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3404912月17日 晴 稍重 （28阪神5）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時10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

47 ダブルスプリット 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B466＋ 41：12．6 4．6�
34 テイエムチェロキー 牡2鹿 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 456－ 81：12．81� 31．1�
59 ハ ナ ビ 牡2鹿 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 平取 坂東牧場 486－ 21：13．11� 1．4�
611 ウィッシュノート 牝2黒鹿54 松若 風馬 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B428± 01：13．41� 24．7�
814 ニューミレニアム 牡2栗 55 小牧 太 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 436＋10 〃 クビ 9．3	
23 カズマデプレシャン 牡2黒鹿55 V．シュミノー 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B482－ 61：13．5クビ 26．1


（仏）

58 ディアパリス 牡2鹿 55 国分 優作ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 小島牧場 442－ 41：13．71� 79．6�
35 メイショウアッパレ 牡2鹿 55

54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 484＋ 41：13．8� 157．6�
46 キ ク ノ レ レ 牝2黒鹿54 松山 弘平菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 松田 憲一 464－ 41：14．54 19．6
713 イチザヒロイン 牝2鹿 54 国分 恭介奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 450± 01：14．92� 126．6�
610 マリノカーニバル 牝2栗 54 和田 竜二�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 468－ 4 〃 クビ 105．8�
11 カシノスプリング 牡2栗 55 川島 信二柏木 務氏 藤沢 則雄 様似 スイートフアーム 448± 01：15．0クビ 308．1�
22 クリノエカテリーナ 牝2鹿 54 池添 謙一栗本 博晴氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム 446＋ 4 〃 クビ 106．0�
712 ポライトリー 牡2栗 55 高倉 稜重松 國建氏 加藤 敬二 新ひだか 荒木 貴宏 470＋ 41：15．31� 348．2�
815 ドナボニータ 牝2黒鹿54 �島 良太山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 450± 01：16．68 126．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，075，400円 複勝： 94，735，700円 枠連： 12，558，600円
馬連： 51，892，900円 馬単： 39，191，700円 ワイド： 34，169，300円
3連複： 76，831，400円 3連単： 146，025，000円 計： 479，480，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 110円 � 330円 � 110円 枠 連（3－4） 4，780円

馬 連 �� 5，940円 馬 単 �� 10，380円

ワ イ ド �� 760円 �� 120円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 21，900円

票 数

単勝票数 計 240754 的中 � 41427（2番人気）
複勝票数 計 947357 的中 � 93384（2番人気）� 12471（7番人気）� 724174（1番人気）
枠連票数 計 125586 的中 （3－4） 2035（11番人気）
馬連票数 計 518929 的中 �� 6763（13番人気）
馬単票数 計 391917 的中 �� 2830（24番人気）
ワイド票数 計 341693 的中 �� 7984（11番人気）�� 109053（1番人気）�� 13531（6番人気）
3連複票数 計 768314 的中 ��� 49624（4番人気）
3連単票数 計1460250 的中 ��� 4834（58番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．7―12．1―12．2―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダブルスプリット �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2016．6．5 阪神4着

2014．4．27生 牡2栗 母 ハートノイヤリング 母母 サワヤカプリンセス 6戦1勝 賞金 10，750，000円
〔発走状況〕 ポライトリー号は，枠入り不良。
※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。

3405012月17日 晴 稍重 （28阪神5）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時40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 ブルベアラクーン 牡2栗 55 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 528＋ 21：52．3 1．7�
44 バニーテール 牝2芦 54 A．アッゼニ 金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 3．4�
（英）

55 ミラクルシップ 牡2鹿 55 国分 恭介合同会社小林英一
ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 476＋ 81：55．1大差 64．0�

33 メイショウトコシエ 牡2栗 55 松若 風馬松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 468＋141：55．84 123．9�
67 メイショウナンプウ 牡2青鹿55 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 492＋ 21：55．9� 6．4�
68 ミッキートーン 牡2鹿 55 川田 将雅野田みづき氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 546－ 61：56．0クビ 7．5	
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 B446＋ 21：56．42� 24．3

811 ア ナ ザ 牡2鹿 55 小牧 太杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 片山牧場 484－ 61：56．71� 43．7�
812 タイセイフィナール 牡2栗 55 松田 大作田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 444＋ 41：57．01� 156．7�
11 ハバナブラウン 牡2鹿 55 中村 将之松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 500－ 21：58．17 383．0
710 テイエムシャイン 牝2栗 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか ヒサイファーム 450－ 41：58．41� 353．2�
56 マイネルサビオ 牡2青鹿55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 442－ 21：59．25 169．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，196，700円 複勝： 82，468，000円 枠連： 13，667，000円
馬連： 42，141，800円 馬単： 31，236，600円 ワイド： 24，813，000円
3連複： 64，158，600円 3連単： 120，700，200円 計： 406，381，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 500円 枠 連（2－4） 220円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 150円 �� 820円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 4，110円

票 数

単勝票数 計 271967 的中 � 123933（1番人気）
複勝票数 計 824680 的中 � 616204（1番人気）� 68827（2番人気）� 8248（7番人気）
枠連票数 計 136670 的中 （2－4） 46250（1番人気）
馬連票数 計 421418 的中 �� 132703（1番人気）
馬単票数 計 312366 的中 �� 56749（1番人気）
ワイド票数 計 248130 的中 �� 57259（1番人気）�� 6233（10番人気）�� 4703（12番人気）
3連複票数 計 641586 的中 ��� 29151（5番人気）
3連単票数 計1207002 的中 ��� 21261（12番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．0―12．4―12．6―12．8―12．8―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．8―49．2―1：01．8―1：14．6―1：27．4―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．7
1
3
2，9（4，7）3－8，1，5－（6，11）－12，10
2，4，9，7，3（8，5）1－（6，11）－10，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブルベアラクーン �
�
父 サマーバード �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．8．21 小倉5着

2014．4．6生 牡2栗 母 アリエルビコー 母母 テイタニアビコー 7戦1勝 賞金 10，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハバナブラウン号・テイエムシャイン号・マイネルサビオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成29年1月17日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 阪神競馬 第５日



3405112月17日 晴 良 （28阪神5）第5日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時10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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

714 ミルトプリンス 牡2鹿 55 古川 吉洋永山 勝敏氏 中竹 和也 新冠 長浜 忠 430± 01：37．1 415．9�
24 サンアンカレッジ 牡2栗 55 四位 洋文 �加藤ステーブル 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 472－10 〃 クビ 17．6�
510 スマートウェールズ 牡2黒鹿55 武 豊大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 454± 0 〃 アタマ 4．2�
611 ゼニステレスコープ 牡2鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 アタマ 9．9�
612 ショウナンサニー 牡2鹿 55 川田 将雅国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 490＋ 41：37．2クビ 3．8	
48 メルヴィンカズマ 牡2黒鹿55 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 478＋ 2 〃 アタマ 4．5

23 サトノグラン 牡2青鹿55 V．シュミノー 里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 ハナ 6．1�

（仏）

59 ピンクガーベラ 牝2芦 54 松山 弘平�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422± 01：37．62� 28．6�

816 マ ジ ョ ラ ム 牝2鹿 54 A．アッゼニ�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 436＋ 4 〃 ハナ 21．2

（英）

11 オーリャセブン 牡2栗 55
54 ☆岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 平取 清水牧場 456± 01：37．7クビ 83．7�

817 ウインミストレス 牝2黒鹿54 松若 風馬�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 450－ 41：38．02 148．1�
713 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 448＋ 2 〃 クビ 388．5�
36 ビージュノー 牝2鹿 54 和田 竜二馬場 祥晃氏 斉藤 崇史 日高 オリオンファーム 386－ 21：38．1クビ 508．7�
47 ル ド ベ キ ア 牝2栗 54 国分 恭介岡田 繁幸氏 武市 康男 浦河 中村 雅明 442－ 21：38．31� 250．3�
12 ハイレートクライム 牡2鹿 55 M．バルザローナ �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 クビ 10．1�

（仏）

815 ウ ェ ル カ ム 牡2黒鹿55 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 452－ 41：38．4� 673．1�
35 アースラブーム 牝2黒鹿54 川島 信二松山 増男氏 加藤 敬二 浦河 �川 啓一 452＋ 41：41．0大差 651．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 27，347，600円 複勝： 44，799，200円 枠連： 15，670，900円
馬連： 55，991，000円 馬単： 28，459，600円 ワイド： 34，275，600円
3連複： 79，636，800円 3連単： 97，677，100円 計： 383，857，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 41，590円 複 勝 � 7，070円 � 470円 � 180円 枠 連（2－7） 19，520円

馬 連 �� 250，820円 馬 単 �� 454，140円

ワ イ ド �� 56，530円 �� 28，860円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 455，930円 3 連 単 ��� 3，540，790円

票 数

単勝票数 計 273476 的中 � 526（14番人気）
複勝票数 計 447992 的中 � 1290（14番人気）� 22756（7番人気）� 85655（2番人気）
枠連票数 計 156709 的中 （2－7） 622（26番人気）
馬連票数 計 559910 的中 �� 173（99番人気）
馬単票数 計 284596 的中 �� 47（190番人気）
ワイド票数 計 342756 的中 �� 154（92番人気）�� 302（69番人気）�� 5724（21番人気）
3連複票数 計 796368 的中 ��� 131（251番人気）
3連単票数 計 976771 的中 ��� 20（1697番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．0―48．7―1：01．5―1：13．3―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミルトプリンス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Woodman デビュー 2016．7．2 中京8着

2014．4．12生 牡2鹿 母 シ ャ フ ィ ガ 母母 Silk Braid 4戦1勝 賞金 5，000，000円
※サンアンカレッジ号は，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。

3405212月17日 晴 良 （28阪神5）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時40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

713 スパークルメノウ 牡2黒鹿55 M．バルザローナ 島川 �哉氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 452± 01：50．1 3．2�
（仏）

24 ユイフィーユ 牝2青鹿54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 472＋ 41：50．31� 2．2�
35 アドマイヤアロー 牝2鹿 54 国分 優作近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 442－ 6 〃 クビ 201．7�
59 メイショウカミシマ 牡2黒鹿55 和田 竜二松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 442－ 61：50．4� 28．1�
12 ペ ガ ー ズ 牡2鹿 55 酒井 学 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新冠 ヒカル牧場 480＋ 21：50．71� 7．6	
816 ロックイット 牡2黒鹿55 川田 将雅 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 大島牧場 460－ 8 〃 クビ 15．3

11 ライクアエンジェル 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 420± 01：50．8クビ 63．2�

510 プーカローズ 牝2栗 54 A．アッゼニ �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 日高 中前牧場 420－ 81：51．01
 48．7
（英）

36 チェスナットコート 牡2栗 55 V．シュミノー 窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460－ 41：51．1クビ 16．4�
（仏）

714 ニシノキャプテン 牡2鹿 55 M．デムーロ西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 480± 01：51．52
 7．6�
815 マイネルフォーマル 牡2鹿 55 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 見上牧場 446－ 6 〃 アタマ 226．6�
611 ロードエフェクト 牡2栗 55 松田 大作 �ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム B480＋ 6 〃 クビ 213．0�
612 ウインエスターテ 牡2栗 55 川島 信二�ウイン 清水 英克 新ひだか 山際牧場 452－ 61：51．6クビ 332．8�
48 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 416＋ 41：51．91� 120．5�
23 ス ク リ ー バ 牝2栗 54 国分 恭介 �コスモヴューファーム 飯田 雄三 新冠 富本 茂喜 432－ 41：52．11� 374．8�
47 クリノハリウッド 牡2鹿 55 松若 風馬栗本 博晴氏 中村 均 新ひだか 築紫 洋 432± 01：52．31
 88．3�
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売 得 金
単勝： 29，376，600円 複勝： 44，529，100円 枠連： 18，793，200円
馬連： 55，457，100円 馬単： 33，165，700円 ワイド： 34，856，600円
3連複： 73，525，300円 3連単： 110，946，800円 計： 400，650，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 110円 � 2，790円 枠 連（2－7） 240円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 190円 �� 8，280円 �� 4，840円

3 連 複 ��� 16，460円 3 連 単 ��� 62，490円

票 数

単勝票数 計 293766 的中 � 73337（2番人気）
複勝票数 計 445291 的中 � 84814（2番人気）� 157410（1番人気）� 1978（13番人気）
枠連票数 計 187932 的中 （2－7） 58672（1番人気）
馬連票数 計 554571 的中 �� 134565（1番人気）
馬単票数 計 331657 的中 �� 35654（2番人気）
ワイド票数 計 348566 的中 �� 64376（1番人気）�� 887（48番人気）�� 1527（34番人気）
3連複票数 計 735253 的中 ��� 3350（40番人気）
3連単票数 計1109468 的中 ��� 1287（162番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．9―12．7―13．2―13．0―12．0―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．9―48．6―1：01．8―1：14．8―1：26．8―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．3
3 15，9，11，16（2，7，14）（8，10）（1，4）12，13，5，6，3 4 ・（15，9）（11，16）（2，7，14）4，10（8，1）（12，13）5（3，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スパークルメノウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．11．27 京都2着

2014．3．19生 牡2黒鹿 母 スパークルジュエル 母母 Golden Jewel Box 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※プーカローズ号は，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。



3405312月17日 晴 稍重 （28阪神5）第5日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （ダート・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
1：23．5
1：23．1

重
重

67 ファッショニスタ 牝2鹿 54 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474 ―1：25．7 1．3�

79 ハートフルタイム 牡2黒鹿55 武 豊青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 504 ―1：26．12� 5．6�
22 キタサンシーザー 牡2黒鹿55 小林 徹弥�大野商事 目野 哲也 新ひだか 藤川フアーム 486 ―1：26．31� 51．2�
55 トゥルーヒーロー 牡2黒鹿55 松若 風馬芹澤 精一氏 作田 誠二 浦河 高村牧場 480 ―1：26．72� 13．0�
33 タカノイダテン 牡2芦 55 �島 良太山口多賀司氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 478 ―1：26．91	 11．3�
811 ナムラヘラクレス 牡2鹿 55 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 470 ―1：27．11	 81．6	
11 マイアフェクション 牡2鹿 55 国分 恭介五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 482 ―1：27．2
 24．9

44 アシャカリブラ 牡2黒鹿55 M．バルザローナ 吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 520 ―1：27．41� 28．2�

（仏）

66 サトノインプレス 牡2鹿 55 和田 竜二里見 治氏 村山 明 浦河 東栄牧場 512 ―1：27．72 84．7�
78 メイショウレーベン 牡2黒鹿55 酒井 学松本 好氏 飯田 祐史 浦河 �川フアーム 458 ―1：28．44 48．4�
810 マイラビング 牝2栗 54 国分 優作薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広 450 ―1：32．2大差 46．0�
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売 得 金
単勝： 32，350，300円 複勝： 107，520，600円 枠連： 10，787，300円
馬連： 45，449，600円 馬単： 35，855，700円 ワイド： 29，939，900円
3連複： 56，150，200円 3連単： 123，503，600円 計： 441，557，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 130円 � 510円 枠 連（6－7） 280円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，020円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 5，580円

票 数

単勝票数 計 323503 的中 � 193671（1番人気）
複勝票数 計1075206 的中 � 872867（1番人気）� 63498（2番人気）� 8012（9番人気）
枠連票数 計 107873 的中 （6－7） 28917（1番人気）
馬連票数 計 454496 的中 �� 121707（1番人気）
馬単票数 計 358557 的中 �� 69803（1番人気）
ワイド票数 計 299399 的中 �� 60578（1番人気）�� 6246（11番人気）�� 3431（20番人気）
3連複票数 計 561502 的中 ��� 15236（8番人気）
3連単票数 計1235036 的中 ��� 16018（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―36．0―48．7―1：01．1―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．0
3 2，5，10（7，9）（6，3，11）－4，1，8 4 2（5，9）7（10，11）6（3，4）－1，8

勝馬の
紹 介

ファッショニスタ �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Coronado’s Quest 初出走

2014．3．25生 牝2鹿 母 アクアリスト 母母 Oyster Catcher 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイラビング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月17日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3405412月17日 晴 良 （28阪神5）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00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
1：08．6
1：07．8

良
良

611 ヤマニンベリンダ 牝2黒鹿 54
53 ☆岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 460 ―1：11．3 102．0�

22 アルバシュルク 牝2栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 468 ―1：11．4� 4．4�
58 � ハニージェイド 牝2黒鹿54 M．デムーロ吉田 和子氏 	島 一歩 米

John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

460 ― 〃 クビ 2．8�
34 クーペオブジェミニ 牡2栗 55 松山 弘平要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 432 ―1：11．61 23．4�
47 ミスパッション 牝2鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 428 ―1：11．7� 14．4�
46 タマモブローチ 牝2青鹿54 池添 謙一タマモ	 池添 学 日高 スマイルファーム 434 ―1：11．91
 41．8

11 フ ァ シ ル 牝2鹿 54 川田 将雅�前川企画 野中 賢二 日高 浜本牧場 450 ―1：12．0� 20．4�
814 ルーチェミラコロ 牡2黒鹿55 武 豊 	グリーンファーム須貝 尚介 浦河 有限会社

吉田ファーム 456 ―1：12．21
 7．2�
713 スプリングノート 牝2青鹿54 国分 恭介 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 428 ―1：12．3� 48．8
35 プルーフオブトップ 牝2鹿 54 V．シュミノー 吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 432 ― 〃 クビ 4．5�

（仏）

815 マダムサッシュ 牝2鹿 54 松田 大作ザ・ヒルズ 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 464 ―1：12．4クビ 122．5�
712 メイショウエイコウ 牡2鹿 55 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 432 ―1：12．72 165．3�
610 クールジャッカル 牡2黒鹿55 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 454 ―1：13．02 76．4�
59 コ マ ノ ル ナ 牝2鹿 54 酒井 学長谷川芳信氏 藤沢 則雄 新ひだか 西川富岡牧場 396 ―1：14．17 24．4�
23 カフジグリーン 牡2黒鹿55 M．バルザローナ 加藤 守氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 522 ―1：21．8大差 32．0�

（仏）

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，893，000円 複勝： 35，012，900円 枠連： 15，650，100円
馬連： 52，480，300円 馬単： 27，139，700円 ワイド： 31，914，300円
3連複： 67，854，600円 3連単： 84，552，500円 計： 344，497，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，200円 複 勝 � 1，460円 � 150円 � 150円 枠 連（2－6） 4，640円

馬 連 �� 18，990円 馬 単 �� 43，120円

ワ イ ド �� 4，990円 �� 6，630円 �� 380円

3 連 複 ��� 24，340円 3 連 単 ��� 281，190円

票 数

単勝票数 計 298930 的中 � 2344（13番人気）
複勝票数 計 350129 的中 � 3907（13番人気）� 71599（2番人気）� 72011（1番人気）
枠連票数 計 156501 的中 （2－6） 2610（18番人気）
馬連票数 計 524803 的中 �� 2141（46番人気）
馬単票数 計 271397 的中 �� 472（102番人気）
ワイド票数 計 319143 的中 �� 1535（46番人気）�� 1150（56番人気）�� 24417（1番人気）
3連複票数 計 678546 的中 ��� 2090（76番人気）
3連単票数 計 845525 的中 ��� 218（698番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．9―12．0―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．6―47．6―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンベリンダ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

2014．5．8生 牝2黒鹿 母 マ ダ ニ ナ 母母 Minya 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 コマノルナ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフジグリーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月17日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 コマノルナ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年1月17日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3405512月17日 晴 稍重 （28阪神5）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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

58 ディライトフル �5鹿 57 A．アッゼニ�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496＋141：54．5 10．7�

（英）

46 ダノンスパーク 牡3鹿 56 武 豊�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：54．6� 2．1�
11 ミッキーデータ �5鹿 57 M．デムーロ野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 524＋101：54．92 6．0�
610 サウンドスタジオ 牡3鹿 56 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 496＋121：55．0クビ 19．9�
47 インテグリティー 牡3鹿 56 和田 竜二前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 478＋ 41：55．1� 7．8�
815 ローデルバーン 牡3黒鹿56 高倉 稜佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 466＋ 41：55．2	 34．9	
712 ショウナンガッチャ 牡5栗 57 V．シュミノー 国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 484＋ 2 〃 クビ 47．0


（仏）

814
 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 474＋ 41：55．52 5．6�

59 サンマルドライヴ 牡3黒鹿 56
55 ☆岩崎 翼相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 446＋ 21：55．6クビ 20．5

713 マサノホーク 牝3栗 54 国分 恭介猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 470－ 81：55．81 75．6�
34 
 クリノメルクリウス �3鹿 56 柴田 未崎栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 436＋ 31：56．01	 118．3�
35 テイエムハヤブサ 牡3青鹿56 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 458＋ 81：56．21 92．7�
611 リングオブハピネス 牝3栗 54 松山 弘平五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 466± 0 〃 クビ 39．8�
23 コウユーハレワタル 牡4鹿 57 国分 優作加治屋貞光氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 442－ 41：56．3クビ 116．9�

（14頭）
22 ニホンピロサンダー 牡4黒鹿57 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 30，484，900円 複勝： 38，707，100円 枠連： 21，064，200円
馬連： 61，012，400円 馬単： 31，855，000円 ワイド： 35，987，600円
3連複： 84，022，300円 3連単： 106，796，800円 計： 409，930，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 250円 � 130円 � 190円 枠 連（4－5） 620円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，040円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 17，830円

票 数

単勝票数 計 304849 的中 � 22766（5番人気）
複勝票数 計 387071 的中 � 31824（5番人気）� 100516（1番人気）� 48908（3番人気）
枠連票数 計 210642 的中 （4－5） 25949（2番人気）
馬連票数 計 610124 的中 �� 39420（4番人気）
馬単票数 計 318550 的中 �� 7281（10番人気）
ワイド票数 計 359876 的中 �� 17226（4番人気）�� 8134（13番人気）�� 29819（2番人気）
3連複票数 計 840223 的中 ��� 28763（6番人気）
3連単票数 計1067968 的中 ��� 4341（46番人気）

ハロンタイム 13．5―11．9―13．8―12．8―12．7―12．5―12．2―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．4―39．2―52．0―1：04．7―1：17．2―1：29．4―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディライトフル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2014．3．2 阪神3着

2011．2．7生 �5鹿 母 ラスティックフレイム 母母 Soviet Artic 11戦3勝 賞金 25，600，000円
〔出走取消〕 ニホンピロサンダー号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ディライトフル号の騎手A．アッゼニは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※マサノホーク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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17日 晴 稍重 （28阪神5）第5日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

11 メイショウタラチネ 牝4黒鹿55 川田 将雅松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 464－101：24．2 4．5�
36 イサチルホープ 牡4栗 57 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 472＋ 2 〃 ハナ 11．1�
12 ベ ル ク リ ア 牝3芦 54 M．デムーロ水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 464＋ 21：24．3� 2．5�
23 ウォーターピオニー 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 430－101：24．61� 20．9�
47 スターペスユウコ 牝5鹿 55 武 豊河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 460± 0 〃 ハナ 4．9�
612 エピックウィン 牡4黒鹿57 和田 竜二小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 484＋221：24．91� 25．6�
815	 エイシンダーラ 牝4鹿 55 武 幸四郎	栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 468＋121：25．21� 38．3

24 ゴーントレット 牡4黒鹿57 松山 弘平寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 68．3�
59 アリエスジューゴー 牡4鹿 57 古川 吉洋武井 祥久氏 斉藤 崇史 むかわ 小林 孝幸 502＋ 61：25．41
 206．5�
714 トウシンムサシ �5栗 57 松若 風馬	サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 462± 01：25．93 72．6
611� イ ズ モ 牡4栗 57 国分 恭介田畑 利彦氏 矢作 芳人 米 Clearsky

Farms 468－10 〃 クビ 25．5�
35 � ジェントルヴァウ 牝4鹿 55 島 良太窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne

Farm 468＋ 21：26．0� 14．1�
816 イソノヴィグラス 牡3栗 56 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 476＋ 61：26．1� 47．7�
510	 ウイングタイガー 牝4鹿 55 小林 徹弥 	ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 428＋ 21：26．42 196．2�
713 ア テ ス ト 牝3栗 54 酒井 学山本 武司氏 服部 利之 浦河 浦河小林牧場 454－131：26．5� 236．9�
48 クリノウィンザー 牡3鹿 56 V．シュミノー 栗本 博晴氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 536－ 6 （競走中止） 18．2�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，039，400円 複勝： 45，091，600円 枠連： 24，626，500円
馬連： 82，720，500円 馬単： 41，539，300円 ワイド： 45，525，100円
3連複： 106，171，200円 3連単： 160，026，700円 計： 540，740，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 250円 � 120円 枠 連（1－3） 570円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 870円 �� 250円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 16，110円

票 数

単勝票数 計 350394 的中 � 61851（2番人気）
複勝票数 計 450916 的中 � 73185（3番人気）� 31934（4番人気）� 131633（1番人気）
枠連票数 計 246265 的中 （1－3） 33117（3番人気）
馬連票数 計 827205 的中 �� 21104（9番人気）
馬単票数 計 415393 的中 �� 5850（15番人気）
ワイド票数 計 455251 的中 �� 11902（8番人気）�� 55042（2番人気）�� 20362（4番人気）
3連複票数 計1061712 的中 ��� 36101（3番人気）
3連単票数 計1600267 的中 ��� 7198（30番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウタラチネ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 メイショウホムラ デビュー 2015．1．24 京都4着

2012．3．15生 牝4黒鹿 母 メイショウバトラー 母母 メイショウハゴロモ 18戦3勝 賞金 31，650，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 クリノウィンザー号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症し，向正面で騎手が落馬したため競走中止。
※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 アイファーサンディ号
（非抽選馬） 1頭 チュウワワンダー号
※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。



3405712月17日 晴 稍重 （28阪神5）第5日 第9競走 ��
��1，800�

もみ き

樅 の 木 賞
発走14時35分 （ダート・右）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

55 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± 01：53．8 35．2�
67 シ ロ ニ イ 牡2白 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506－ 8 〃 アタマ 2．3�
811 サンライズノヴァ 牡2栗 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 548＋ 21：54．11� 3．1�
79 レッドアトゥ 牝2栗 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 460± 01：54．2� 9．1�
810 アイアンテーラー 牝2栗 54 �島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 452－ 2 〃 アタマ 8．2�
66 カ カ ア コ 牝2栗 54 小牧 太山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 41：54．62	 54．7	
11 メイショウテムズ 牡2栗 55 武 豊松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 496＋ 6 〃 ハナ 5．7

44 パイオニアシーザー 牡2黒鹿55 松山 弘平 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 508＋ 21：54．7� 120．1�
22 エールブリリアンツ 牡2芦 55 松田 大作佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 494＋ 21：55．44 49．5�
78 サツキユニヴァース 牝2栗 54 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 442＋101：56．35 56．1
33 ララベスラーナ 牝2栗 54 和田 竜二ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 468－101：56．72	 138．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 53，804，200円 複勝： 81，343，800円 枠連： 20，855，600円
馬連： 112，200，000円 馬単： 59，766，300円 ワイド： 52，728，400円
3連複： 136，864，300円 3連単： 245，681，000円 計： 763，243，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，520円 複 勝 � 510円 � 110円 � 140円 枠 連（5－6） 4，290円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 12，700円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，430円 �� 220円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 51，410円

票 数

単勝票数 計 538042 的中 � 12217（6番人気）
複勝票数 計 813438 的中 � 18698（7番人気）� 373650（1番人気）� 118620（2番人気）
枠連票数 計 208556 的中 （5－6） 3765（11番人気）
馬連票数 計1122000 的中 �� 19417（12番人気）
馬単票数 計 597663 的中 �� 3529（30番人気）
ワイド票数 計 527284 的中 �� 9737（12番人気）�� 8272（14番人気）�� 75393（1番人気）
3連複票数 計1368643 的中 ��� 24473（12番人気）
3連単票数 計2456810 的中 ��� 3464（135番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．9―50．8―1：03．6―1：16．2―1：28．8―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズソア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．8．6 新潟1着

2014．3．9生 牡2青鹿 母 ア メ ー リ ア 母母 ビハインドザマスク 5戦2勝 賞金 17，245，000円
〔制裁〕 アイアンテーラー号の騎手�島良太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・7番）

3405812月17日 曇 良 （28阪神5）第5日 第10競走 ��
��1，400�

い な が わ

猪 名 川 特 別
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．12．19以降28．12．11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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

47 ムーンエクスプレス 牝4鹿 54 池添 謙一 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 434－ 21：22．7 12．9�
610 ビップライブリー 牡3栗 55 和田 竜二鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 アタマ 3．7�
59 センセーション 牝5鹿 52 四位 洋文田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B492－ 41：22．91� 30．3�
11 グレイスミノル 牝4青鹿54 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 490＋ 6 〃 アタマ 4．0�
23 スノーエンジェル 牝4芦 52 岩崎 翼三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 464＋ 61：23．0� 71．4�
58 ボールドジャパン 牡5鹿 53 国分 恭介増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 528± 0 〃 ハナ 195．9	
712 スペシャルギフト �5栗 56 V．シュミノー 
シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502＋10 〃 ハナ 21．7�

（仏）

35 エイシンペペラッツ 牡5栗 57 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 474＋ 21：23．21	 15．9�
611 ラッフォルツァート 牝4鹿 53 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 2 〃 クビ 56．8
814 ヒーズインラブ 牡3鹿 54 A．アッゼニ 
シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 526＋ 4 〃 ハナ 5．6�

（英）

713 ダノンシーザー 牡4鹿 57．5 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 476＋ 41：23．3
 4．2�
815 メイショウヤマホコ 牡6黒鹿53 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 478＋181：23．4� 122．1�
34 ヤマイチジャスティ 牝3鹿 51 川島 信二坂本 肇氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 486＋ 81：23．61	 38．5�
46 ノーブルルージュ 牝4黒鹿52 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 458－ 61：23．81	 41．3�
22 リリーヴィクトリー 牡4黒鹿54 古川 吉洋土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 502＋ 41：24．01� 103．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，842，400円 複勝： 66，533，800円 枠連： 27，348，800円
馬連： 128，118，800円 馬単： 55，971，700円 ワイド： 63，682，500円
3連複： 169，940，000円 3連単： 227，257，500円 計： 784，695，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 280円 � 160円 � 480円 枠 連（4－6） 1，770円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 6，030円

ワ イ ド �� 950円 �� 2，840円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 16，680円 3 連 単 ��� 87，820円

票 数

単勝票数 計 458424 的中 � 28341（5番人気）
複勝票数 計 665338 的中 � 58611（5番人気）� 134141（1番人気）� 29125（7番人気）
枠連票数 計 273488 的中 （4－6） 11908（8番人気）
馬連票数 計1281188 的中 �� 42495（8番人気）
馬単票数 計 559717 的中 �� 6957（22番人気）
ワイド票数 計 636825 的中 �� 17830（9番人気）�� 5633（30番人気）�� 9217（19番人気）
3連複票数 計1699400 的中 ��� 7641（53番人気）
3連単票数 計2272575 的中 ��� 1876（264番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．9―12．1―11．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．9―47．0―58．9―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンエクスプレス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．7．19 中京2着

2012．3．22生 牝4鹿 母 アモーレペガサス 母母 ロビースレインボウ 19戦4勝 賞金 83，920，000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。



3405912月17日 曇 良 （28阪神5）第5日 第11競走 ��
��1，600�リゲルステークス

発走15時45分 （芝・右・外）
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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

48 マイネルアウラート 牡5黒鹿57 M．バルザローナ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 81：34．8 13．4�
（仏）

59 サトノラーゼン 牡4鹿 57 V．シュミノー 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B454－ 21：34．9	 6．1�
（仏）

23 グァンチャーレ 牡4青鹿56 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 470＋ 61：35．0	 3．9�
816 ボールライトニング 牡3栗 55 A．アッゼニ �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 506＋ 2 〃 ハナ 7．9�
（英）

35 スズカデヴィアス 牡5黒鹿56 池添 謙一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 516＋ 61：35．31
 24．2	
713 フレイムコード 牝7鹿 54 酒井 学
イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 476－ 2 〃 アタマ 137．5�
611 アロマカフェ 牡9黒鹿56 武 幸四郎西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 484－ 81：35．4	 193．4�
12 ダノンリバティ 牡4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 526＋ 6 〃 クビ 4．6
24 マテンロウボス 牡5黒鹿56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 466＋ 61：35．5	 30．8�
36 ウインリバティ 牝5黒鹿54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 2 〃 クビ 145．9�
47 ピークトラム 牡5黒鹿58 小牧 太吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 502＋ 81：35．6クビ 10．3�
815 オ ツ ウ 牝6鹿 54 松田 大作大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B500＋ 4 〃 クビ 60．4�
612 レプランシュ 牡3鹿 55 川田 将雅 
キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 アタマ 5．7�
11 コスモソーンパーク 牡8青鹿58 和田 竜二 
ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 4 〃 アタマ 107．6�
510 ニシノビークイック 牡7栗 56 国分 恭介西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 本桐牧場 480± 01：36．02	 322．7�
817 サクラアドニス 牡8黒鹿58 高倉 稜�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 470± 01：36．1	 435．2�
714 シ ェ ル ビ ー 牡7栗 57 武 豊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 532＋ 21：36．2クビ 44．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 86，285，800円 複勝： 117，732，900円 枠連： 57，857，900円
馬連： 295，894，700円 馬単： 117，359，900円 ワイド： 134，616，600円
3連複： 417，780，900円 3連単： 567，465，000円 計： 1，794，993，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 310円 � 210円 � 160円 枠 連（4－5） 1，640円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 8，830円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 930円 �� 580円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 37，360円

票 数

単勝票数 計 862858 的中 � 51461（7番人気）
複勝票数 計1177329 的中 � 83530（7番人気）� 142884（4番人気）� 218344（1番人気）
枠連票数 計 578579 的中 （4－5） 27281（8番人気）
馬連票数 計2958947 的中 �� 59276（16番人気）
馬単票数 計1173599 的中 �� 9965（38番人気）
ワイド票数 計1346166 的中 �� 26021（16番人気）�� 36693（12番人気）�� 62164（3番人気）
3連複票数 計4177809 的中 ��� 59634（17番人気）
3連単票数 計5674650 的中 ��� 11010（130番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．9―11．9―12．1―11．1―11．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．7―47．6―59．7―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4F47．2―3F35．1
3 8，15（2，7）3（1，13）6（4，11）（12，14，17）（9，16）－10－5 4 ・（8，15）7（2，3，13）（1，6，11）（4，17）（12，14）（9，16）（10，5）

勝馬の
紹 介

マイネルアウラート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．9．17 中山1着

2011．3．6生 牡5黒鹿 母 マイネシャンゼリゼ 母母 セーヌフロウ 32戦7勝 賞金 146，976，000円
〔制裁〕 ウインリバティ号の調教師飯田雄三は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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。

3406012月17日 晴 良 （28阪神5）第5日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

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

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

33 ウインクルサルーテ 牝3鹿 54 武 豊�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 422＋ 21：49．2 3．0�
89 マイネリベルタス 牝5鹿 55 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 444＋121：49．73 15．8�
11 ルナーランダー 牡3栗 56 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 6 〃 クビ 3．8�
（英）

77 ジェネラルゴジップ 牡4青鹿57 M．デムーロ �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 490＋141：49．8� 2．7�
44 ジ ル ダ 牝4鹿 55 M．バルザローナ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 432－ 21：50．01� 27．3	

（仏）

55 カレンバッドボーイ 牡6鹿 57 V．シュミノー 鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B480± 01：50．21	 23．9

（仏）

88 メイショウバッハ 牡3栗 56 池添 謙一松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 486＋ 21：50．41� 8．4�
66 
 レディカリビアン 牝5芦 55 国分 恭介山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 456－ 41：50．93 123．6
22 オイルタウン 牡4栗 57 国分 優作山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 474－ 21：51．64 37．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 57，476，600円 複勝： 43，806，500円 枠連： 22，456，000円
馬連： 117，071，000円 馬単： 69，203，000円 ワイド： 56，240，000円
3連複： 157，365，400円 3連単： 372，791，300円 計： 896，409，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 220円 � 150円 枠 連（3－8） 970円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 510円 �� 250円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 13，590円

票 数

単勝票数 計 574766 的中 � 150982（2番人気）
複勝票数 計 438065 的中 � 109024（1番人気）� 38619（5番人気）� 73918（3番人気）
枠連票数 計 224560 的中 （3－8） 17812（5番人気）
馬連票数 計1170710 的中 �� 39099（8番人気）
馬単票数 計 692030 的中 �� 16380（11番人気）
ワイド票数 計 562400 的中 �� 26847（6番人気）�� 64608（2番人気）�� 16119（11番人気）
3連複票数 計1573654 的中 ��� 52456（8番人気）
3連単票数 計3727913 的中 ��� 19878（48番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．2―12．1―12．3―12．1―11．4―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．1―49．2―1：01．5―1：13．6―1：25．0―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインクルサルーテ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．21 阪神1着

2013．3．7生 牝3鹿 母 パッショナルダンス 母母 ランバダスタイル 13戦3勝 賞金 49，917，000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。



（28阪神5）第5日 12月17日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 168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 手 当

204，850，000円
2，530，000円
16，990，000円
1，420，000円
20，270，000円
67，158，500円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
479，172，900円
802，281，200円
261，336，100円
1，100，430，100円
570，744，200円
578，748，900円
1，490，301，000円
2，363，423，500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 7，646，437，900円

総入場人員 14，381名 （有料入場人員 13，268名）
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