： 64，869，000円
3連複： 129，720，000円 3連単： 186，569，100円 計： 687，924，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 180円 � 530円 枠 連（3－6） 500円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，950円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 9，800円 3 連 単 ��� 36，250円

票 数

単勝票数 計 649875 的中 � 120503（2番人気）
複勝票数 計 705800 的中 � 123535（3番人気）� 113486（4番人気）� 25822（8番人気）
枠連票数 計 215589 的中 （3－6） 32816（2番人気）
馬連票数 計 996179 的中 �� 83568（4番人気）
馬単票数 計 500221 的中 �� 20953（6番人気）
ワイド票数 計 648690 的中 �� 42553（4番人気）�� 8121（23番人気）�� 7798（24番人気）
3連複票数 計1297200 的中 ��� 9921（34番人気）
3連単票数 計1865691 的中 ��� 3731（116番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．4―11．4―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．4―45．8―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．8
3 8，9，3，10（4，11）（2，6，12）（5，7）1 4 8，9（3，10）11（4，6，12）（2，5，7）1

勝馬の
紹 介

ヴァラークラウン �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2019．8．4 小倉3着

2017．3．26生 牝2黒鹿 母 ヴ ァ レ ッ タ 母母 Vituisa 3戦2勝 賞金 17，059，000円
※レディオマジック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3405812月14日 晴 良 （1阪神5） 第5日 第10競走 ��2，000�蛍 池 特 別
発走15時10分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

33 ローズテソーロ 牝3青鹿54 福永 祐一了德寺健二ホール
ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 448－ 22：00．7 3．5�

44 シ ー リ ア 牝4青鹿55 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460－ 42：00．91� 10．8�
22 ウインルチル 牝4栗 55 国分 優作�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 428－16 〃 ハナ 45．5�
11 タ ン タ ラ ス 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B476＋ 8 〃 ハナ 1．9�
810 トーホウアルテミス 牝4栗 55 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 490－ 22：01．22 11．2	
77 スパイクナード 牝5黒鹿55 国分 恭介前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋12 〃 ハナ 163．7

66 プ ロ キ シ マ 牝5青 55 松山 弘平�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 482＋ 62：01．41� 22．8�
78 � クリノアリエル 牝4青 55 四位 洋文栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 420＋ 22：01．5� 5．7�
89 トウカイシェーン 牝6栗 55 幸 英明内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 478＋ 22：01．71� 45．0
55 シンコーメグチャン 牝4鹿 55 古川 吉洋豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 488± 02：02．23 79．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 58，179，300円 複勝： 104，089，400円 枠連： 17，518，700円
馬連： 99，382，400円 馬単： 62，398，400円 ワイド： 64，439，600円
3連複： 134，722，300円 3連単： 287，895，100円 計： 828，625，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 250円 � 420円 � 1，350円 枠 連（3－4） 1，810円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，580円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 12，480円 3 連 単 ��� 41，850円

票 数

単勝票数 計 581793 的中 � 129548（2番人気）
複勝票数 計1040894 的中 � 124382（2番人気）� 64729（5番人気）� 17403（8番人気）
枠連票数 計 175187 的中 （3－4） 7499（7番人気）
馬連票数 計 993824 的中 �� 40481（6番人気）
馬単票数 計 623984 的中 �� 15541（12番人気）
ワイド票数 計 644396 的中 �� 28017（6番人気）�� 10291（15番人気）�� 5202（23番人気）
3連複票数 計1347223 的中 ��� 8096（31番人気）
3連単票数 計2878951 的中 ��� 4987（115番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．7―12．3―12．0―12．3―12．0―11．8―11．3―12．0

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローズテソーロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．12．15 中山14着

2016．4．18生 牝3青鹿 母 ロマンシエール 母母 オグリローマン 8戦3勝 賞金 31，969，000円



3405912月14日 小雨 良 （1阪神5） 第5日 第11競走 ��
��1，200�タンザナイトステークス

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，30．12．15以降1．12．8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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

36 ジ ョ イ フ ル 牡5鹿 54 川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B510＋161：08．6 18．4�

59 ナックビーナス 牝6青鹿56 武 豊小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 530－ 41：08．7� 2．0�
24 メイソンジュニア 牡5鹿 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：08．8クビ 20．4�
35 アマルフィコースト 牝4黒鹿53 坂井 瑠星 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 474＋ 41：09．01� 4．7�
48 エイシンティンクル 牝6芦 53 四位 洋文�栄進堂 上村 洋行 新ひだか 木田牧場 504＋18 〃 ハナ 10．6	
713 カルヴァリオ 	6鹿 53 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 472－ 41：09．21 31．9

47 
 パラダイスガーデン 牝7栗 50 木幡 初也岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads

Farm, LLC 490－ 2 〃 クビ 77．6�
612 ミラアイトーン 牡5青鹿57 C．スミヨン 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 536－ 41：09．3クビ 4．9

（仏）

611 ディープダイバー 牡3黒鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 460＋10 〃 クビ 35．7�
510
 シャドウノエル 牝4黒鹿52 松若 風馬飯塚 知一氏 角居 勝彦 仏 M. Patrick

Barbe 468＋ 81：09．4クビ 56．5�
11 エメラルエナジー 牡7栗 52 岩田 望来高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B502－ 2 〃 クビ 313．1�
714 フミノムーン 牡7栗 54 国分 優作谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 452± 01：09．5クビ 135．3�
815 エントリーチケット 牝5栗 53 国分 恭介 �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 460－ 41：09．6� 69．9�
816 タマモブリリアン 牝6黒鹿52 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 B488＋ 81：09．81� 348．9�
23 � アペルトゥーラ 牡8栗 55 川須 栄彦 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 494＋141：09．9� 281．4�
12 メイショウカズヒメ 牝5鹿 52 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 504＋ 8 〃 クビ 39．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 118，905，800円 複勝： 134，760，200円 枠連： 59，887，300円
馬連： 288，250，200円 馬単： 130，832，800円 ワイド： 172，652，700円
3連複： 436，156，800円 3連単： 597，050，000円 計： 1，938，495，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 310円 � 140円 � 330円 枠 連（3－5） 420円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，190円 �� 800円

3 連 複 ��� 7，480円 3 連 単 ��� 58，940円

票 数

単勝票数 計1189058 的中 � 51451（5番人気）
複勝票数 計1347602 的中 � 91807（5番人気）� 357163（1番人気）� 86170（6番人気）
枠連票数 計 598873 的中 （3－5） 108188（1番人気）
馬連票数 計2882502 的中 �� 147556（5番人気）
馬単票数 計1308328 的中 �� 19680（15番人気）
ワイド票数 計1726527 的中 �� 74286（5番人気）�� 19203（25番人気）�� 56115（7番人気）
3連複票数 計4361568 的中 ��� 43694（20番人気）
3連単票数 計5970500 的中 ��� 7343（166番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．1―11．2―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．1―45．3―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．5
3 9（5，10）4（11，14）13（1，2，16）（3，12）（15，6）（7，8） 4 ・（9，5，10）（4，11，14）（1，13，16）12（15，2，3）6（7，8）

勝馬の
紹 介

ジ ョ イ フ ル �
�
父 キングズベスト �

�
母父 Street Cry デビュー 2016．7．30 新潟10着

2014．4．26生 牡5鹿 母 ティアーオブジョイ 母母 レリッシュザソート 29戦6勝 賞金 112，976，000円
〔発走状況〕 ミラアイトーン号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミキノドラマー号
※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。

3406012月14日 曇 良 （1阪神5） 第5日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時20分 （ダート・右）（500万円以下）

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

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

36 � メイプルグレイト 牡4栗 57 松山 弘平節 英司氏 山内 研二 平取 スガタ牧場 B518＋ 41：12．0 2．8�
612 ファイアーボーラー 牡3黒鹿56 武 豊 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 462－ 21：12．42� 4．5�
815 ヘ リ オ ス �3黒鹿56 川須 栄彦�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 B462－ 61：12．5� 56．1�
510 アストロノーティカ 牡5鹿 57 川田 将雅ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 2 〃 クビ 4．0�
713 ルクスムンディー 牡4鹿 57

55 △岩田 望来前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 522＋121：12．6� 9．8�
714 モンテルース 牝4黒鹿55 藤懸 貴志�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 480－ 81：12．7� 14．5	
23 � メイショウアワジ 牡5鹿 57 国分 優作松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 482－ 6 〃 ハナ 24．8

48 � ノーブルレゼル 牡4鹿 57 松若 風馬 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 460－ 31：12．91	 218．5�
816� ライブリテックス 牡4青鹿57 国分 恭介加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 B506± 01：13．11	 394．5�
35 タガノジェロディ 牡3栗 56 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 480＋12 〃 アタマ 29．2
24 エレスチャル 牝4鹿 55 坂井 瑠星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＋131：13．3
 36．1�
611 ダブルスプリット 牡5栗 57 幸 英明椎名 節氏 西園 正都 日高 山際 辰夫 B484± 01：13．62 15．4�
59 � ナンゴクユメネット 牝4栗 55 原田 和真渡 義光氏 田所 秀孝 新冠 村上牧場 454－ 41：14．23� 367．3�
11 テイエムメロディー 牝3鹿 54 四位 洋文竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 450－ 61：14．3� 87．1�
47 ストラトスフィア 牝3鹿 54 古川 吉洋�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 462＋ 41：14．83 21．8�
12 � アイファーアピール 牝4鹿 55 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 470－231：20．7大差 415．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，466，200円 複勝： 99，457，500円 枠連： 39，121，300円
馬連： 152，379，500円 馬単： 69，595，800円 ワイド： 113，759，400円
3連複： 240，441，000円 3連単： 304，696，400円 計： 1，101，917，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 170円 � 170円 � 1，010円 枠 連（3－6） 530円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 340円 �� 3，780円 �� 3，890円

3 連 複 ��� 15，920円 3 連 単 ��� 49，210円

票 数

単勝票数 計 824662 的中 � 234015（1番人気）
複勝票数 計 994575 的中 � 175695（3番人気）� 177244（2番人気）� 17817（12番人気）
枠連票数 計 391213 的中 （3－6） 56497（1番人気）
馬連票数 計1523795 的中 �� 179436（1番人気）
馬単票数 計 695958 的中 �� 50669（1番人気）
ワイド票数 計1137594 的中 �� 100028（1番人気）�� 7140（35番人気）�� 6925（37番人気）
3連複票数 計2404410 的中 ��� 11321（46番人気）
3連単票数 計3046964 的中 ��� 4489（145番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．0―12．2―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイプルグレイト �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 カコイーシーズ

2015．1．31生 牡4栗 母 ディーエスメイドン 母母 タケハナホープ 10戦1勝 賞金 9，400，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーアピール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キングヴァラール号・メイショウビコーン号・メジャーハリケーン号
（非抽選馬） 2頭 トーセンアミ号・ルンルンキャット号



（1阪神5）第5日 12月14日（土曜日） 晴後雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

205，900，000円
5，180，000円
23，850，000円
1，220，000円
22，690，000円
73，753，500円
4，394，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
687，730，900円
840，605，200円
255，453，100円
1，150，079，200円
574，356，800円
818，070，300円
1，674，000，900円
2，296，407，900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 8，296，704，300円

総入場人員 15，899名 （有料入場人員 14，534名）
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