
3400112月2日 晴 良 （29阪神5）第1日 第1競走 ��1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

11 ダンケシェーン 牡2栗 55 横山 典弘 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 478＋ 61：25．6 1．2�
69 メイショウアキツ 牡2黒鹿55 福永 祐一松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 456＋101：26．13 31．6�
712 マコトモンジョワ 牝2栗 54 C．ルメール�ディアマント 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 466＋ 41：26．31� 6．9�
34 ヒ ダ ル マ 牡2鹿 55 山口 勲冨士井直哉氏 森 秀行 新冠 ハクツ牧場 464＋ 41：26．51� 66．0�

（佐賀）

610 カフジデューク 牡2芦 55 川田 将雅加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 456± 01：26．71� 12．2�
58 インナーパワー 牡2鹿 55 松山 弘平山口 敦広氏 松下 武士 新冠 有限会社 大

作ステーブル 474－ 61：26．8� 52．4	
814 オペラカイジン 牡2黒鹿55 柴田 善臣平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 454－ 61：27．11� 112．4

711 ネオブラスト 牡2黒鹿55 和田 竜二杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 424－ 41：27．41� 80．6�
46 カ ラ ン 牝2栗 54 C．デムーロ 吉田 和美氏 斉藤 崇史 浦河 絵笛牧場 478－ 81：27．71� 11．0�

（仏）

45 モダンクラシック 牡2栗 55 丹内 祐次中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 今井 秀樹 442－ 81：27．8� 488．0
22 アーバンベスト 牝2鹿 54 佐藤 友則中島 俊房氏 西橋 豊治 新ひだか 静内山田牧場 404＋ 21：28．01� 384．3�

（笠松）

33 パワーアッシュ 牡2栗 55 酒井 学�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 454－ 21：28．1クビ 203．5�
813 クリノルーベンス 牡2栗 55 国分 恭介栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 鹿戸 正幸 430＋ 41：28．52� 120．5�
57 サ ラ ー ト 牝2鹿 54 川島 信二�ミルファーム 萱野 浩二 新ひだか 大典牧場 446－ 61：29．03 190．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，430，900円 複勝： 130，317，500円 枠連： 11，346，100円
馬連： 44，430，400円 馬単： 34，002，600円 ワイド： 34，253，100円
3連複： 60，022，100円 3連単： 124，471，000円 計： 469，273，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 220円 � 130円 枠 連（1－6） 330円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 410円 �� 190円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 4，570円

票 数

単勝票数 計 304309 的中 � 194740（1番人気）
複勝票数 計1303175 的中 � 1014648（1番人気）� 32568（5番人気）� 79086（2番人気）
枠連票数 計 113461 的中 （1－6） 26548（2番人気）
馬連票数 計 444304 的中 �� 30236（4番人気）
馬単票数 計 340026 的中 �� 20537（4番人気）
ワイド票数 計 342531 的中 �� 19824（4番人気）�� 55751（1番人気）�� 7358（12番人気）
3連複票数 計 600221 的中 ��� 30157（4番人気）
3連単票数 計1244710 的中 ��� 19706（12番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．2―12．2―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．6―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4F50．0―3F37．8
3 1－9，8（11，10）（4，12，13）（3，14）7（2，6）－5 4 ・（1，9）（8，10）（11，13）（4，14）12，7，6，3，2，5

勝馬の
紹 介

ダンケシェーン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．11．18 東京2着

2015．2．7生 牡2栗 母 ゼフィランサス 母母 モ ガ ミ ヒ メ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※モダンクラシック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

3400212月2日 晴 良 （29阪神5）第1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

56 ロイヤルバローズ 牡2鹿 55 C．デムーロ 猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 458± 01：54．4 9．7�
（仏）

812 ザクライングマシン 牡2栗 55 横山 典弘伊藤 信之氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 484－ 21：55．35 5．5�
11 ロングランメーカー 牡2鹿 55 M．デムーロ �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 522± 01：56．25 1．5�
33 マーナガルム 牡2鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 アタマ 12．5�
67 メイショウアドリア 牡2鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 470－ 21：56．52 65．2�
811 バ ク ハ ツ 牡2栗 55 武 豊	キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 510－ 61：56．71� 21．5

55 ガッツィーソート 牡2栗 55 和田 竜二小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 512＋14 〃 ハナ 35．7�
79 レッツゴーキティ 牡2鹿 55 柴田 未崎廣崎利洋HD	 梅田 智之 千歳 社台ファーム 452＋ 21：56．91� 199．0�
710 テイエムギフテッド 牡2黒鹿55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 458＋ 21：57．11� 23．3
22 ウォーターエルピス 牡2黒鹿55 浜中 俊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 526± 01：57．31� 16．3�
68 ア ク シ ス 牡2黒鹿55 松山 弘平	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474＋ 41：57．83 446．1�
44 マイネルデインティ 牡2鹿 55 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 平取 スガタ牧場 508＋ 21：58．97 595．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，174，800円 複勝： 98，414，200円 枠連： 11，232，400円
馬連： 47，786，600円 馬単： 32，948，200円 ワイド： 32，645，100円
3連複： 64，683，600円 3連単： 110，088，600円 計： 432，973，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 160円 � 150円 � 110円 枠 連（5－8） 1，610円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 6，560円

ワ イ ド �� 710円 �� 230円 �� 200円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 12，160円

票 数

単勝票数 計 351748 的中 � 30394（3番人気）
複勝票数 計 984142 的中 � 58274（3番人気）� 66087（2番人気）� 679233（1番人気）
枠連票数 計 112324 的中 （5－8） 5405（6番人気）
馬連票数 計 477866 的中 �� 13092（9番人気）
馬単票数 計 329482 的中 �� 3766（17番人気）
ワイド票数 計 326451 的中 �� 9334（9番人気）�� 37052（2番人気）�� 48764（1番人気）
3連複票数 計 646836 的中 ��� 53363（1番人気）
3連単票数 計1100886 的中 ��� 6561（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．2―50．3―1：03．5―1：16．6―1：29．5―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルバローズ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．10．22 京都4着

2015．3．25生 牡2鹿 母 ゴッドフェニックス 母母 ロンドンブリッジ 3戦1勝 賞金 6，100，000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１日



3400312月2日 晴 良 （29阪神5）第1日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時05分 （芝・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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

23 ロードラズライト �2青鹿55 C．ルメール �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 442－ 21：22．1 3．1�
714 マイティスピリット 牡2鹿 55 C．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 432－ 41：22．73� 3．6�

（仏）

611 オメガプランタン 牡2鹿 55 M．デムーロ原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 432－ 4 〃 クビ 6．5�
510 カクテルドレス 牝2芦 54 岩田 康誠 Him Rock Racing 佐々木晶三 日高 槇本牧場 464－ 61：22．8� 10．9�
715 ミトノアミーゴ 牡2栗 55 福永 祐一ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト

クラブ 454＋ 6 〃 クビ 14．4	
12 タガノライジン 牡2鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋141：23．01� 18．7

35 アングルティール 牝2黒鹿54 松山 弘平�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418－ 21：23．1� 19．8�
11 ナンヨーオートヌ 牡2青鹿55 池添 謙一中村 德也氏 松田 国英 浦河 栄進牧場 484＋ 41：23．2� 111．9�
817 レ イ デ マ ー 牡2黒鹿55 浜中 俊戸佐 眞弓氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 478± 01：23．41� 10．4
47 クリノセッシュウ 牡2青鹿55 藤懸 貴志栗本 博晴氏 中村 均 日高 シンボリ牧場 430＋10 〃 クビ 255．6�
36 エ ピ 牝2鹿 54 佐藤 友則 Him Rock Racing 高橋 康之 浦河 榊原 敏明 446± 01：23．5� 174．6�

（笠松）

24 ヒロノカチドキ 牡2青 55 川島 信二小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 西川富岡牧場 450± 01：23．6	 412．8�
816 ジツリキダッシュ 牡2黒鹿55 酒井 学河合實貴男氏 佐藤 正雄 浦河 冨岡牧場 470＋ 21：23．91	 653．0�
48 メイショウタフマン 牡2鹿 55 高倉 稜松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 456－ 2 〃 クビ 102．5�
59 タガノロッソ 牡2鹿 55 国分 恭介八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B484＋ 61：24．0	 205．1�
818 ア レ ー グ ル 牡2鹿 55 太宰 啓介安原 浩司氏 奥村 豊 新ひだか 岡田牧場 448－201：24．21� 250．6�
713 ユイフェンネル 牡2青鹿55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 新ひだか 佐藤 陽一 458± 0 〃 クビ 23．8�
612 ブルベアナガイモ 牡2鹿 55 山口 勲 �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 小倉 光博 474－ 61：24．73 719．2�

（佐賀）

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，422，200円 複勝： 47，677，000円 枠連： 14，536，200円
馬連： 52，144，300円 馬単： 23，652，600円 ワイド： 34，902，200円
3連複： 69，336，500円 3連単： 79，908，500円 計： 355，579，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 140円 � 190円 枠 連（2－7） 360円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 230円 �� 400円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計 334222 的中 � 87472（1番人気）
複勝票数 計 476770 的中 � 101120（1番人気）� 95171（2番人気）� 53015（3番人気）
枠連票数 計 145362 的中 （2－7） 30564（1番人気）
馬連票数 計 521443 的中 �� 74606（1番人気）
馬単票数 計 236526 的中 �� 17421（1番人気）
ワイド票数 計 349022 的中 �� 43239（1番人気）�� 21484（2番人気）�� 15969（3番人気）
3連複票数 計 693365 的中 ��� 43772（1番人気）
3連単票数 計 799085 的中 ��� 14724（1番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．6
3 3，10，11（6，17）（8，14，13）（1，15，18）（2，4，9，16）5（7，12） 4 ・（3，10，11）17（6，14，13）（8，15）（1，18）（4，9，16）2（7，5，12）

勝馬の
紹 介

ロードラズライト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．11．18 京都2着

2015．2．20生 �2青鹿 母 レディルージュ 母母 サッカーマム 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※ジツリキダッシュ号は，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または施行団体名を表示している。

3400412月2日 晴 良 （29阪神5）第1日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時35分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

45 � エアアルマス 牡2鹿 55 C．ルメール �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

464－ 21：34．2 2．0�
57 ロードダヴィンチ 牡2鹿 55 C．デムーロ �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 518＋ 81：34．94 3．1�

（仏）

11 ブラックジルベルト 牡2黒鹿55 池添 謙一安原 浩司氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 464＋ 21：35．0� 10．7�
56 ハードカウント 牡2栗 55 武 豊�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 41：35．53 16．7�
711� ラルムドランジュ 牝2青鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-

stown Stud 410－ 81：35．71 7．8�
812 オテンバキッズ 牝2鹿 54 高倉 稜瀬谷 	雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 422－101：35．91	 289．2

68 ウインルチル 牝2栗 54 松山 弘平�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 424－ 41：36．0� 57．6�
33 ペイシャモン 牝2青鹿54 岩田 康誠北所 直人氏 坂口 正則 様似 髙村 伸一 474＋ 4 〃 クビ 22．8�
69 バロンエール 牝2黒鹿54 酒井 学永見 貴昭氏 青木 孝文 新冠 競優牧場 414－ 61：36．1
 366．3
710 ビットピークス 牡2栃栗55 佐藤 友則礒川 正明氏 斉藤 崇史 新ひだか タガミファーム 490＋ 61：36．2クビ 510．9�

（笠松）

22 モンテガナール 牡2鹿 55 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 480＋ 21：36．62
 376．4�
44 アイファーアイドル 牝2鹿 54 太宰 啓介中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 加野牧場 398＋ 21：37．02
 255．6�
813 ノーフェイク 牡2鹿 55 藤懸 貴志 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋121：37．42
 38．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，032，700円 複勝： 56，978，600円 枠連： 11，142，000円
馬連： 47，966，000円 馬単： 31，947，200円 ワイド： 33，250，100円
3連複： 64，262，600円 3連単： 122，338，700円 計： 404，917，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 230円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 150円 �� 280円 �� 360円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 1，730円

票 数

単勝票数 計 370327 的中 � 153239（1番人気）
複勝票数 計 569786 的中 � 247876（1番人気）� 111041（2番人気）� 52963（4番人気）
枠連票数 計 111420 的中 （4－5） 36091（1番人気）
馬連票数 計 479660 的中 �� 139871（1番人気）
馬単票数 計 319472 的中 �� 57651（1番人気）
ワイド票数 計 332501 的中 �� 71093（1番人気）�� 26825（3番人気）�� 19176（5番人気）
3連複票数 計 642626 的中 ��� 72076（2番人気）
3連単票数 計1223387 的中 ��� 51059（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―12．5―12．6―11．6―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．1―47．6―1：00．2―1：11．8―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エアアルマス �
�
父 Majestic Warrior �

�
母父 Empire Maker デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．6生 牡2鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3400512月2日 晴 良 （29阪神5）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時25分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．8

良
良

78 ヴェルテアシャフト 牡2鹿 55 M．デムーロ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492 ―2：03．1 1．3�
810 シャフトオブライト 牡2栗 55 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 460 ―2：03．41� 60．5�
66 メイショウスイジン 牡2黒鹿55 川田 将雅松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 日の出牧場 460 ―2：03．93 25．5�
55 セルヴィエット 牡2黒鹿55 岩田 康誠�田 昌久氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 516 ―2：04．11	 18．9�
89 ウインプライマリー 牝2鹿 54 高倉 稜	ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 420 ―2：04．31	 138．2

33 ア イ ガ ー 牡2黒鹿55 横山 典弘寺田 寿男氏 昆 貢 浦河 日の出牧場 476 ―2：04．51	 11．6�
11 アローヘッドワン 牡2栗 55 C．ルメール 幅田 京子氏 笹田 和秀 平取 原田 新治 502 ―2：04．71	 4．3�
44 カ タ ギ 牡2黒鹿55 国分 恭介杉澤 光雄氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 450 ― 〃 クビ 78．5
22 ディヴィナライン 牝2栗 54 和田 竜二吉澤 克己氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 470 ―2：04．8� 36．2�
77 サンタローザ 牝2栗 54 松山 弘平 	カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 中田 英樹 462 ―2：05．54 43．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 33，585，500円 複勝： 101，889，700円 枠連： 8，149，100円
馬連： 42，121，900円 馬単： 36，904，300円 ワイド： 27，320，600円
3連複： 51，839，600円 3連単： 132，884，400円 計： 434，695，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 530円 � 270円 枠 連（7－8） 1，710円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 980円 �� 470円 �� 5，540円

3 連 複 ��� 10，070円 3 連 単 ��� 30，430円

票 数

単勝票数 計 335855 的中 � 196195（1番人気）
複勝票数 計1018897 的中 � 802235（1番人気）� 10727（8番人気）� 24269（5番人気）
枠連票数 計 81491 的中 （7－8） 3691（6番人気）
馬連票数 計 421219 的中 �� 13003（8番人気）
馬単票数 計 369043 的中 �� 10124（9番人気）
ワイド票数 計 273206 的中 �� 7088（10番人気）�� 16046（4番人気）�� 1175（31番人気）
3連複票数 計 518396 的中 ��� 3859（24番人気）
3連単票数 計1328844 的中 ��� 3165（69番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―13．2―13．3―12．6―12．9―12．1―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．4―37．6―50．9―1：03．5―1：16．4―1：28．5―1：40．1―1：51．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェルテアシャフト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Canadian Frontier 初出走

2015．3．4生 牡2鹿 母 ヒルダズパッション 母母 Executricker 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 エルモーソ号（疾病〔左前肢挫創〕のため）

3400612月2日 晴 良 （29阪神5）第1日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時55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
1：23．0
1：23．0

重
重

815 メイショウイサナ 牡2栗 55 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 508 ―1：25．6 11．6�
713 ミンナノシャチョウ 牡2鹿 55 浜中 俊 �ミキハウスHKサービス 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 500 ― 〃 クビ 4．5�
23 メリッサーニ 牝2鹿 54 C．デムーロ �G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 500 ―1：25．91� 7．4�

（仏）

58 メイショウカギロイ 牡2鹿 55 M．デムーロ松本 好雄氏 中村 均 浦河 村下 明博 492 ―1：26．11	 3．5�
47 ステリファラス 牡2鹿 55 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496 ―1：26．84 19．3�
46 ミニョンヌヴェリテ 牡2栗 55 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 552 ―1：27．0� 43．7	
59 リリアンローズ 牝2黒鹿54 岩田 康誠谷和 光彦氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 434 ―1：27．21	 83．4

11 ブルーブルイヤール 牡2青鹿55 酒井 学吉田 千津氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 536 ―1：27．3
 115．2�
610 グ ロ グ ラ ン 牝2栗 54 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 466 ― 〃 ハナ 38．8�
814 タイプツーエー 牡2栗 55 C．ルメール 安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462 ―1：27．62 3．6
22 テーオールチア 牝2黒鹿54 川田 将雅小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 480 ― 〃 ハナ 21．8�
34 プリンセスビアンカ 牝2芦 54 和田 竜二�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 462 ―1：28．23
 151．4�
611 ユキノジョー 牡2栗 55 国分 恭介西村 亮二氏 大根田裕之 新冠 飛渡牧場 442 ―1：28．3
 293．2�
712 メモリーゴールデン 牝2鹿 54 太宰 啓介橋元 幸次氏 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 474 ―1：28．93
 266．9�
35 ローズパラディン 牡2黒鹿55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 458 ―1：29．11 165．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，159，700円 複勝： 36，136，600円 枠連： 14，345，200円
馬連： 48，023，700円 馬単： 26，193，800円 ワイド： 32，022，600円
3連複： 63，413，300円 3連単： 83，740，100円 計： 336，035，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 280円 � 160円 � 190円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 6，100円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，330円 �� 670円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 44，050円

票 数

単勝票数 計 321597 的中 � 23360（5番人気）
複勝票数 計 361366 的中 � 27897（5番人気）� 69149（2番人気）� 48662（4番人気）
枠連票数 計 143452 的中 （7－8） 17902（2番人気）
馬連票数 計 480237 的中 �� 14266（9番人気）
馬単票数 計 261938 的中 �� 3217（21番人気）
ワイド票数 計 320226 的中 �� 8996（10番人気）�� 5994（14番人気）�� 12723（7番人気）
3連複票数 計 634133 的中 ��� 8102（18番人気）
3連単票数 計 837401 的中 ��� 1378（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．9―48．5―1：01．1―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウイサナ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Point Given 初出走

2015．4．10生 牡2栗 母 ペルサントクリール 母母 Try N Sue 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ステリファラス号は，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。



3400712月2日 晴 良 （29阪神5）第1日 第7競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

22 フリーフリッカー 牡3鹿 56 横山 典弘�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 22：04．9 8．5�

66 キングサムソン 牡5鹿 57 和田 竜二伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 6 〃 ハナ 12．4�
44 ソリティール 牡4栗 57 M．デムーロ�G1レーシング 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 6 〃 アタマ 2．2�
88 フ ラ ン ド ル �4鹿 57 C．ルメール 寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：05．21� 3．9�
55 アドマイヤカロ 牡6栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 548＋ 42：05．94 5．1�
77 メ ガ フ レ ア 牡3黒鹿56 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 484＋ 42：06．0クビ 11．3	
11 サンマルエンパイア 牡3鹿 56 佐藤 友則相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 466＋ 22：06．85 26．2


（笠松）

89 オースミメテオール 牡3黒鹿56 酒井 学�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 540＋162：07．43� 110．2�
33 	 シャイニングスター 牡5鹿 57 国分 恭介杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 512－ 82：08．03� 54．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，798，800円 複勝： 43，966，800円 枠連： 8，833，200円
馬連： 56，629，000円 馬単： 33，836，800円 ワイド： 35，550，900円
3連複： 66，665，400円 3連単： 133，623，900円 計： 416，904，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 200円 � 190円 � 120円 枠 連（2－6） 4，800円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 8，160円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 420円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 27，000円

票 数

単勝票数 計 377988 的中 � 35499（4番人気）
複勝票数 計 439668 的中 � 45338（5番人気）� 49477（4番人気）� 127863（1番人気）
枠連票数 計 88332 的中 （2－6） 1424（18番人気）
馬連票数 計 566290 的中 �� 9819（17番人気）
馬単票数 計 338368 的中 �� 3110（32番人気）
ワイド票数 計 355509 的中 �� 7741（16番人気）�� 22643（4番人気）�� 22413（5番人気）
3連複票数 計 666654 的中 ��� 19209（9番人気）
3連単票数 計1336239 的中 ��� 3588（100番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．1―13．3―12．3―12．2―12．5―12．2―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―36．4―49．7―1：02．0―1：14．2―1：26．7―1：38．9―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．2
1
3
5，8（1，2，3）（6，9）＝7，4
5，8（1，2，3）（6，4）9，7

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

勝馬の
紹 介

フリーフリッカー 
�
父 トランセンド 

�
母父 カリズマティック デビュー 2016．8．14 新潟10着

2014．4．1生 牡3鹿 母 イコールパートナー 母母 グレートキャティ 12戦2勝 賞金 16，750，000円
〔制裁〕 フリーフリッカー号の騎手横山典弘は，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。
※サンマルエンパイア号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3400812月2日 晴 良 （29阪神5）第1日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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
1：57．6
1：56．1

良
良

33 ペイドメルヴェイユ 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 470－ 81：59．8 2．6�
66 アドマイヤウイナー 牡3黒鹿56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 488＋ 6 〃 ハナ 2．4�
55 モンドシャルナ 牡6鹿 57 C．デムーロ 山本 英俊氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：00．22� 13．9�

（仏）

89 サイモンラムセス 牡7鹿 57 池添 謙一澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B452＋ 82：00．41	 41．4�
88 サウンドバーニング 牡5鹿 57 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 418± 0 〃 ハナ 27．0�
44 テリトーリアル 牡3栗 56 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 42：00．72 4．2�
11 
 ダイシンロイ 牡6黒鹿57 和田 竜二大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 62：00．8� 131．9	
22 メイショウオオゼキ �7鹿 57 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B496＋122：00．9クビ 108．0

77 
 スリーマキシマム 牡6鹿 57 福永 祐一永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 498＋ 62：01．22 11．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，721，400円 複勝： 33，882，400円 枠連： 11，179，400円
馬連： 58，285，700円 馬単： 33，798，400円 ワイド： 33，833，300円
3連複： 71，672，800円 3連単： 150，759，000円 計： 429，132，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 110円 � 180円 枠 連（3－6） 360円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 160円 �� 490円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 4，160円

票 数

単勝票数 計 357214 的中 � 105994（2番人気）
複勝票数 計 338824 的中 � 80521（2番人気）� 106494（1番人気）� 29675（4番人気）
枠連票数 計 111794 的中 （3－6） 23431（1番人気）
馬連票数 計 582857 的中 �� 120897（1番人気）
馬単票数 計 337984 的中 �� 33058（3番人気）
ワイド票数 計 338333 的中 �� 69549（1番人気）�� 14616（6番人気）�� 15742（5番人気）
3連複票数 計 716728 的中 ��� 44602（3番人気）
3連単票数 計1507590 的中 ��� 26263（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．5―12．2―12．1―11．9―11．7―11．4―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．7―48．9―1：01．0―1：12．9―1：24．6―1：36．0―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペイドメルヴェイユ 
�
父 ローエングリン 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．23 福島1着

2014．4．16生 牝3栗 母 ミスティックリバー 母母 ホワイトウォーターアフェア 9戦3勝 賞金 36，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3400912月2日 晴 良 （29阪神5）第1日 第9競走 ��
��1，800�シ ク ラ メ ン 賞

発走14時35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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．2
1：45．9

良
良

55 オブセッション 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510－ 61：45．6レコード 3．2�
66 ダノンフォーチュン 牡2鹿 55 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 512＋ 61：46．34 1．9�
44 リュクスポケット 牡2栗 55 C．デムーロ 田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 502－ 21：46．4クビ 4．9�

（仏）

22 バイオレントブロー 牡2黒鹿55 和田 竜二 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 474－ 41：46．61� 29．7�
11 シゲルホウレンソウ 牡2栗 55 松山 弘平森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 488－ 2 〃 クビ 40．2	
33 � スリルトサスペンス 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 432－131：48．08 247．7


（笠松） （笠松）

77 トゥラヴェスーラ 牡2鹿 55 川田 将雅吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 468－ 8 〃 ハナ 10．7�
（7頭）

売 得 金
単勝： 63，943，700円 複勝： 49，853，300円 枠連： 発売なし
馬連： 73，514，800円 馬単： 51，050，300円 ワイド： 34，149，900円
3連複： 75，346，800円 3連単： 252，056，100円 計： 599，914，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 130円 �� 170円 �� 160円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 1，080円

票 数

単勝票数 計 639437 的中 � 163372（2番人気）
複勝票数 計 498533 的中 � 141763（2番人気）� 167426（1番人気）
馬連票数 計 735148 的中 �� 254212（1番人気）
馬単票数 計 510503 的中 �� 75687（2番人気）
ワイド票数 計 341499 的中 �� 79954（1番人気）�� 42484（3番人気）�� 50622（2番人気）
3連複票数 計 753468 的中 ��� 205146（1番人気）
3連単票数 計2520561 的中 ��� 168698（3番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．4―12．0―12．2―12．0―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―34．9―46．9―59．1―1：11．1―1：22．4―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．5
3 1，4（2，7）＝6，5＝3 4 ・（1，4）（2，7）－6，5＝3

勝馬の
紹 介

オブセッション �

父 ディープインパクト �


母父 Smoke Glacken デビュー 2017．10．21 東京1着

2015．4．20生 牡2鹿 母 パーシステントリー 母母 Just Reward 2戦2勝 賞金 17，168，000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。

3401012月2日 晴 良 （29阪神5）第1日 第10競走 ��
��1，400�

み か げ

御影ステークス
発走15時10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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

35 プレスティージオ 牡4栗 57 浜中 俊奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 B492＋ 81：24．1 4．4�
814 ラ ユ ロ ッ ト 牝3黒鹿54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 田中スタッド 496＋ 8 〃 アタマ 2．1�
47 ヒデノインペリアル 牡5栗 57 岩田 康誠大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 516＋ 81：24．41� 4．2�
23 ヤマトワイルド 牡3鹿 56 柴田 善臣醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 478＋ 6 〃 クビ 9．6�
59 リッパーザウィン 牡5栗 57 佐藤 友則�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 520－ 61：24．5クビ 63．6�
（笠松）

610 メイショウアイアン 牡7鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 502＋ 41：24．6� 57．0	
58 オニノシタブル 牡6栗 57 C．デムーロ 青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B482－ 8 〃 クビ 17．6


（仏）

713 ナイトフォックス 牡5鹿 57 川田 将雅石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 21：24．7クビ 51．7�

46 ラブミークン 牡5栗 57 松山 弘平小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 506＋ 6 〃 ハナ 169．6�
22 ハングリーベン 牡3鹿 56 丹内 祐次石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 438－ 61：24．8	 24．3
712 ゴールドスーク 牡6栗 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B504＋ 2 〃 同着 28．3�
11 ヨ シ オ 牡4鹿 57 山口 勲仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 474± 01：25．01 81．4�
（佐賀）

611 ウエスタンラムール 牡5黒鹿57 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 454＋ 41：25．1	 255．7�
34 タイガークラウン 牡6黒鹿57 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 496＋20 〃 ハナ 191．8�
815 ア チ ー ヴ 牡7黒鹿57 四位 洋文前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 482＋ 21：25．31
 306．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，315，500円 複勝： 60，941，400円 枠連： 28，029，400円
馬連： 122，091，700円 馬単： 60，960，500円 ワイド： 63，946，800円
3連複： 157，509，400円 3連単： 235，139，400円 計： 782，934，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 110円 � 140円 枠 連（3－8） 570円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 260円 �� 320円 �� 260円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 543155 的中 � 97802（3番人気）
複勝票数 計 609414 的中 � 91301（3番人気）� 176703（1番人気）� 96442（2番人気）
枠連票数 計 280294 的中 （3－8） 37597（1番人気）
馬連票数 計1220917 的中 �� 150186（2番人気）
馬単票数 計 609605 的中 �� 28754（7番人気）
ワイド票数 計 639468 的中 �� 64830（2番人気）�� 47707（3番人気）�� 65018（1番人気）
3連複票数 計1575094 的中 ��� 147214（1番人気）
3連単票数 計2351394 的中 ��� 34652（7番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．1―12．1―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．0―47．1―59．2―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 5，14（4，13）（3，9，12）2（1，6）（7，8）－11，10－15 4 ・（5，14，13）12（4，3）（2，6，9，8）1，7（11，10）－15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プレスティージオ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2015．9．20 阪神1着

2013．4．13生 牡4栗 母 ス ー リ ア 母母 メイシヨウコマチ 16戦5勝 賞金 89，972，000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。



3401112月2日 晴 良 （29阪神5）第1日 第11競走 ��
��2，000�第68回チャレンジカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，28．12．3以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，28．12．2以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

33 サトノクロニクル 牡3鹿 55 M．デムーロ �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 454－101：58．6 3．5�
68 デニムアンドルビー 牝7鹿 54 C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 クビ 8．5�
（仏）

56 ブレスジャーニー 牡3鹿 55 柴田 善臣島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 462± 01：58．7クビ 3．7�
55 モンドインテロ 牡5鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 ハナ 4．5	
44 � スーパーマックス 牡3黒鹿55 山口 勲内田 勝士氏 九日 俊光 新ひだか 荒谷 輝和 510－111：59．44 91．9


（佐賀） （佐賀）

79 マイネルミラノ 牡7栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B488＋ 21：59．61	 11．0�

710 マサハヤドリーム 牡5鹿 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478＋161：59．7
 32．7�
22 メドウラーク 牡6鹿 56 岩田 康誠吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 クビ 26．0
67 プリメラアスール 牝5黒鹿54 酒井 学�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 512＋10 〃 ハナ 27．8�
812 レッドソロモン 牡5鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B486－ 42：00．33� 36．7�
811 ジョルジュサンク 牡4栗 56 川田 将雅 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 526＋ 42：00．62 7．5�
11 ニシノジャーニー 牡4青鹿56 佐藤 友則西山 茂行氏 森 秀行 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 436± 02：01．98 284．0�
（笠松）

（12頭）

売 得 金
単勝： 134，510，800円 複勝： 173，229，700円 枠連： 61，289，200円
馬連： 372，524，000円 馬単： 155，787，700円 ワイド： 189，880，900円
3連複： 566，828，800円 3連単： 862，030，500円 計： 2，516，081，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 220円 � 160円 枠 連（3－6） 1，140円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 590円 �� 330円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 12，120円

票 数

単勝票数 計1345108 的中 � 302431（1番人気）
複勝票数 計1732297 的中 � 386679（1番人気）� 159799（5番人気）� 295362（2番人気）
枠連票数 計 612892 的中 （3－6） 41639（6番人気）
馬連票数 計3725240 的中 �� 186863（5番人気）
馬単票数 計1557877 的中 �� 49114（7番人気）
ワイド票数 計1898809 的中 �� 80510（5番人気）�� 161268（2番人気）�� 57407（11番人気）
3連複票数 計5668288 的中 ��� 186196（5番人気）
3連単票数 計8620305 的中 ��� 51545（27番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．4―12．0―11．4―11．9―11．6―11．4―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．5―48．5―59．9―1：11．8―1：23．4―1：34．8―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノクロニクル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Intikhab デビュー 2016．12．18 阪神2着

2014．3．13生 牡3鹿 母 ト ゥ ー ピ ー 母母 Turpitude 9戦3勝 賞金 108，914，000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。

3401212月2日 晴 良 （29阪神5）第1日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時20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

816 アディラート 牡3黒鹿56 C．ルメール 安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B496＋ 41：22．9 3．5�
510 シルバーポジー 牝4芦 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：23．64 7．7�
611 サ ヴ ィ 牡3黒鹿56 C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 8 〃 ハナ 4．6�
（仏）

24 シンゼンスタチュー �4黒鹿57 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 502＋ 41：24．13 17．1�

47 モアニケアラ 牝5芦 55 国分 恭介名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462± 01：24．41	 276．2	
612 メイショウタラチネ 牝5黒鹿55 和田 竜二松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 B468± 01：24．5
 30．7

714� マテラスカイ 牡3栗 56 松山 弘平大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch

Bages LTD 514＋ 41：24．6	 63．8�
36 ハーツジュニア 牡5鹿 57 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 498－ 41：24．7
 21．4�
23 ア バ ン サ ル �6栗 57 藤懸 貴志�ノースヒルズ 中村 均 新冠 石田牧場 510＋161：24．8	 239．6
59 メイショウノボサン 牡4栗 57 岩田 康誠松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 486＋161：24．9
 8．4�
35 デ イ ズ 牡3黒鹿56 柴田 善臣池袋レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 550＋ 91：25．1	 65．2�
11 アドマイヤスパーズ 牡7鹿 57 池添 謙一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 496－ 41：25．52
 218．8�
48 シゲルメジロザメ 牝4鹿 55 佐藤 友則森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 458－ 61：25．6
 114．6�

（笠松）

713 ス ト リ ク ス �4鹿 57 福永 祐一 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 490－ 21：25．7
 3．6�

12 リリーウイナー 牡5鹿 57 浜中 俊土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 522＋121：26．33
 32．9�
815� カフジオリオン 牡5鹿 57 山口 勲加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 502＋ 81：26．93
 176．7�
（佐賀）

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，816，600円 複勝： 90，364，700円 枠連： 40，798，600円
馬連： 166，630，100円 馬単： 68，645，300円 ワイド： 94，510，600円
3連複： 221，267，600円 3連単： 300，874，600円 計： 1，050，908，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 200円 � 180円 枠 連（5－8） 780円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 640円 �� 380円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 12，300円

票 数

単勝票数 計 678166 的中 � 153497（1番人気）
複勝票数 計 903647 的中 � 158797（2番人気）� 107299（4番人気）� 130206（3番人気）
枠連票数 計 407986 的中 （5－8） 40279（5番人気）
馬連票数 計1666301 的中 �� 76392（6番人気）
馬単票数 計 686453 的中 �� 19499（9番人気）
ワイド票数 計 945106 的中 �� 36774（6番人気）�� 68125（3番人気）�� 32553（8番人気）
3連複票数 計2212676 的中 ��� 61640（8番人気）
3連単票数 計3008746 的中 ��� 17732（29番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．0―12．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．3―46．3―58．4―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アディラート �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．10．10 京都2着

2014．2．13生 牡3黒鹿 母 ナリタブルースター 母母 ストームティグレス 11戦3勝 賞金 48，696，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。
（非当選馬） 5頭 アイファーサンディ号・コスモラヴモア号・ダンツゴウユウ号・ベルクリア号・ロゼッタストーン号
（非抽選馬） 1頭 ゴーイングベル号
※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。



（29阪神5）第1日 12月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 150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

250，070，000円
5，060，000円
20，630，000円
1，320，000円
29，120，000円
62，558，500円
4，104，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
595，912，600円
923，651，900円
220，880，800円
1，132，148，200円
589，727，700円
646，266，100円
1，532，848，500円
2，587，914，800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 8，229，350，600円

総入場人員 26，680名 （有料入場人員 25，426名）
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