
3408512月22日 曇 良 （1阪神5） 第8日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時50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

510 テイエムクイーン 牝2鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 466－ 41：27．2 22．2�
611 ワンダーカムラング 牡2黒鹿 55

54 ☆西村 淳也山本 能成氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 472＋ 4 〃 ハナ 4．7�
714 ケイマジェスティ 牡2鹿 55

53 △斎藤 新武田 敏也氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 462－101：27．51� 26．4�
816 ヴ ィ サ ル ガ 牡2黒鹿55 幸 英明吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 クビ 5．4�
12 ビ ア イ 牝2青鹿54 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B474－121：27．6� 17．2�
59 イーベンホルツ 牡2青鹿55 坂井 瑠星 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 482± 01：27．7� 29．0	
612 パスクロスアゲン 牝2青 54 古川 吉洋岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 橋本牧場 512＋14 〃 クビ 12．3

815 タガノルーキー �2青鹿 55

52 ▲団野 大成八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 502－ 41：27．8クビ 44．9�

48 ジョーコレット 牡2芦 55
52 ▲亀田 温心上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 526＋ 21：28．33 6．3�

11 ク サ ナ ギ 牡2栗 55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 中尾 秀正 浦河 カナイシスタッド B470± 01：28．51� 227．0
47 レーヴドオルフェ 牡2栗 55 �島 良太平川 浩之氏 長谷川浩大 新冠 村上 欽哉 492＋ 21：28．92� 376．4�
713 デジタルプレイヤー 牡2鹿 55 太宰 啓介寺田千代乃氏 武 英智 日高 下河辺牧場 444－ 4 〃 クビ 36．3�
24 グラマラスマリー 牝2栗 54 松若 風馬 �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム 482＋ 41：29．0� 36．2�
23 ゴ リ ン 牝2鹿 54 荻野 極杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 496＋ 41：29．42� 176．4�
35 ナリタウルフ 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 478± 01：29．5� 3．1�
36 ハローグッバイ 牝2栗 54 藤岡 康太薪浦 亨氏 角田 晃一 浦河 市川牧場 456＋ 41：33．3大差 31．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，961，700円 複勝： 64，837，000円 枠連： 16，298，500円
馬連： 77，248，100円 馬単： 34，362，900円 ワイド： 66，878，400円
3連複： 121，696，200円 3連単： 124，754，300円 計： 541，037，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 450円 � 190円 � 600円 枠 連（5－6） 1，840円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 10，160円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 4，580円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 26，250円 3 連 単 ��� 184，200円

票 数

単勝票数 計 349617 的中 � 12551（7番人気）
複勝票数 計 648370 的中 � 34203（6番人気）� 108123（3番人気）� 24277（8番人気）
枠連票数 計 162985 的中 （5－6） 6859（8番人気）
馬連票数 計 772481 的中 �� 13563（14番人気）
馬単票数 計 343629 的中 �� 2536（38番人気）
ワイド票数 計 668784 的中 �� 13830（12番人気）�� 3688（46番人気）�� 8388（26番人気）
3連複票数 計1216962 的中 ��� 3477（81番人気）
3連単票数 計1247543 的中 ��� 491（525番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．8―12．7―13．0―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．5―47．3―1：00．0―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．7―3F39．9
3 ・（2，15）－（6，16，5）12（4，7，14）（11，8）13（3，9）10－1 4 ・（2，15）16（5，12）（7，14）8（6，11，13）（4，9，10）－3，1

勝馬の
紹 介

テイエムクイーン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．11．2 京都11着

2017．2．25生 牝2鹿 母 クイーンオブトロイ 母母 Warrior Queen 4戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 テイエムクイーン号の騎手国分恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハローグッバイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月22日まで平地競

走に出走できない。

3408612月22日 曇 良 （1阪神5） 第8日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時20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

510 キッズアガチャー 牡2鹿 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 532＋ 61：55．4 2．9�

47 スズカデレヤ 牡2青鹿55 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 506＋ 81：55．5� 4．7�
714 シ ェ ノ ン 牡2鹿 55 坂井 瑠星�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 494± 01：56．13� 6．1�
35 クリノイコライザー 牡2栗 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 462＋ 81：56．41� 12．9�
59 キャルブルー 牡2黒鹿55 川島 信二里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 504± 01：57．03� 60．1	
48 メイショウオイワキ 牡2黒鹿55 藤岡 康太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 476－ 21：57．42� 42．7

36 スリーグルーヴ 牡2鹿 55 和田 竜二永井商事� 橋田 満 浦河 辻 牧場 486± 01：57．71� 59．4�
612 バッファローボム 牡2栗 55 国分 恭介 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 522± 0 〃 ハナ 94．6
611 ダイシンマルス 牡2青鹿 55

53 △斎藤 新大八木信行氏 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 442＋101：57．8� 43．4�
816 ワンダーコンパス 牡2芦 55 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 494－ 21：58．01� 4．7�
11 ダコタブラックヒル 牡2鹿 55 古川 吉洋 K.C．タン氏 長谷川浩大 新ひだか 村上牧場 478－ 21：58．1� 15．8�
815 ドリームハット 牝2黒鹿54 加藤 祥太小島 將之氏 安達 昭夫 日高 鹿戸 美明 440＋ 61：58．52� 329．3�
713 ダイヴィンダート 牡2栗 55 松若 風馬吉澤 克己氏 今野 貞一 新ひだか 嶋田牧場 B510－ 61：58．71� 13．1�
24 ピエナボヘミアン 牡2芦 55 �島 良太本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 B512－ 21：59．65 72．3�
12 メイショウフルサト 牡2鹿 55 川須 栄彦松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 490－ 41：59．7� 268．6�

（15頭）
23 ウォータージョイ 牡2鹿 55 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 39，731，600円 複勝： 56，938，700円 枠連： 15，519，100円
馬連： 78，298，600円 馬単： 38，239，100円 ワイド： 61，321，700円
3連複： 107，009，100円 3連単： 122，222，200円 計： 519，280，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 160円 � 170円 枠 連（4－5） 760円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 380円 �� 320円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 7，060円

票 数

単勝票数 計 397316 的中 � 108397（1番人気）
複勝票数 計 569387 的中 � 138466（1番人気）� 85536（3番人気）� 78099（4番人気）
枠連票数 計 155191 的中 （4－5） 15695（3番人気）
馬連票数 計 782986 的中 �� 63811（3番人気）
馬単票数 計 382391 的中 �� 15069（6番人気）
ワイド票数 計 613217 的中 �� 41073（3番人気）�� 50863（2番人気）�� 24531（7番人気）
3連複票数 計1070091 的中 ��� 46756（3番人気）
3連単票数 計1222222 的中 ��� 12541（9番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―13．4―13．0―13．2―13．0―12．8―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―37．4―50．4―1：03．6―1：16．6―1：29．4―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キッズアガチャー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2019．10．27 京都7着

2017．3．5生 牡2鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔出走取消〕 ウォータージョイ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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 エスパー号

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22日 曇 良 （1阪神5） 第8日 第3競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時50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
1：08．6
1：07．8

良
良

35 キ ー ダ イ ヤ 牝2鹿 54 中谷 雄太青山 洋一氏 藤岡 健一 浦河 谷川牧場 442＋ 21：09．0 4．5�
23 ゴープラチナム 牝2芦 54 松田 大作前田 剛氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 438－ 61：09．32 5．8�
11 エレヴァート 牝2黒鹿54 熊沢 重文�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 436＋ 21：09．4� 60．9�
714 リレーションシップ 牡2鹿 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B518＋281：09．61� 14．3�
12 ヴェッツラー 牡2栗 55 幸 英明永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 434＋ 21：09．81� 17．9�
36 タッチザモーメント 牝2黒鹿54 坂井 瑠星 	社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 422＋ 61：10．01 7．5

611	 スマートルシア 牝2芦 54 横山 武史大川 徹氏 河内 洋 米 Wind Hill

Farm 440± 0 〃 クビ 21．8�
48 オウケンブリザード 牡2青鹿 55

54 ☆西村 淳也福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 辻 牧場 506＋101：10．53 60．4�
713 カズモンレアーレ 牡2鹿 55

53 △斎藤 新合同会社雅苑興業 西村 真幸 新ひだか タガミファーム 428＋201：10．92� 65．7
815 ジェドゥラシャンス 牝2鹿 54 吉田 隼人 	社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 526± 01：11．0
 35．9�
510 エーティーロンドン 牡2栗 55

52 ▲団野 大成荒木 徹氏 武 英智 日高 白井牧場 506－ 4 〃 クビ 4．7�
816	 ピ ン シ ャ ン 牡2栗 55 北村 友一冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With

Me Stables Inc. 460＋ 21：11．1クビ 4．6�
59 ナンヨーコウゼン 牡2青 55 藤井勘一郎中村 德也氏 庄野 靖志 浦河 丸幸小林牧場 B432－ 41：11．2
 233．2�
47 メイショウタオ 牡2黒鹿 55

52 ▲亀田 温心松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 454＋ 61：11．3� 201．1�
612 ツクバゴールド 牡2栗 55 松若 風馬荻原 昭二氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 502－ 61：11．4� 27．4�
24 スーパーセヴン 牡2栗 55 田中 勝春ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 41：11．93 91．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，894，600円 複勝： 78，810，900円 枠連： 22，342，300円
馬連： 96，721，100円 馬単： 39，108，700円 ワイド： 77，635，000円
3連複： 134，451，100円 3連単： 144，939，900円 計： 642，903，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 220円 � 1，210円 枠 連（2－3） 1，080円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 550円 �� 3，990円 �� 6，730円

3 連 複 ��� 21，340円 3 連 単 ��� 80，330円

票 数

単勝票数 計 488946 的中 � 85358（1番人気）
複勝票数 計 788109 的中 � 122329（3番人気）� 99866（4番人気）� 12974（11番人気）
枠連票数 計 223423 的中 （2－3） 15978（4番人気）
馬連票数 計 967211 的中 �� 56611（4番人気）
馬単票数 計 391087 的中 �� 10699（7番人気）
ワイド票数 計 776350 的中 �� 39514（4番人気）�� 4803（37番人気）�� 2829（53番人気）
3連複票数 計1344511 的中 ��� 4724（65番人気）
3連単票数 計1449399 的中 ��� 1308（279番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．5―11．0―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．8―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ー ダ イ ヤ �
�
父 War Command �

�
母父 Dutch Art デビュー 2019．10．14 京都2着

2017．3．28生 牝2鹿 母 ヴァンゴーゴー 母母 Baldovina 4戦1勝 賞金 10，550，000円
〔制裁〕 メイショウタオ号の騎手亀田温心は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・16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。
（非当選馬） 1頭 ウインクルジニー号
（非抽選馬） 1頭 アリシア号

3408812月22日 曇 良 （1阪神5） 第8日 第4競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走11時20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 エンデュミオン 牡2黒鹿55 田中 勝春�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 450± 02：01．3 13．3�
58 ラズルダズル 牡2鹿 55

54 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 450± 02：01．51� 5．1�
611� アイロンワークス 牡2鹿 55 吉田 隼人ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud 476± 0 〃 ハナ 17．8�
610 ホウオウエクレール 牡2鹿 55 幸 英明小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 42：01．82 3．4�
713 トーホウゴールデン 牡2栗 55 藤岡 康太東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 436± 0 〃 アタマ 25．9	
35 サトノパシュート 牡2黒鹿55 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 474＋122：02．01 5．1

47 ワンダーエルツ 牡2黒鹿55 長岡 禎仁山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 藤春 修二 418－ 42：02．32 226．0�
815 タガノカスターニャ 牡2栗 55 岩崎 翼八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496－ 4 〃 アタマ 65．6�
34 サ ン テ ル ノ 牡2栗 55 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 512－ 4 〃 アタマ 4．5
23 ハクサンキングス 牡2鹿 55 坂井 瑠星河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 	川 啓一 448－ 42：02．4クビ 9．5�
59 タガノヒロライド 牝2鹿 54 岡田 祥嗣八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432± 0 〃 クビ 133．1�
22 フィアレススマイル 牡2鹿 55

53 △斎藤 新堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 ムラカミファーム 432＋ 22：02．5
 48．0�
46 ウインアマルフィ 牝2栗 54 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 62：03．13
 82．1�
712 マイネルコロンブス 牡2鹿 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 466＋142：03．41� 260．5�
814 モルトルバート 牡2鹿 55

52 ▲団野 大成 �シルクレーシング 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 452＋ 82：04．78 106．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 48，259，500円 複勝： 78，602，300円 枠連： 20，262，900円
馬連： 97，411，700円 馬単： 43，186，700円 ワイド： 73，480，100円
3連複： 132，204，400円 3連単： 158，178，500円 計： 651，586，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 370円 � 190円 � 500円 枠 連（1－5） 3，280円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 6，810円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 3，640円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 18，770円 3 連 単 ��� 111，010円

票 数

単勝票数 計 482595 的中 � 28905（6番人気）
複勝票数 計 786023 的中 � 51120（6番人気）� 134329（3番人気）� 35585（7番人気）
枠連票数 計 202629 的中 （1－5） 4784（13番人気）
馬連票数 計 974117 的中 �� 23896（15番人気）
馬単票数 計 431867 的中 �� 4752（29番人気）
ワイド票数 計 734801 的中 �� 17405（14番人気）�� 5073（30番人気）�� 11695（17番人気）
3連複票数 計1322044 的中 ��� 5281（55番人気）
3連単票数 計1581785 的中 ��� 1033（308番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．3―12．4―12．0―12．5―12．4―11．7―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―35．7―48．1―1：00．1―1：12．6―1：25．0―1：36．7―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンデュミオン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．12．7 中山3着

2017．3．1生 牡2黒鹿 母 ヒラボクビジン 母母 オリジナルスピン 2戦1勝 賞金 6，800，000円



3408912月22日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （1阪神5） 第8日 第5競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時50分 （芝・ダート）

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

33 ヒロシゲセブン 牡4鹿 60 高田 潤�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 514－ 63：24．4 2．4�
711 ゲネラルプローベ 牡7鹿 60 中村 将之前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 492－ 63：24．82� 14．8�
712� リボンナイト 牡5鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 450＋ 2 〃 ハナ 4．8�
11 メメニシコリ 牡6鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B468＋ 23：25．11� 5．2�
22 プレシャスルージュ 	7黒鹿60 植野 貴也 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 468± 03：25．2クビ 14．7	
57 � ウインリベロ 牡4栗 60 上野 翔
ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 422－ 63：25．3� 23．2�
813
 ピースプレイヤー 牡3鹿 58 北沢 伸也飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims 490＋ 23：25．4クビ 8．0�
610 ポイントオブオナー 牡3栗 58 五十嵐雄祐吉田 勝己氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 458－ 23：25．61� 48．7
45 ブライトエンパイア 牡4鹿 60 難波 剛健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 448＋103：25．7� 30．6�
34 サクラザチェンジ 牡3栗 58 大江原 圭岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 478－123：25．8クビ 71．4�
46 ハギノフロンティア 	4栗 60 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 512－143：26．43� 39．4�
814 オールマイト 牡3鹿 58

56 ▲三津谷隼人中西 功氏 服部 利之 日高 高山牧場 474－103：27．25 268．1�
58 ニシノオクタゴン 牡4青鹿60 江田 勇亮西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 484＋ 43：28．26 26．7�
69 � クリノカナロアオー 	4黒鹿60 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 様似 様似渡辺牧場 462＋ 23：30．8大差 235．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，998，100円 複勝： 43，163，200円 枠連： 16，314，400円
馬連： 62，230，400円 馬単： 30，911，600円 ワイド： 45，371，000円
3連複： 101，585，700円 3連単： 134，462，500円 計： 469，036，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 310円 � 160円 枠 連（3－7） 480円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 740円 �� 280円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 12，020円

票 数

単勝票数 計 349981 的中 � 115612（1番人気）
複勝票数 計 431632 的中 � 96595（1番人気）� 26348（5番人気）� 73166（2番人気）
枠連票数 計 163144 的中 （3－7） 25938（1番人気）
馬連票数 計 622304 的中 �� 28243（6番人気）
馬単票数 計 309116 的中 �� 8950（9番人気）
ワイド票数 計 453710 的中 �� 14811（8番人気）�� 46268（1番人気）�� 12633（9番人気）
3連複票数 計1015857 的中 ��� 32281（5番人気）
3連単票数 計1344625 的中 ��� 8105（27番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 52．6－3F 39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
11，14，12，6（13，5）（1，7）2－3－4－（10，8）＝9
11，14－（12，7）6，1，13（2，3）4，5，10，8＝9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロシゲセブン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2017．11．19 京都6着

2015．5．8生 牡4鹿 母 ダイイチボタン 母母 ダイイチリカー 障害：10戦1勝 賞金 24，200，000円
〔制裁〕 オールマイト号の騎手三津谷隼人は，2周目4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・12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。
（非当選馬） 1頭 クロフネプリンセス号

3409012月22日 曇 良 （1阪神5） 第8日 第6競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時40分 （芝・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
1：20．4
1：20．3

良
良

714 カバジェーロ 牡2鹿 55 北村 友一�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492 ―1：22．9 9．4�

24 ダブルアンコール 牝2鹿 54 水口 優也 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 418 ― 〃 アタマ 2．8�
510 ミスニューヨーク 牝2青鹿54 加藤 祥太�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 452 ―1：23．53� 23．3�
47 ダイメイボーイ 牡2鹿 55 高倉 稜宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 496 ―1：23．71� 25．2�
715 ハートフルオブラブ 牡2黒鹿55 坂井 瑠星江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 470 ―1：23．8� 8．8	
11 サンドジョーカー 牡2鹿 55 荻野 極 �YGGホースクラブ 高橋 康之 日高 船越牧場 510 ―1：24．01� 302．1

713 タマモティータイム 牝2鹿 54 柴山 雄一タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462 ―1：24．31	 13．3�
818 アドマイヤルミナス 牝2黒鹿 54

53 ☆西村 淳也近藤 旬子氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 424 ― 〃 クビ 3．9�
59 テイエムレビュー 牝2栗 54

51 ▲団野 大成竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 470 ―1：24．4クビ 47．3
36 ウォッチミー 牝2鹿 54 藤井勘一郎山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 414 ―1：24．61� 173．5�
12 モズジャイキリ 牡2鹿 55 菱田 裕二 �キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 惣田 英幸 432 ―1：24．7� 68．4�
48 カ ト ゥ ー ア 牝2鹿 54 和田 竜二増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 472 ―1：25．01	 5．5�
817 ソーファイン 牝2鹿 54 
島 良太 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 508 ― 〃 クビ 94．2�
23 ミツルプレジデント 牡2栗 55 国分 恭介守内ひろ子氏 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 534 ―1：25．31	 234．3�
611 ユ リ ア ン ナ 牝2黒鹿 54

53 ☆川又 賢治岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 412 ―1：25．51� 281．7�
816 タイセイダンク 牡2鹿 55

53 △斎藤 新田中 成奉氏 斎藤 誠 浦河 富田牧場 452 ―1：26．24 79．6�
612 バ イ ラ モ ス 牡2黒鹿55 横山 武史 �チャンピオンズファーム 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム B434 ― 〃 ハナ 108．0�
35 ナガラローズ 牝2鹿 54 長岡 禎仁長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 432 ―1：26．73 188．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 61，571，200円 複勝： 63，389，800円 枠連： 29，201，000円
馬連： 89，981，100円 馬単： 40，880，700円 ワイド： 68，248，200円
3連複： 120，628，700円 3連単： 136，390，700円 計： 610，291，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 270円 � 170円 � 500円 枠 連（2－7） 700円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 810円 �� 2，100円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 15，020円 3 連 単 ��� 79，610円

票 数

単勝票数 計 615712 的中 � 51876（5番人気）
複勝票数 計 633898 的中 � 58228（5番人気）� 120554（1番人気）� 26655（8番人気）
枠連票数 計 292010 的中 （2－7） 32096（3番人気）
馬連票数 計 899811 的中 �� 36410（8番人気）
馬単票数 計 408807 的中 �� 6608（19番人気）
ワイド票数 計 682482 的中 �� 22411（8番人気）�� 8156（22番人気）�� 11917（17番人気）
3連複票数 計1206287 的中 ��� 6020（45番人気）
3連単票数 計1363907 的中 ��� 1242（239番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．2―12．0―11．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．6―47．8―59．8―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カバジェーロ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2017．4．28生 牡2鹿 母 ラ ベ 母母 クイーンリザーブ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ダブルアンコール号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 エトワールミノル号・ゴールデンアーク号・ジョーフォレスト号・スワッグレコード号・タマモビジュー号・デア号・

ヒルノパルマ号・ブライティアルアー号・ホッコーラプラス号・ホワイトロッジ号・ユウキラフェール号



3409112月22日 曇 良 （1阪神5） 第8日 第7競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時10分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

36 クリノカポネ �4鹿 57 秋山真一郎栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450± 02：07．2 8．0�

12 カ ラ ル �5黒鹿57 松若 風馬 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490－ 22：07．41	 8．6�
24 シェアザモーメント 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 クビ 10．7�
713 ア ヴ ァ ン ト 牡5栗 57 藤岡 康太佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 490± 02：07．61	 5．4�
714 ヒュミドール �3鹿 56 菱田 裕二�サンライズ 武 幸四郎 浦河 宮内牧場 472－ 82：07．8
 19．4�
510� ツーエムアロンソ 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 522＋ 42：08．01	 115．4	
816 ナムラテンゲル 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 478－ 42：08．21	 311．3

47 テーオーポシブル 牡3鹿 56 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 42：08．3� 9．0�
23 スマートランウェイ 牝3芦 54 幸 英明大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 杵臼牧場 508－102：08．51 2．2�
611 ヴィジャランス 牡4青鹿 57

54 ▲団野 大成加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 B546＋ 4 〃 ハナ 16．0
815 フィールドドウサン 牡4黒鹿57 和田 竜二地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 B520－ 22：08．82 53．1�
59 サンレイファイト 牡3栗 56 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 468＋182：09．33 57．7�
612 サーチュイン 牝3芦 54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 468－ 42：09．4� 525．3�
48 タケルライジング 牡3栃栗 56

55 ☆西村 淳也森 保彦氏 西園 正都 浦河 中村 雅明 522＋ 62：09．5
 112．3�
35 チャーチタウン 牡4鹿 57 水口 優也山上 和良氏 大根田裕之 新冠 オリエント牧場 502± 02：10．45 215．8�
11 ヴ ィ グ ー ル 牝4鹿 55

53 △斎藤 新サイプレスホール
ディングス合同会社 渡辺 薫彦 平取 坂東牧場 470± 0 〃 クビ 380．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，543，000円 複勝： 81，049，500円 枠連： 23，029，300円
馬連： 132，118，400円 馬単： 60，471，900円 ワイド： 89，585，100円
3連複： 165，828，800円 3連単： 236，026，300円 計： 853，652，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 210円 � 280円 � 250円 枠 連（1－3） 4，250円

馬 連 �� 5，010円 馬 単 �� 9，500円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 870円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 11，130円 3 連 単 ��� 72，010円

票 数

単勝票数 計 655430 的中 � 65543（3番人気）
複勝票数 計 810495 的中 � 109255（3番人気）� 70807（5番人気）� 81742（4番人気）
枠連票数 計 230293 的中 （1－3） 4194（14番人気）
馬連票数 計1321184 的中 �� 21727（18番人気）
馬単票数 計 604719 的中 �� 4773（36番人気）
ワイド票数 計 895851 的中 �� 16605（16番人気）�� 27000（10番人気）�� 15425（19番人気）
3連複票数 計1658288 的中 ��� 11172（38番人気）
3連単票数 計2360263 的中 ��� 2376（233番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．1―13．6―13．0―13．1―12．9―12．6―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．9―36．0―49．6―1：02．6―1：15．7―1：28．6―1：41．2―1：54．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノカポネ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Cape Cross デビュー 2017．7．29 札幌7着

2015．2．1生 �4鹿 母 ヴ ァ レ ッ タ 母母 Vituisa 30戦2勝 賞金 37，300，000円
〔制裁〕 ヴィジャランス号の騎手団野大成は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番）

3409212月22日 曇 良 （1阪神5） 第8日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走13時45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

713 タマモアポローン 牡3黒鹿56 坂井 瑠星タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 504－ 21：53．8 3．5�
611 ソルトイブキ 牡3黒鹿56 古川 吉洋杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 488＋ 41：53．9� 29．0�
59 ゲンパチルシファー 牡3鹿 56 中井 裕二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 500± 01：54．0� 4．3�
816 マンハッタンロック 牡5鹿 57 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 458－ 41：54．31	 19．9�
510
 ベストマイウェイ 牡4鹿 57

56 ☆西村 淳也馬場 幸夫氏 石坂 正 米
Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

544＋121：54．51� 69．3	
23 エイシンムジカ 牝5栗 55

53 △斎藤 新平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 496＋ 4 〃 クビ 6．7

12 アルーフクライ 牡5鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488＋ 8 〃 ハナ 113．4�
612 エイシンヨッシー 牡3栗 56 小牧 太�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 450－ 2 〃 アタマ 12．7�
815 ベルキューズ 牝3栗 54 横山 武史 �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B480± 0 〃 アタマ 22．7
11 � デュアルウィールド 牝4栗 55 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 516＋161：54．6クビ 263．8�
36 レシプロケイト 牡3栗 56 柴山 雄一ゴドルフィン 島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 81：54．7� 20．6�
35 ケイアイパープル 牡3鹿 56 藤岡 康太亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 496－12 〃 クビ 9．4�
47 レオアルティメット 牡4栗 57 幸 英明�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 532－ 41：55．23 27．2�
24 ブリーズスズカ 牡6青鹿57 加藤 祥太永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478＋121：55．3� 169．4�
714 テイエムソレイユ 牝4鹿 55 北村 友一竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B488－ 8 〃 ハナ 11．0�
48 レイエスプランドル 牡4鹿 57 藤井勘一郎 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 510－ 41：57．9大差 15．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，069，400円 複勝： 99，953，300円 枠連： 32，926，400円
馬連： 158，043，900円 馬単： 59，787，700円 ワイド： 116，739，000円
3連複： 227，501，000円 3連単： 248，328，700円 計： 1，008，349，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 560円 � 150円 枠 連（6－7） 1，340円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 410円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 25，930円

票 数

単勝票数 計 650694 的中 � 148637（1番人気）
複勝票数 計 999533 的中 � 176182（2番人気）� 31530（11番人気）� 215472（1番人気）
枠連票数 計 329264 的中 （6－7） 18914（6番人気）
馬連票数 計1580439 的中 �� 30152（15番人気）
馬単票数 計 597877 的中 �� 7589（19番人気）
ワイド票数 計1167390 的中 �� 17500（18番人気）�� 80621（1番人気）�� 16311（21番人気）
3連複票数 計2275010 的中 ��� 32166（10番人気）
3連単票数 計2483287 的中 ��� 6942（50番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．6―12．8―12．9―12．3―12．2―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―38．2―51．0―1：03．9―1：16．2―1：28．4―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．6
1
3
7，6（3，9）（2，8，11）（4，16）12（5，10）（1，14）13，15
7，6（9，10）2（3，11）（8，16）4，12（5，14）（1，13）15

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

勝馬の
紹 介

タマモアポローン �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．12．28 阪神3着

2016．4．8生 牡3黒鹿 母 タマモマナムスメ 母母 ヒトリムスメ 8戦3勝 賞金 28，200，000円
※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。
（非抽選馬） 6頭 キタサンヴィクター号・ピボットポイント号・マリオ号・リシュブール号・リスペクタブル号・ワタシノロザリオ号



3409312月22日 曇 良 （1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，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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

813 シャンドフルール 牝2黒鹿54 西村 淳也前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498－101：34．7 18．9�

45 ソウルトレイン 牡2芦 55 幸 英明安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 61：35．02 9．9�
11 ジュビリーヘッド 牡2鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 450＋ 4 〃 クビ 3．7�
57 ナイントゥファイブ 牝2黒鹿54 松田 大作�桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 460± 01：35．32 12．9�
812 ヴィースバーデン 牝2鹿 54 和田 竜二 �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 420＋ 21：35．4� 3．9	
69 アサケエース 牡2鹿 55 秋山真一郎大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 422± 01：35．5� 17．7

711 シャドウブロッサム 牝2鹿 54 藤岡 康太飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 446± 01：35．71	 3．2�
22 ライチェフェイス 牡2鹿 55 吉田 隼人佐々木 勉氏 平田 修 日高 メイプルファーム 450－ 21：35．91� 14．5�
68 ベッラヴォルタ 牝2栗 54 中井 裕二ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 482＋121：36．0クビ 30．5
44 マコトジェムチュク 牝2黒鹿54 荻野 琢真�ディアマント 寺島 良 千歳 社台ファーム 406－ 81：36．1� 50．9�
33 
 ワイエスキャンサー 牝2栗 54 山下 雅之山下 定良氏 伊藤 強一 浦河 横山 浩司 410－ 61：36．63 264．0�

（笠松） （笠松）

710 フォギーショコラ 牡2鹿 55 水口 優也田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 小倉 光博 432－101：36．7� 401．1�
56 � ミスマチルダ 牝2栗 54 田中 勝春吉田 勝利氏 森 秀行 日高 新生ファーム 446－161：36．91� 216．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 75，020，600円 複勝： 86，843，200円 枠連： 26，849，400円
馬連： 164，176，000円 馬単： 71，258，400円 ワイド： 96，425，300円
3連複： 216，914，100円 3連単： 308，445，500円 計： 1，045，932，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 450円 � 290円 � 150円 枠 連（4－8） 1，650円

馬 連 �� 9，400円 馬 単 �� 18，840円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 1，220円 �� 700円

3 連 複 ��� 10，270円 3 連 単 ��� 88，310円

票 数

単勝票数 計 750206 的中 � 31746（8番人気）
複勝票数 計 868432 的中 � 39806（8番人気）� 70378（4番人気）� 191674（1番人気）
枠連票数 計 268494 的中 （4－8） 12594（6番人気）
馬連票数 計1641760 的中 �� 14400（26番人気）
馬単票数 計 712584 的中 �� 2836（54番人気）
ワイド票数 計 964253 的中 �� 11873（24番人気）�� 20115（17番人気）�� 36895（6番人気）
3連複票数 計2169141 的中 ��� 15828（35番人気）
3連単票数 計3084455 的中 ��� 2532（281番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．1―48．2―1：00．3―1：11．8―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャンドフルール �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Gone West デビュー 2019．8．18 小倉1着

2017．3．6生 牝2黒鹿 母 バイコースタル 母母 Ocean Queen 3戦2勝 賞金 17，287，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3409412月22日 雨 良 （1阪神5） 第8日 第10競走 ��
��1，600�クリスマスキャロル賞

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．12．22以降1．12．15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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

35 サヴォワールエメ 牝3栗 52 北村 友一平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 454＋181：34．5 5．9�
24 スラッシュメタル 牡4鹿 55 西村 淳也吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 466＋101：34．82 13．7�
714 トオヤリトセイト 牡3青鹿56 和田 竜二村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 484＋ 8 〃 ハナ 3．0�
611 キャンディストーム 牝5鹿 53 坂井 瑠星ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 2 〃 ハナ 35．5�
612 ステイオンザトップ 牡5栗 56 藤岡 康太 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：34．9� 5．0�
36 ドラグーンシチー 牡4鹿 56 古川 吉洋 	友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 504＋ 41：35．21� 5．4

12 ハ イ ド ラ ン 牝4黒鹿51 団野 大成五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 2 〃 アタマ 145．8�
11 ミヤビパーフェクト 	3鹿 54 吉田 隼人村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 468－ 21：35．3� 12．9�
47 エイシンスレイマン 牡5鹿 55 幸 英明	栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 474－ 21：35．51 28．1
816 バケットリスト 牝4鹿 52 菱田 裕二宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 480－ 2 〃 ハナ 92．7�
815 ショウボート 牡7栗 55 中谷 雄太馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 45．8�
23 アルジャーノン 牡4栗 54 柴山 雄一 Him Rock Racing

ホールディングス	 荒川 義之 日高 北田 剛 456＋ 21：35．71
 46．5�
48 ブルレジーナ 牝4栗 51 斎藤 新髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 452－ 2 〃 ハナ 229．5�
510 ウルクラフト 牝3黒鹿52 松若 風馬 �サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420± 01：35．91
 14．1�
713 トーラスジェミニ 牡3鹿 54 秋山真一郎柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 498＋ 41：36．0� 89．9�
59 スワンボート 牡9鹿 50 田中 健田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 472－ 81：36．42� 301．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 92，562，900円 複勝： 107，044，400円 枠連： 46，605，400円
馬連： 229，734，200円 馬単： 93，375，900円 ワイド： 138，213，100円
3連複： 314，864，300円 3連単： 422，388，700円 計： 1，444，788，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 240円 � 300円 � 150円 枠 連（2－3） 1，590円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 6，030円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 570円 �� 840円

3 連 複 ��� 5，140円 3 連 単 ��� 31，130円

票 数

単勝票数 計 925629 的中 � 125154（4番人気）
複勝票数 計1070444 的中 � 104984（4番人気）� 78750（6番人気）� 234297（1番人気）
枠連票数 計 466054 的中 （2－3） 22576（4番人気）
馬連票数 計2297342 的中 �� 48301（15番人気）
馬単票数 計 933759 的中 �� 11596（20番人気）
ワイド票数 計1382131 的中 �� 29387（14番人気）�� 65001（4番人気）�� 41902（8番人気）
3連複票数 計3148643 的中 ��� 45939（11番人気）
3連単票数 計4223887 的中 ��� 9835（90番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．0―12．2―12．2―11．3―10．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．8―48．0―1：00．2―1：11．5―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．3
3 2，5（1，9）（4，10）（6，13）3（7，8）（12，16）（14，15）11 4 2，5（1，9，10，16）（4，15）（6，13）3（14，7，8，11）12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サヴォワールエメ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Pivotal デビュー 2018．11．4 京都1着

2016．4．9生 牝3栗 母 ニ ア メ 母母 Napoli 6戦3勝 賞金 31，543，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 スラッシュメタル号の騎手西村淳也は，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100，000円。（被害馬：1番・

12番）
スラッシュメタル号の騎手西村淳也は，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：12
番）
ドラグーンシチー号の騎手古川吉洋は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

２レース目 ４レース目



3409512月22日 雨 稍重 （1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，3勝クラス（1600万円以下）；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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

711 インビジブルレイズ 牡5鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 468－ 22：01．5 15．1�
69 ミスディレクション �5黒鹿57 太宰 啓介�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498± 02：01．6	 10．9�
11 アールスター 牡4鹿 57 和田 竜二 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 512＋ 22：01．7クビ 2．7�
813 ブライトムーン 牝5黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 22：01．8	 17．7�
68 プレシャスブルー 牡5鹿 57 松若 風馬石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 434－12 〃 ハナ 15．4	
44 サウンドバーニング 牡7鹿 57 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B420－ 6 〃 クビ 206．1

57 オブリゲーション 牡6鹿 57 柴山 雄一�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 472＋ 42：01．9クビ 234．7�
22 
 ユニコーンライオン 牡3黒鹿56 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc 518－ 8 〃 アタマ 2．7�
45 アンネリース 牝5鹿 55 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 82：02．21	 16．4
710 ベディヴィア 牡5栗 57 西村 淳也 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 クビ 141．6�
56 サトノグラン �5青鹿57 川島 信二 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B470－ 62：02．3クビ 42．6�
33 ウインクルサルーテ 牝6鹿 55 秋山真一郎�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 434＋ 22：02．4	 31．0�
812 サトノケンシロウ 牡6黒鹿57 幸 英明 �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 B470± 0 〃 クビ 8．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 119，671，200円 複勝： 123，552，400円 枠連： 56，216，500円
馬連： 312，390，400円 馬単： 121，921，400円 ワイド： 162，364，500円
3連複： 402，087，300円 3連単： 592，095，500円 計： 1，890，299，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 320円 � 290円 � 160円 枠 連（6－7） 3，330円

馬 連 �� 8，160円 馬 単 �� 16，830円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 630円 �� 580円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 55，430円

票 数

単勝票数 計1196712 的中 � 63151（5番人気）
複勝票数 計1235524 的中 � 87109（5番人気）� 100373（4番人気）� 252409（2番人気）
枠連票数 計 562165 的中 （6－7） 13047（12番人気）
馬連票数 計3123904 的中 �� 31560（22番人気）
馬単票数 計1219214 的中 �� 5431（50番人気）
ワイド票数 計1623645 的中 �� 19460（24番人気）�� 68151（6番人気）�� 74762（4番人気）
3連複票数 計4020873 的中 ��� 66467（11番人気）
3連単票数 計5920955 的中 ��� 7743（186番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．2―12．6―12．7―12．1―11．5―11．4―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―37．5―50．1―1：02．8―1：14．9―1：26．4―1：37．8―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F35．1
1
3
9－（1，2）12（4，5）（10，13）（6，11）（3，8）－7
9（2，12）11（1，5）（13，8）（4，6）（10，3）7

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

勝馬の
紹 介

インビジブルレイズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．1．22 中京3着

2014．4．28生 牡5鹿 母 クレバースプリント 母母 スギノプリンセス 19戦5勝 賞金 78，322，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時51分に変更。

3409612月22日 雨 稍重 （1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；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

510 スマートダンディー 牡5鹿 57 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 506－ 61：24．2 6．0�
35 スマートアヴァロン 牡7黒鹿58 坂井 瑠星大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 512＋ 21：24．41 11．2�
47 クリノケンリュウ 牡5栗 56 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 508－ 21：24．72 15．7�
816 スズカコーズライン 牡5鹿 57 北村 友一永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 518＋ 61：24．8	 4．9�
36 マルカソレイユ 牝5栗 54 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 クビ 30．8�
611 ア ー ド ラ ー 牡5鹿 57 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490＋ 8 〃 アタマ 13．3�
714 カフジテイク 牡7青鹿59 古川 吉洋加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 506＋ 81：24．9クビ 10．8	
815 フュージョンロック 牡5栗 56 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス
 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 498＋ 4 〃 クビ 9．9�
23 シ ョ ー ム 牡4栗 56 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 488－ 21：25．0クビ 6．5�
713 ゴ ラ イ ア ス 牡4青鹿56 川又 賢治 サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 496－ 61：25．1
 5．4�
48 ヒーズインラブ 牡6鹿 58 柴山 雄一 シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 526± 0 〃 クビ 136．7�
24 サ ン グ ラ ス 牡8青鹿57 幸 英明玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B510＋ 81：25．31� 36．6�
12 ウインオスカー 牡6鹿 57 菱田 裕二
ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B508＋ 21：25．5	 61．3�
59 ヌーディーカラー 牡4鹿 56 西村 淳也吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 468＋ 41：26．03 32．8�
612 ドライヴナイト �6黒鹿57 太宰 啓介桂土地
 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 530＋121：26．53 136．7�
11 マサハヤドリーム �7鹿 57 吉田 隼人中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478＋ 41：27．24 157．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 176，007，100円 複勝： 232，077，300円 枠連： 97，192，700円
馬連： 446，232，900円 馬単： 149，586，600円 ワイド： 290，809，200円
3連複： 695，060，000円 3連単： 847，641，300円 計： 2，934，607，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 310円 � 450円 枠 連（3－5） 1，950円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 890円 �� 2，030円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 13，530円 3 連 単 ��� 68，340円

票 数

単勝票数 計1760071 的中 � 231293（3番人気）
複勝票数 計2320773 的中 � 298557（3番人気）� 194085（5番人気）� 120964（9番人気）
枠連票数 計 971927 的中 （3－5） 38596（9番人気）
馬連票数 計4462329 的中 �� 132279（8番人気）
馬単票数 計1495866 的中 �� 24173（14番人気）
ワイド票数 計2908092 的中 �� 86506（6番人気）�� 36283（29番人気）�� 32913（32番人気）
3連複票数 計6950600 的中 ��� 38515（52番人気）
3連単票数 計8476413 的中 ��� 8992（255番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―35．3―47．7―1：00．0―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートダンディー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2017．2．11 京都2着

2014．5．18生 牡5鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 19戦7勝 賞金 145，536，000円
※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 ヴァニラアイス号・オールポッシブル号・カラクプア号・ジョルジュサンク号・ダノンフェイス号・

タムロミラクル号・ダンツゴウユウ号・デアフルーグ号・ナムラミラクル号・ハットラブ号・ブラックジョー号・
マイネルクラース号・マリームーン号・メイソンジュニア号・メイプルブラザー号・リョーノテソーロ号・
レッドゲルニカ号



（1阪神5）第8日 12月22日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 184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

225，750，000円
5，180，000円
25，160，000円
1，870，000円
24，890，000円
78，670，500円
5，598，800円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
862，290，900円
1，116，262，000円
402，757，900円
1，944，586，800円
783，091，600円
1，287，070，600円
2，739，830，700円
3，475，874，100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 12，611，764，600円

総入場人員 29，443名 （有料入場人員 27，377名）
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