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3401312月4日 曇 良 （28阪神5）第2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

24 メイショウグジョウ 牡2栗 55 松山 弘平松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 464＋ 21：13．3 4．3�
36 ロングベスト 牡2鹿 55 太宰 啓介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 512± 01：13．4� 11．5�
35 バルコラベーロ 牡2栗 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476－ 41：13．72 21．0�
59 ビックリシタナモー 牡2黒鹿55 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 500＋ 21：13．8� 12．3�
23 スマートダフネ 牝2栗 54

51 ▲坂井 瑠星大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 442± 01：13．9� 17．9�
47 ニューミレニアム 牡2栗 55 佐藤 友則 	グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 426＋ 2 〃 アタマ 3．3


（笠松）

11 ヴェリタストップ 牡2黒鹿55 酒井 学松本 洋子氏 大橋 勇樹 新ひだか 米田牧場 476＋ 41：14．0クビ 3．8�
816 カズマデプレシャン 牡2黒鹿55 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 488－ 21：14．42� 13．8�
12 カツヴィーナス 牝2黒鹿 54

51 ▲荻野 極北側 雅勝氏 平田 修 むかわ 上水牧場 438－ 4 〃 ハナ 159．8
611 ハクユウマックス 牡2栗 55 岩田 康誠 	H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 松田 一夫 484－ 21：14．6� 16．9�
714 ブ ル ノ 牡2栗 55

53 △義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456± 01：14．81� 305．5�
612 セクターヒーロー 牡2黒鹿55 高田 潤野田 善己氏 村山 明 新ひだか 中橋 清 444＋ 41：15．12 63．6�
815 カシノスプリング 牡2栗 55

54 ☆�島 克駿柏木 務氏 藤沢 則雄 様似 スイートフアーム 448＋ 21：15．2� 546．3�
510 クリノミルキー 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 有限会社
松田牧場 444± 01：15．3� 172．9�

713 アドマイヤホルン 牝2栗 54 M．バルザローナ 近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 394－ 8 〃 アタマ 55．1�
（仏）

48 ビートアウト 牝2黒鹿 54
51 ▲森 裕太朗	Basic 田島 俊明 青森 有限会社

ラークヒルズ 412－ 41：18．0大差 239．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，264，000円 複勝： 29，785，700円 枠連： 13，300，500円
馬連： 49，856，800円 馬単： 23，556，500円 ワイド： 31，680，100円
3連複： 73，334，300円 3連単： 89，555，300円 計： 333，333，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 320円 � 510円 枠 連（2－3） 980円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，220円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 10，800円 3 連 単 ��� 50，920円

票 数

単勝票数 計 222640 的中 � 41359（3番人気）
複勝票数 計 297857 的中 � 45319（3番人気）� 23334（4番人気）� 13357（9番人気）
枠連票数 計 133005 的中 （2－3） 10444（4番人気）
馬連票数 計 498568 的中 �� 13984（9番人気）
馬単票数 計 235565 的中 �� 3877（11番人気）
ワイド票数 計 316801 的中 �� 8363（8番人気）�� 6702（18番人気）�� 3371（31番人気）
3連複票数 計 733343 的中 ��� 5089（40番人気）
3連単票数 計 895553 的中 ��� 1275（164番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．3―12．6―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウグジョウ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2016．7．17 中京8着

2014．5．22生 牡2栗 母 メイショウベーネ 母母 ラ リ シ ェ ス 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔騎手変更〕 メイショウグジョウ号の騎手福永祐一は，第1日第5競走での落馬負傷のため松山弘平に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビートアウト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月4日まで平地競走に

出走できない。
※クリノミルキー号は，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または施行団体名を表示している。

3401412月4日 曇 良 （28阪神5）第2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

22 ワイドコマンダー 牡2鹿 55 藤岡 康太幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 504＋ 61：54．5 5．6�
11 エスポワールパレス 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 492± 01：54．71 5．9�
55 ナムラスパルタクス 牡2黒鹿55 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 458＋ 2 〃 クビ 1．9�
44 メイショウナンプウ 牡2青鹿55 酒井 学松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 490－ 41：54．8クビ 80．5�
33 カ ナ イ オ 牡2鹿 55 岩田 康誠守内ひろ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 492－ 41：54．9� 20．8�
68 ライオネルカズマ 牡2鹿 55 川田 将雅合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 524－ 21：55．22 9．1�
56 ミラクルシップ 牡2鹿 55 佐藤 友則合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 468－101：55．83� 152．7	
（笠松）

67 サトノマサムネ 牡2鹿 55 川島 信二里見 治氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B460＋ 21：56．11� 14．7

811 ジ ェ ミ ニ ズ 牡2栗 55

52 ▲坂井 瑠星ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 480－121：56．2� 98．3�
812 ウエスタンアッレ 牡2鹿 55

53 △義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 518－ 21：57．37 151．6
79 バイオネッタ 牡2栗 55 松山 弘平松本 俊廣氏 北出 成人 浦河 林 孝輝 444± 01：57．62 8．5�
710 ユミノビッグブーツ 牝2鹿 54 M．バルザローナ 泉 一郎氏 奥村 豊 新冠 田上 光征 470± 02：07．8大差 178．6�

（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，218，600円 複勝： 31，129，400円 枠連： 9，921，100円
馬連： 43，409，100円 馬単： 24，719，200円 ワイド： 26，356，200円
3連複： 60，332，800円 3連単： 93，165，200円 計： 311，251，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 140円 � 150円 � 110円 枠 連（1－2） 1，580円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 390円 �� 190円 �� 230円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 6，610円

票 数

単勝票数 計 222186 的中 � 31647（2番人気）
複勝票数 計 311294 的中 � 46643（2番人気）� 40767（3番人気）� 114861（1番人気）
枠連票数 計 99211 的中 （1－2） 4848（6番人気）
馬連票数 計 434091 的中 �� 24882（5番人気）
馬単票数 計 247192 的中 �� 6568（11番人気）
ワイド票数 計 263562 的中 �� 14615（5番人気）�� 38836（1番人気）�� 29837（2番人気）
3連複票数 計 603328 的中 ��� 65478（1番人気）
3連単票数 計 931652 的中 ��� 10208（17番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．8―12．8―12．7―12．9―12．9―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．7―50．5―1：03．2―1：16．1―1：29．0―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイドコマンダー �
�
父 トランセンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．10．1 阪神3着

2014．4．25生 牡2鹿 母 ラブハミング 母母 シスターソノ 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔騎手変更〕 ライオネルカズマ号の騎手福永祐一は，第1日第5競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユミノビッグブーツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月4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２日



3401512月4日 曇 良 （28阪神5）第2日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時05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
1：46．2
1：45．9

良
良

612 アウステルリッツ 牡2黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478＋141：48．4 3．0�
816 マイネルブロッケン 牡2青鹿55 国分 恭介 �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 416＋ 41：48．72 10．5�
817 メイショウテンシャ 牡2芦 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 466＋ 61：48．8� 6．2�
23 アロマドゥルセ 牝2青鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 434－ 81：48．9� 6．4�
510 ロ キ 牡2黒鹿 55

54 ☆�島 克駿野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 林 孝輝 466－ 61：49．0	 116．8	
47 フリーフリッカー 牡2鹿 55 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 8 〃 ハナ 12．6

36 カ ラ ル 牡2黒鹿55 佐藤 友則 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 484－ 21：49．1� 34．1�

（笠松）

11 ディレットーレ 牡2黒鹿55 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋ 61：49．31 25．7�

611 ライトオブピース 牡2鹿 55 太宰 啓介前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 21：49．72	 20．8

48 オフィーリア 牝2青鹿 54
51 ▲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 410＋ 41：49．8クビ 159．0�
713 セヴィルロアー 牡2鹿 55 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 480＋ 61：49．9� 367．8�
815 マイネルデライト 牡2栗 55

52 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 41：50．11 276．2�

714 ワンダーゴレイロ 牡2黒鹿55 A．シュタルケ 山本 能行氏 笹田 和秀 浦河 �川 啓一 476－ 4 〃 クビ 3．7�
（独）

35 
 ポヴォゼーニャ 牝2鹿 54 小牧 太�ノースヒルズ 中竹 和也 米 North Hills
Co. Limited 440＋101：50．2クビ 162．9�

24 エイシンフローラ 牝2青鹿54 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 478－ 61：51．58 232．1�
12 ファイトエルフ 牡2青鹿55 M．バルザローナ 西村 健氏 森 秀行 むかわ 市川牧場 440＋ 41：51．82 82．3�

（仏）

59 トミケンキパジ 牡2黒鹿55 岡田 祥嗣冨樫 賢二氏 千田 輝彦 宮城 菅井 澄 482－ 41：54．6大差 296．6�
（17頭）

売 得 金
単勝： 24，141，000円 複勝： 37，963，500円 枠連： 16，049，900円
馬連： 52，271，100円 馬単： 26，380，100円 ワイド： 32，591，100円
3連複： 72，936，400円 3連単： 91，076，700円 計： 353，409，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 210円 � 180円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 550円 �� 470円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 12，890円

票 数

単勝票数 計 241410 的中 � 64142（1番人気）
複勝票数 計 379635 的中 � 80974（1番人気）� 41001（4番人気）� 50488（3番人気）
枠連票数 計 160499 的中 （6－8） 24101（1番人気）
馬連票数 計 522711 的中 �� 24151（6番人気）
馬単票数 計 263801 的中 �� 7870（9番人気）
ワイド票数 計 325911 的中 �� 15229（5番人気）�� 18136（3番人気）�� 10427（10番人気）
3連複票数 計 729364 的中 ��� 19052（7番人気）
3連単票数 計 910767 的中 ��� 5122（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．9―47．9―1：00．6―1：13．1―1：24．6―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アウステルリッツ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．11 阪神4着

2014．2．3生 牡2黒鹿 母 マリアヴァレリア 母母 ラスティックベル 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔騎手変更〕 アロマドゥルセ号の騎手福永祐一は，第1日第5競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
〔発走状況〕 カラル号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 カラル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トミケンキパジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月4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。

3401612月4日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28阪神5）第2日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時35分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：15．7良・良

78 メイショウソラーレ 牡6鹿 60 高田 潤松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 496－ 83：23．6 2．8�
22 � ユアーザワン 牡4青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 484－ 23：23．81 79．0�
811 テイエムオドロキ 牝5栗 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 池添 学 日高 テイエム牧場日高支場 466± 0 〃 クビ 7．5�
44 ゲネラルプローベ 牡4鹿 60 中村 将之前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 478＋123：24．12 14．7�
810 メイショウクローバ 牝5鹿 58 平沢 健治松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 534＋ 23：26．1大差 2．5�
79 ラ プ ル ー ズ 牡3鹿 58 熊沢 重文西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 482＋ 83：26．31� 6．5�
11 � トーセンスラッガー 牡4黒鹿60 浜野谷憲尚島川 	哉氏 成島 英春 新ひだか 乾 皆雄 458－ 63：28．4大差 62．7

55 スマートカオス 牡3黒鹿58 小坂 忠士大川 徹氏 寺島 良 平取 稲原牧場 452± 03：38．8大差 37．2�
66 ミュートエアー 牡3黒鹿58 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 63：45．2大差 44．6�
33 � ワンダービゴローソ 牡5黒鹿60 草野 太郎山本 信行氏 畠山 吉宏 新ひだか 沼田 照秋 472－ 6 （競走中止） 109．8
67 � ゴ ー ス ル ー 牡6鹿 60 大江原 圭 �静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 橋本牧場 462－ 8 （競走中止） 15．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，452，500円 複勝： 19，001，700円 枠連： 12，068，400円
馬連： 36，706，000円 馬単： 21，790，700円 ワイド： 21，393，700円
3連複： 57，387，600円 3連単： 95，356，500円 計： 281，157，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 940円 � 180円 枠 連（2－7） 7，480円

馬 連 �� 11，560円 馬 単 �� 12，900円

ワ イ ド �� 2，800円 �� 410円 �� 3，880円

3 連 複 ��� 18，560円 3 連 単 ��� 94，960円

票 数

単勝票数 計 174525 的中 � 49823（2番人気）
複勝票数 計 190017 的中 � 49266（1番人気）� 3357（10番人気）� 27900（3番人気）
枠連票数 計 120684 的中 （2－7） 1250（16番人気）
馬連票数 計 367060 的中 �� 2459（29番人気）
馬単票数 計 217907 的中 �� 1266（38番人気）
ワイド票数 計 213937 的中 �� 1858（32番人気）�� 14901（3番人気）�� 1330（36番人気）
3連複票数 計 573876 的中 ��� 2319（50番人気）
3連単票数 計 953565 的中 ��� 728（237番人気）
上り 1マイル 1：48．2 4F 52．4－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウソラーレ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．1．27 京都9着

2010．4．23生 牡6鹿 母 メイショウシスタス 母母 ブラッシングロマン 障害：3戦1勝 賞金 10，500，000円
〔競走中止〕 ゴースルー号・ワンダービゴローソ号は，2周目4号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



3401712月4日 曇 良 （28阪神5）第2日 第5競走 ��1，600�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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

56 サ ロ ニ カ 牝2黒鹿54 川田 将雅吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 434 ―1：37．2 2．2�
813 レッドリボン 牝2鹿 54 池添 謙一甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 436 ―1：37．41� 6．0�
710 テ ン ペ ス ト 牡2鹿 55 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 462 ―1：37．71� 55．3�
33 カウントオンイット 牝2栗 54 松山 弘平飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 500 ―1：38．33� 3．8�
11 サンチャゴボラーレ 牝2栗 54 M．バルザローナ�ヤナガワ牧場 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 484 ―1：38．4� 16．4�

（仏）

69 ウインログロ 牡2鹿 55 高倉 稜	ウイン 奥村 豊 日高 ノースガーデン 412 ―1：38．5� 232．8

711 メイショウコモレビ 牝2鹿 54 藤岡 康太松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 太陽牧場 458 ―1：39．13� 199．7�
44 コ エ レ 牡2黒鹿55 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 446 ― 〃 クビ 160．2�
57 マスターコード 牡2黒鹿55 A．シュタルケ 	G1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 456 ―1：39．31� 5．1
（独）

45 シゲルエゾシカ 牝2栗 54
51 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 飯田 祐史 浦河 村下 貞憲 452 ― 〃 クビ 44．1�

68 シャドウフルール 牝2栗 54 岩田 康誠飯塚 知一氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 466 ―1：39．93� 33．6�
812 ヤマニンアウォーズ 牡2黒鹿55 四位 洋文土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 470 ―1：40．0クビ 111．5�
22 ト ッ プ ラ ン 牡2鹿 55 太宰 啓介	ノースヒルズ 高橋 亮 浦河 高岸 順一 484 ―1：40．1� 35．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，635，100円 複勝： 28，353，800円 枠連： 12，802，100円
馬連： 46，627，700円 馬単： 29，175，800円 ワイド： 25，893，600円
3連複： 59，811，900円 3連単： 94，198，800円 計： 323，498，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 210円 � 670円 枠 連（5－8） 490円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，590円 �� 3，120円

3 連 複 ��� 9，350円 3 連 単 ��� 27，290円

票 数

単勝票数 計 266351 的中 � 94860（1番人気）
複勝票数 計 283538 的中 � 79917（1番人気）� 32702（4番人気）� 7309（9番人気）
枠連票数 計 128021 的中 （5－8） 19990（2番人気）
馬連票数 計 466277 的中 �� 39536（4番人気）
馬単票数 計 291758 的中 �� 16042（4番人気）
ワイド票数 計 258936 的中 �� 17440（4番人気）�� 4017（16番人気）�� 1998（27番人気）
3連複票数 計 598119 的中 ��� 4797（31番人気）
3連単票数 計 941988 的中 ��� 2502（85番人気）

ハロンタイム 12．9―12．5―12．6―12．7―12．5―11．3―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．4―38．0―50．7―1：03．2―1：14．5―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．0
3 10（3，5，6）11，8（1，7，13）9（4，12）－2 4 10（6，11）（3，5，13）（8，12）1（7，9）（4，2）

勝馬の
紹 介

サ ロ ニ カ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lomitas 初出走

2014．3．3生 牝2黒鹿 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 サンチャゴボラーレ号の騎手福永祐一は，第1日第5競走での落馬負傷のためM．バルザローナに変更。
※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。

3401812月4日 曇 良 （28阪神5）第2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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

47 エンゲルヘン 牝2栗 54
51 ▲三津谷隼人 �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 444 ―1：23．0 7．5�
611 ステラルージュ 牝2栗 54 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 400 ―1：23．1� 14．7�
817 ルナフォース 牝2栗 54 �島 良太上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 422 ―1：23．63 139．9�
510 フォルトラオム 牝2鹿 54 A．シュタルケ �G1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 418 ―1：23．7� 8．1�
（独）

12 クリノレモンチャン 牝2青鹿54 柴田 未崎栗本 守氏 田所 秀孝 新ひだか 村上牧場 426 ― 〃 ハナ 170．3�
714 ダーリンガール 牝2黒鹿54 池添 謙一 	シルクレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 462 ―1：23．91� 14．0

715 ピオニームーン 牝2鹿 54 佐藤 友則下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 460 ―1：24．0� 9．7�

（笠松）

11 プ ロ ー チ ダ 牝2黒鹿54 北村 友一	谷口牧場 今野 貞一 浦河 谷口牧場 454 ―1：24．21� 23．7�
713 シャイニングスカイ 牝2黒鹿54 川田 将雅杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 430 ― 〃 同着 4．5
48 モ ー ヴ 牝2青鹿54 M．バルザローナ 原 	子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 424 ―1：24．3� 6．1�

（仏）

612 シャンノース 牝2栗 54 岩田 康誠水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 490 ―1：24．51 28．2�
816 ネオヴィヴィッド 牝2芦 54 松山 弘平小林 仁幸氏 平田 修 日高 メイプルファーム 400 ―1：24．81� 26．8�
35 ニホンピロベスパー 牝2青鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 460 ―1：25．01� 26．4�
818 ビージュノー 牝2鹿 54 森 一馬馬場 祥晃氏 斉藤 崇史 日高 オリオンファーム 388 ―1：25．32 74．8�
59 コウザンマカロン 牝2黒鹿 54

51 ▲荻野 極山下 良子氏 作田 誠二 新冠 小泉 学 462 ―1：25．51� 224．1�
23 ワタシノロザリオ 牝2青鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 430 ―1：25．6クビ 62．0�

36 ジュールドネージュ 牝2黒鹿54 藤岡 康太�G1レーシング 藤岡 健一 安平 追分ファーム 486 ―1：25．91� 6．1�
24 スウェルドリーム 牝2栗 54 太宰 啓介山下 良子氏 田所 秀孝 新冠 佐藤牧場 508 ―1：27．8大差 161．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，342，800円 複勝： 32，306，600円 枠連： 21，713，200円
馬連： 56，279，500円 馬単： 25，946，000円 ワイド： 32，021，200円
3連複： 79，126，600円 3連単： 89，217，900円 計： 359，953，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 270円 � 410円 � 4，060円 枠 連（4－6） 1，340円

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 8，350円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 17，500円 �� 27，740円

3 連 複 ��� 255，790円 3 連 単 ��� 1，176，050円

票 数

単勝票数 計 233428 的中 � 24656（4番人気）
複勝票数 計 323066 的中 � 36760（4番人気）� 21238（7番人気）� 1763（17番人気）
枠連票数 計 217132 的中 （4－6） 12497（5番人気）
馬連票数 計 562795 的中 �� 9847（19番人気）
馬単票数 計 259460 的中 �� 2330（35番人気）
ワイド票数 計 320212 的中 �� 5684（17番人気）�� 465（103番人気）�� 293（123番人気）
3連複票数 計 791266 的中 ��� 232（391番人気）
3連単票数 計 892179 的中 ��� 55（2017番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．4―47．5―59．4―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンゲルヘン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Rahy 初出走

2014．5．8生 牝2栗 母 ゲイリーピクシー 母母 フアイブフランス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 モーヴ号の騎手福永祐一は，第1日第5競走での落馬負傷のためM．バルザローナに変更。
※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 スプリングノート号・ファヴォーラ号
※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。



3401912月4日 曇 良 （28阪神5）第2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

814 メイショウカシュウ 牡4鹿 57
54 ▲荻野 極松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 500＋ 21：52．6 15．3�

712 ガ ウ ェ イ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 480＋ 21：52．81� 6．7�
22 ウインランブル 牡3鹿 56 A．シュタルケ�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 470－ 21：53．01� 13．5�

（独）

33 ダ ン カ ン 牡4鹿 57 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 454－ 21：53．32 10．9�
11 � タイキレガトゥス 牡4栗 57 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 470＋ 4 〃 アタマ 6．2	
45 マコトシャムロック 牡3青鹿56 岩田 康誠�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 492＋ 81：53．51� 6．6

813 アリノマンボ 牝3鹿 54 松山 弘平聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 452± 01：53．71� 2．6�
69 サンマルドライヴ 牡3黒鹿56 四位 洋文相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 444－ 81：54．01� 7．8�
610 エ イ ム 牡3青鹿56 佐藤 友則ライオンレースホース� 西村 真幸 日高 モリナガファーム 454＋ 21：54．21� 71．2

（笠松）

46 ショウナンガッチャ 牡5栗 57 北村 友一国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 482＋ 41：54．3� 65．5�
57 � マヤブリリアント 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 392＋ 21：54．4	 159．4�
34 � メイショウデコイ 牝4栗 55 川島 信二松本 和子氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 448－ 21：55．25 121．0�
711� キングヴァラール 牡4黒鹿57 藤岡 康太阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 522＋ 61：55．94 88．0�
58 � ティーエスナイン 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 B476＋ 82：01．7大差 153．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，712，000円 複勝： 37，787，800円 枠連： 15，936，000円
馬連： 64，782，600円 馬単： 30，068，200円 ワイド： 38，801，400円
3連複： 84，349，500円 3連単： 113，549，200円 計： 408，986，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 470円 � 220円 � 350円 枠 連（7－8） 740円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 9，860円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 2，900円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 20，380円 3 連 単 ��� 113，700円

票 数

単勝票数 計 237120 的中 � 12336（8番人気）
複勝票数 計 377878 的中 � 19072（8番人気）� 52013（3番人気）� 26937（7番人気）
枠連票数 計 159360 的中 （7－8） 16657（1番人気）
馬連票数 計 647826 的中 �� 10649（22番人気）
馬単票数 計 300682 的中 �� 2286（43番人気）
ワイド票数 計 388014 的中 �� 5951（22番人気）�� 3376（29番人気）�� 8955（18番人気）
3連複票数 計 843495 的中 ��� 3103（59番人気）
3連単票数 計1135492 的中 ��� 724（345番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―13．7―12．4―12．3―12．9―12．8―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．1―36．8―49．2―1：01．5―1：14．4―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4F51．1―3F38．2
1
3
14，8－13，7（2，5，6）（3，11）－（4，12）10－9－1・（6，14）－13（7，2，5）（8，11）（4，3，10）－12－1，9

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

勝馬の
紹 介

メイショウカシュウ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 Pulpit デビュー 2014．7．19 中京4着

2012．3．21生 牡4鹿 母 プリンセスブルー 母母 ジャストフォーチャンス 22戦2勝 賞金 17，900，000円
〔騎手変更〕 ガウェイン号の騎手福永祐一は，第1日第5競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。
〔その他〕 ティーエスナイン号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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。

3402012月4日 曇 良 （28阪神5）第2日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

36 ブルミラコロ 牡4鹿 57 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 518＋ 41：24．9 1．3�
47 タッチシタイ 牡6栗 57 佐藤 友則小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 506＋141：25．0� 86．3�

（笠松）

48 ヒドゥンブレイド 牡6黒鹿57 A．シュタルケ �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 494± 01：25．1	 20．9�
（独）

612
 メイショウボンロク 牡5栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 484＋ 2 〃 アタマ 54．6�
23 サンライズウェイ 牡6栗 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 466± 01：25．2クビ 14．9�
714 ワンダーサジェス 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 492＋16 〃 クビ 6．2	
816 オニノシタブル 牡5栗 57 松田 大作青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B478＋ 6 〃 ハナ 17．8

35 ル イ カ ズ マ 牡5鹿 57 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 490－ 61：25．3	 20．7�
59 エ イ ム ハ イ 牡4鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 61：25．51� 34．9�
815 ス ザ ク 牡5鹿 57 国分 恭介一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 520＋121：25．6� 218．8
713 カネコメオスター 牡5栗 57 �島 良太髙岡 義雄氏 服部 利之 新ひだか 藤沢牧場 510＋ 61：25．7クビ 90．8�
11 アキノクリンチ 牝5芦 55

52 ▲荻野 極穐吉 正孝氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 476－ 5 〃 クビ 95．0�
611
 レディカリビアン 牝5芦 55 M．バルザローナ 山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 460＋ 8 〃 ハナ 90．4�

（仏）

12 コージェント 牡3鹿 56 小牧 太水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 542＋ 81：25．91� 53．9�
510 ラフジェントリー 牡6黒鹿57 岩田 康誠今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B504－ 21：26．11� 154．1�
24 グレイトエンブレム 6栗 57

54 ▲森 裕太朗小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 430＋ 21：27．27 232．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，699，900円 複勝： 124，785，100円 枠連： 21，445，000円
馬連： 84，851，400円 馬単： 55，263，700円 ワイド： 49，225，800円
3連複： 110，680，200円 3連単： 209，353，300円 計： 689，304，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 920円 � 250円 枠 連（3－4） 600円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 340円 �� 7，340円

3 連 複 ��� 9，300円 3 連 単 ��� 25，770円

票 数

単勝票数 計 336999 的中 � 201124（1番人気）
複勝票数 計1247851 的中 � 976791（1番人気）� 7260（11番人気）� 34603（4番人気）
枠連票数 計 214450 的中 （3－4） 27512（2番人気）
馬連票数 計 848514 的中 �� 17814（11番人気）
馬単票数 計 552637 的中 �� 9221（16番人気）
ワイド票数 計 492258 的中 �� 8303（14番人気）�� 42888（2番人気）�� 1562（48番人気）
3連複票数 計1106802 的中 ��� 8918（29番人気）
3連単票数 計2093533 的中 ��� 5889（81番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―12．6―12．6―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．2―47．8―1：00．4―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルミラコロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．2．14 京都2着

2012．4．27生 牡4鹿 母 キングスミール 母母 スルーオール 11戦4勝 賞金 65，391，000円
〔騎手変更〕 ワンダーサジェス号の騎手福永祐一は，第1日第5競走での落馬負傷のため岩崎翼に変更。
※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） 2頭 ストリクス号・メンカウラー号
（非抽選馬） 1頭 コウエイエンブレム号
※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。



3402112月4日 雨 良 （28阪神5）第2日 第9競走 ��
��1，800�シ ク ラ メ ン 賞

発走14時30分 （芝・右・外）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．2
1：45．9

良
良

55 サトノアーサー 牡2青鹿55 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：50．8 1．6�
88 シゲルボブキャット 牡2栗 55 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 446－ 41：51．43� 51．7�
66 ア ン セ ム 牡2鹿 55 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462± 0 〃 ハナ 2．6�
44 ジ ャ コ マ ル 牡2鹿 55 岩田 康誠晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 442± 0 〃 アタマ 16．7�
11 アルジャントゥイユ 牡2栗 55 A．シュタルケ 村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 432－101：51．5� 12．0�

（独）

22 サンライズソア 牡2青鹿55 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 506＋ 21：52．13� 13．5�
77 アビラウンケン 牡2鹿 55 北村 友一	ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 478－ 81：53．05 61．2

33 アップルパンチ 牝2黒鹿54 高倉 稜田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 オリエント牧場 408－ 81：53．21	 249．3�
89 
 ハ リ ア ー 牝2栗 54 佐藤 友則	ホースケア 湯前 良人 日高 新生ファーム 434－151：53．52 127．7�

（笠松） （笠松）

（9頭）

売 得 金
単勝： 43，416，000円 複勝： 113，047，800円 枠連： 15，439，500円
馬連： 84，889，400円 馬単： 67，498，100円 ワイド： 39，765，300円
3連複： 100，518，200円 3連単： 337，569，200円 計： 802，143，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 100円 � 260円 � 100円 枠 連（5－8） 2，940円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 670円 �� 120円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 10，160円

票 数

単勝票数 計 434160 的中 � 212508（1番人気）
複勝票数 計1130478 的中 � 834873（1番人気）� 18648（6番人気）� 149372（2番人気）
枠連票数 計 154395 的中 （5－8） 4058（8番人気）
馬連票数 計 848894 的中 �� 18850（8番人気）
馬単票数 計 674981 的中 �� 12337（11番人気）
ワイド票数 計 397653 的中 �� 10827（9番人気）�� 127619（1番人気）�� 8853（14番人気）
3連複票数 計1005182 的中 ��� 48363（4番人気）
3連単票数 計3375692 的中 ��� 24079（28番人気）

ハロンタイム 13．4―12．2―12．8―13．4―13．5―12．0―11．4―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．6―38．4―51．8―1：05．3―1：17．3―1：28．7―1：39．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノアーサー 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2016．10．1 阪神1着

2014．3．1生 牡2青鹿 母 キングスローズ 母母 Nureyev’s Girl 2戦2勝 賞金 15，117，000円
※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。

3402212月4日 雨 良 （28阪神5）第2日 第10競走 ��
��1，400�

みょうけんさん

妙見山ステークス
発走15時05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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

78 ビッグリバティ 牡7青鹿57 川田 将雅�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 524＋101：23．3 9．3�
89 � テーオーヘリオス 牡4鹿 57 A．シュタルケ 小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 506± 0 〃 ハナ 3．1�
（独）

22 	 ベ ッ ク 牡5栗 57 四位 洋文細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 500－ 41：23．51
 21．9�
810 ショコラブラン 牡4芦 57 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 クビ 3．1�
44 ヨ シ オ 牡3鹿 56 M．バルザローナ 仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 470± 01：23．6� 20．6�
（仏）

33 � ジープルメリア 牝3黒鹿54 藤岡 康太 	キャピタル・システム 南井 克巳 米
Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

448－ 81：23．7� 6．0

66 メイショウアイアン 牡6鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 502－ 2 〃 クビ 40．4�
11 	 サントノーレ 牝4栗 55 松山 弘平吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 488± 01：24．87 198．8�
77 ヒロブレイブ 牡3鹿 56 義 英真石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 476＋ 61：25．01 4．9
55 � レッドシャンクス 7鹿 57 池添 謙一 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd 476－ 61：25．85 49．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 48，756，300円 複勝： 61，118，100円 枠連： 26，431，000円
馬連： 125，221，900円 馬単： 62，291，900円 ワイド： 60，742，100円
3連複： 154，653，900円 3連単： 286，289，000円 計： 825，504，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 300円 � 140円 � 390円 枠 連（7－8） 300円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，580円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 26，100円

票 数

単勝票数 計 487563 的中 � 41799（5番人気）
複勝票数 計 611181 的中 � 43650（5番人気）� 160168（2番人気）� 31653（6番人気）
枠連票数 計 264310 的中 （7－8） 67323（1番人気）
馬連票数 計1252219 的中 �� 95706（4番人気）
馬単票数 計 622919 的中 �� 18236（13番人気）
ワイド票数 計 607421 的中 �� 39450（4番人気）�� 9323（20番人気）�� 16167（12番人気）
3連複票数 計1546539 的中 ��� 25231（16番人気）
3連単票数 計2862890 的中 ��� 7951（97番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―47．4―59．5―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．9
3 ・（3，4）8，1（9，10）5（2，7）6 4 ・（3，4）8，1（9，10）（2，5）（6，7）

勝馬の
紹 介

ビッグリバティ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．4．29 福島6着

2009．3．30生 牡7青鹿 母 ブリリアントライフ 母母 シマノビューティー 29戦5勝 賞金 91，626，000円
〔騎手変更〕 ビッグリバティ号の騎手福永祐一は，第1日第5競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
※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



3402312月4日 雨 稍重 （28阪神5）第2日 第11競走 ��
��1，400�タンザナイトステークス

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，27．12．5以降28．11．27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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

46 サンライズメジャー 牡7栗 56 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 486－ 21：22．1 7．1�
45 エ ポ ワ ス �8鹿 55 四位 洋文多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 482－ 6 〃 クビ 21．7�
712 アットウィル 牡6栗 54 北村 友一宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 498＋ 41：22．2� 32．6�
711 ベルルミエール 牝5鹿 53 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 474－ 41：22．62	 16．7�
58 ムーンクレスト 牡4鹿 55 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 472＋ 41：22．7	 3．8�
22 ミッキーラブソング 牡5黒鹿56 小牧 太野田みづき氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464－ 81：22．8	 6．5	
11 コスモドーム 牡5鹿 53 高倉 稜 
ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 514－ 41：22．9	 100．6�
57 ダイシンサンダー 牡5鹿 55 松山 弘平大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 500± 0 〃 ハナ 13．1�
813 アルバタックス 牡6栗 56 川田 将雅 
社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 500－ 21：23．0� 3．8
33 ニシノビークイック 牡7栗 51 酒井 学西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 本桐牧場 480－ 21：23．21
 84．8�
814 タガノブルグ 牡5鹿 55 藤岡 康太八木 秀之氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454＋ 61：23．3クビ 15．9�
34 エーシンマイェスタ 牡6黒鹿55 岩田 康誠�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 550＋12 〃 クビ 11．6�
69 キャンディバローズ 牝3鹿 51 坂井 瑠星猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 402－101：23．51
 49．5�
610 カ オ ス モ ス 牡6鹿 55 M．バルザローナ 小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 498＋ 41：24．24 30．0�

（仏）

（14頭）

売 得 金
単勝： 82，103，800円 複勝： 104，737，900円 枠連： 60，759，800円 馬連： 268，287，100円 馬単： 110，007，900円
ワイド： 119，478，600円 3連複： 388，458，100円 3連単： 554，342，700円 5重勝： 638，068，900円 計： 2，326，244，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 290円 � 560円 � 940円 枠 連（4－4） 9，230円

馬 連 �� 6，810円 馬 単 �� 12，380円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 2，990円 �� 5，970円

3 連 複 ��� 46，340円 3 連 単 ��� 227，570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����� 5，254，680円

票 数

単勝票数 計 821038 的中 � 91798（4番人気）
複勝票数 計1047379 的中 � 106224（4番人気）� 47379（9番人気）� 26840（11番人気）
枠連票数 計 607598 的中 （4－4） 5097（24番人気）
馬連票数 計2682871 的中 �� 30531（26番人気）
馬単票数 計1100079 的中 �� 6661（51番人気）
ワイド票数 計1194786 的中 �� 17053（23番人気）�� 10298（37番人気）�� 5091（58番人気）
3連複票数 計3884581 的中 ��� 6286（141番人気）
3連単票数 計5543427 的中 ��� 1766（696番人気）
5重勝票数 計6380689 的中 ����� 85

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2012．3．18 阪神3着

2009．4．6生 牡7栗 母 ティファニータッチ 母母 Careless Heiress 30戦8勝 賞金 239，996，000円
〔騎手変更〕 エポワス号の騎手福永祐一は，第1日第5競走での落馬負傷のため四位洋文に変更。
〔制裁〕 ムーンクレスト号の騎手松田大作は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3402412月4日 雨 稍重 （28阪神5）第2日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

24 サザンライツ 牡5鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 500－ 61：09．8 7．8�
35 オールインワン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 482± 01：09．9� 6．7�
611 ハ ピ ネ ス 牝5黒鹿55 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500± 01：10．0	 5．0�
23 ヤマニンマンドール 牡4黒鹿 57

56 ☆
島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 464± 01：10．42� 28．8�
815 アルティマブラッド 牝4青鹿 55

52 ▲荻野 極 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 アタマ 9．7	
11 オウケンビリーヴ 牝3芦 54

51 ▲坂井 瑠星福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474－ 21：10．5� 26．0

36 アレスバローズ 牡4黒鹿57 秋山真一郎猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 21：10．71 3．9�
12 � ウィズアミッション 牝5鹿 55 A．シュタルケ 吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 438＋ 61：10．8� 25．8�
（独）

713 ニシノラディアント 牡3鹿 56 北村 友一西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 484＋ 8 〃 クビ 14．3

48 アドマイヤゴッド 牡4鹿 57 松山 弘平近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B494＋ 21：11．01� 28．2�
59 セレッソブランコ 牝4芦 55 小坂 忠士三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 476＋ 21：11．21� 79．0�
816 スノーエンジェル 牝4芦 55 岡田 祥嗣三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 ハナ 14．3�
714 リリーヴィクトリー 牡4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 498± 01：11．3クビ 116．9�
612 デ ィ ア エ ナ 牝4黒鹿55 小牧 太桑畑 �信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B510＋ 2 〃 クビ 16．7�
510 オ フ ク ヒ メ 牝3黒鹿54 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 450＋ 21：11．4	 52．6�
47 レッドカーペット 牡3栗 56 M．バルザローナ �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：11．61 30．5�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，014，700円 複勝： 84，859，300円 枠連： 57，923，400円
馬連： 195，746，000円 馬単： 74，902，200円 ワイド： 100，674，100円
3連複： 283，243，700円 3連単： 382，975，000円 計： 1，243，338，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 270円 � 230円 � 200円 枠 連（2－3） 830円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 6，510円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 710円 �� 720円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 34，540円

票 数

単勝票数 計 630147 的中 � 64604（4番人気）
複勝票数 計 848593 的中 � 77378（4番人気）� 95414（3番人気）� 120106（2番人気）
枠連票数 計 579234 的中 （2－3） 53825（3番人気）
馬連票数 計1957460 的中 �� 43464（10番人気）
馬単票数 計 749022 的中 �� 8628（18番人気）
ワイド票数 計1006741 的中 �� 22386（8番人気）�� 36809（3番人気）�� 36170（5番人気）
3連複票数 計2832437 的中 ��� 38071（6番人気）
3連単票数 計3829750 的中 ��� 8037（52番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．3―11．3―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．5―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンライツ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Southern Halo デビュー 2014．4．20 福島6着

2011．5．9生 牡5鹿 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer 17戦3勝 賞金 44，415，000円
〔騎手変更〕 ハピネス号の騎手福永祐一は，第1日第5競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
※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 グレイトチャーター号・シゲルノコギリザメ号
※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。

５レース目



（28阪神5）第2日 12月4日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良

競走回数 12回 出走頭数 166頭 本 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 手 当

221，270，000円
13，300，000円
1，100，000円
22，110，000円
65，726，500円
4，956，200円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
430，756，700円
704，876，700円
283，789，900円
1，108，928，600円
551，600，300円
578，623，200円
1，524，833，200円
2，436，648，800円
638，068，900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
5 重 勝
計 8，258，126，300円

総入場人員 25，469名 （有料入場人員 24，154名）
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