
3400112月1日 晴 良 （30阪神5）第1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

11 オーヴェルニュ 牡2鹿 55 C．デムーロ 杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 444－ 21：13．0 1．4�
（仏）

22 カモンスプリング 牡2鹿 55 福永 祐一石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 472－ 2 〃 クビ 5．5�
89 グレースアンバー 牝2栗 54 岩田 康誠吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 424－ 2 〃 ハナ 6．4�
66 ゴールデンライオン 牡2鹿 55 国分 恭介石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 480＋101：13．31� 26．2�
33 メイショウヤシャ 牡2栗 55 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 468± 01：14．04 9．6�
77 タカノオージャ 牡2鹿 55 藤岡 佑介山口多賀司氏 村山 明 新冠 守矢牧場 484－ 41：14．85 63．3�
55 クリノルナマヤ 牝2鹿 54 藤懸 貴志栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 新ひだか 秋田育成牧場 444－ 21：15．01� 492．8	
44 コラルブラッシュ 牡2鹿 55 小牧 太中島 俊房氏 服部 利之 日高 Wing Farm 456＋ 21：15．31� 208．5

78 クリノマンジェリカ 牝2青鹿54 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 456－ 41：15．93� 75．5�
810 ケ ア ナ エ 牝2黒鹿54 岩崎 翼守内 満氏 西橋 豊治 浦河 栄進牧場 448＋ 41：16．0� 72．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，095，600円 複勝： 97，816，800円 枠連： 7，924，800円
馬連： 35，007，300円 馬単： 27，943，900円 ワイド： 27，666，300円
3連複： 49，211，200円 3連単： 120，820，300円 計： 392，486，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 110円 � 120円 枠 連（1－2） 240円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 130円 �� 160円 �� 250円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 830円

票 数

単勝票数 計 260956 的中 � 145336（1番人気）
複勝票数 計 978168 的中 � 774939（1番人気）� 65642（2番人気）� 50037（3番人気）
枠連票数 計 79248 的中 （1－2） 25296（1番人気）
馬連票数 計 350073 的中 �� 98450（1番人気）
馬単票数 計 279439 的中 �� 63263（1番人気）
ワイド票数 計 276663 的中 �� 65269（1番人気）�� 43623（2番人気）�� 21769（4番人気）
3連複票数 計 492112 的中 ��� 106475（1番人気）
3連単票数 計1208203 的中 ��� 105227（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．0―12．5―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．7―48．2―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーヴェルニュ 
�
父 スマートファルコン 

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．9．17 阪神6着

2016．5．8生 牡2鹿 母 ギュイエンヌ 母母 スギノトヨヒメ 4戦1勝 賞金 7，750，000円
※タカノオージャ号は，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。

3400212月1日 晴 良 （30阪神5）第1日 第2競走 ��1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

55 ダイメイコスモス 牡2栗 55 M．デムーロ宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 484＋ 21：26．7 1．5�
44 レイナブローニュ 牝2栗 54 福永 祐一山本又一郎氏 斉藤 崇史 新冠 秋田牧場 450－ 2 〃 クビ 4．0�
812 コ ル テ 牡2鹿 55 C．デムーロ 桐谷 茂氏 村山 明 浦河 加藤 重治 518－ 21：27．23 8．7�

（仏）

67 ル ル ド 牡2鹿 55 岩崎 翼 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 428－ 21：27．52 22．1�

68 アイメイドイット 牝2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 402＋ 41：27．6クビ 58．6�

11 ジャングルランブル 牡2鹿 55 松若 風馬 �カナヤマホール
ディングス 中尾 秀正 新ひだか 田中 裕之 494－ 61：27．7� 52．7	

56 ベルメモワール 牝2青鹿 54
52 △森 裕太朗山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 446－ 2 〃 クビ 147．2


811 グランツシチー 牡2栗 55 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 杵臼牧場 450－ 61：27．8� 20．2�
22 パ ゴ ダ 牝2鹿 54 荻野 琢真�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 436－ 61：28．33 353．0
33 ダンツスピリット 牡2黒鹿55 小林 徹弥山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 468＋10 〃 ハナ 119．0�
710 メイショウカクミチ 牡2鹿 55 田中 健松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 448＋ 61：28．51� 21．1�
79 エスペランサボス 牡2栗 55 小牧 太江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 バンブー牧場 480－ 8 〃 アタマ 399．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，801，500円 複勝： 69，576，300円 枠連： 9，088，500円
馬連： 34，383，300円 馬単： 26，710，500円 ワイド： 27，202，000円
3連複： 50，699，800円 3連単： 97，299，700円 計： 338，761，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（4－5） 220円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 140円 �� 180円 �� 330円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 940円

票 数

単勝票数 計 238015 的中 � 125032（1番人気）
複勝票数 計 695763 的中 � 519642（1番人気）� 58356（2番人気）� 41921（3番人気）
枠連票数 計 90885 的中 （4－5） 31088（1番人気）
馬連票数 計 343833 的中 �� 110219（1番人気）
馬単票数 計 267105 的中 �� 60959（1番人気）
ワイド票数 計 272020 的中 �� 60415（1番人気）�� 39105（2番人気）�� 15939（4番人気）
3連複票数 計 506998 的中 ��� 93866（1番人気）
3連単票数 計 972997 的中 ��� 74559（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．6―12．5―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―36．1―48．6―1：01．0―1：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．1
3 11，12（5，10）（4，6，9）（7，8）（1，3）2 4 11，12（5，10）（4，6，9）（1，7，8）（2，3）

勝馬の
紹 介

ダイメイコスモス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．10．27 京都4着

2016．5．22生 牡2栗 母 ダイメイザバリヤル 母母 ミスイースター 3戦1勝 賞金 8，100，000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1日 晴 良 （30阪神5）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

78 シールドヴォルト 牡2鹿 55 国分 恭介飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 440＋ 21：55．5 8．8�
66 マンノグランプリ 牡2鹿 55 藤岡 佑介萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 502＋ 61：55．71� 46．6�
810 スパンキーワールド 牡2栗 55 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 杵臼牧場 516＋ 81：56．33� 1．3�
44 ラ デ ツ キ ー 牡2栗 55 小牧 太中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B520－ 21：56．51� 72．6�
33 ダブルクラッチ 牡2鹿 55 四位 洋文 �キャロットファーム 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 474－ 21：56．81� 6．5�
77 ギャップオブリアル 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 21：57．54 11．0	
22 ゼロドライブ 牡2栗 55 水口 優也中西 功氏 服部 利之 日高 大矢牧場 422＋ 2 〃 クビ 293．4

11 ビップモーリー 牡2黒鹿55 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 456＋ 61：57．6� 11．1�
89 ロ グ ブ ッ ク 牡2黒鹿55 国分 優作玉井 宏和氏 大根田裕之 平取 川向高橋育

成牧場 478± 01：58．02� 70．4�
55 テイエムワークオー �2鹿 55 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム 518－ 41：59．06 243．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，273，500円 複勝： 79，362，500円 枠連： 8，208，200円
馬連： 37，252，000円 馬単： 30，533，600円 ワイド： 25，758，200円
3連複： 43，357，100円 3連単： 109，327，100円 計： 357，072，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 140円 � 500円 � 100円 枠 連（6－7） 9，070円

馬 連 �� 17，390円 馬 単 �� 37，050円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 200円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 64，170円

票 数

単勝票数 計 232735 的中 � 22251（3番人気）
複勝票数 計 793625 的中 � 46438（2番人気）� 6887（6番人気）� 631465（1番人気）
枠連票数 計 82082 的中 （6－7） 701（13番人気）
馬連票数 計 372520 的中 �� 1660（21番人気）
馬単票数 計 305336 的中 �� 618（35番人気）
ワイド票数 計 257582 的中 �� 2885（16番人気）�� 42132（2番人気）�� 7458（10番人気）
3連複票数 計 433571 的中 ��� 13247（8番人気）
3連単票数 計1093271 的中 ��� 1235（117番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．9―13．1―12．7―12．6―12．4―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．4―51．5―1：04．2―1：16．8―1：29．2―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シールドヴォルト �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．7．28 小倉6着

2016．4．24生 牡2鹿 母 ロイヤルヴォルト 母母 レディジョアン 4戦1勝 賞金 5，500，000円

3400412月1日 晴 良 （30阪神5）第1日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時35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

46 ミッキースピリット 牡2鹿 55 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486± 01：20．8レコード 15．8�
22 エクレアスピード 牡2鹿 55 武 豊李 柱坤氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 470－ 2 〃 クビ 2．9�
35 グッドレイズ 牡2栗 55 福永 祐一杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 山岡牧場 478－ 21：21．22� 3．9�
610 ウォーターブレイク 牝2黒鹿54 M．デムーロ山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 21：21．83� 18．3�
23 リ ラ イ ト 牡2青 55 C．ルメール 前田 葉子氏 森田 直行 新冠 平山牧場 462＋ 21：21．9� 5．6�
814 オウケンドーン 牡2鹿 55 C．デムーロ 福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480－ 81：22．53� 5．7�

（仏）

712 クリノカリビアン 牝2鹿 54 丹内 祐次栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 420± 01：22．71 700．7	
59 ス ピ ン ク 牝2鹿 54 岩田 康誠窪田 康志氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 430± 01：22．8� 23．1

47 ロードオヒア 牡2鹿 55 川田 将雅 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム B482± 01：23．11� 27．3�
815 エイシントロイ 牝2鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 430－12 〃 クビ 157．0
58 アイファーキャノン 牝2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 418± 0 〃 ハナ 536．9�
713 イエローナイフ 牡2青 55 水口 優也�ミルファーム 伊藤 正徳 日高 シンボリ牧場 450－ 41：23．2� 819．5�
34 ベルガモット 牡2鹿 55 国分 優作山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前谷 武志 422± 01：23．51� 372．1�
611 アラブルテーラー 牡2青鹿55 田中 健中西 浩一氏 坂口 正則 新冠 ハシモトフアーム 452＋ 41：24．24 401．7�
11 ミヤジハヤカゼ 牡2鹿 55 四位 洋文曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 B494－ 21：24．3� 33．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，665，000円 複勝： 49，616，400円 枠連： 14，010，400円
馬連： 58，601，800円 馬単： 30，342，900円 ワイド： 44，434，300円
3連複： 83，173，400円 3連単： 108，844，600円 計： 427，688，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 250円 � 130円 � 150円 枠 連（2－4） 720円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 510円 �� 560円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 14，080円

票 数

単勝票数 計 386650 的中 � 20651（5番人気）
複勝票数 計 496164 的中 � 38242（5番人気）� 125535（1番人気）� 88212（2番人気）
枠連票数 計 140104 的中 （2－4） 15038（3番人気）
馬連票数 計 586018 的中 �� 27502（6番人気）
馬単票数 計 303429 的中 �� 4790（18番人気）
ワイド票数 計 444343 的中 �� 20219（6番人気）�� 18318（7番人気）�� 62719（1番人気）
3連複票数 計 831734 的中 ��� 53601（3番人気）
3連単票数 計1088446 的中 ��� 5601（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．7―34．1―45．9―57．9―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキースピリット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Invincible Spirit デビュー 2018．8．19 小倉7着

2016．3．14生 牡2鹿 母 フリーティングスピリット 母母 Millennium Tale 4戦1勝 賞金 5，750，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3400512月1日 晴 良 （30阪神5）第1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

11 キュールエミヤビ 牝2鹿 54 川田 将雅岡本 良三氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 462 ―1：36．6 16．1�
813 アナザードリーム 牡2鹿 55 北村 友一山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 464 ―1：36．7� 101．2�
812 メイショウビジュー 牝2鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 石橋 守 浦河 富田牧場 442 ― 〃 クビ 10．8�
45 クインズジャスミン 牝2栗 54 武 豊亀田 和弘氏 野中 賢二 浦河 富田牧場 424 ―1：37．12� 16．3�
710 ジュベルハフィート 牡2鹿 55 C．ルメール �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 442 ― 〃 ハナ 1．9�
56 トゥールナージュ 牝2鹿 54 松若 風馬 	ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 442 ―1：37．31� 48．8

57 ヘ レ ナ 牝2黒鹿54 C．デムーロ	ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440 ― 〃 ハナ 12．6�
（仏）

22 マイネルオルガノ 牡2鹿 55 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 徹 新ひだか 松本牧場 484 ―1：37．62 297．9�

33 アッフェルマーレ 牝2鹿 54 岩田 康誠下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 464 ―1：37．7� 3．7
44 ホームアゲイン 牝2鹿 54 福永 祐一飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 428 ―1：37．8� 21．4�
69 コンソラトゥール 牝2鹿 54 藤岡 佑介吉澤 克己氏 庄野 靖志 新ひだか タイヘイ牧場 494 ―1：38．01� 89．3�
711 ペイシャマキアージ 牝2黒鹿54 田中 健北所 直人氏 坂口 正則 日高 日高大洋牧場 468 ―1：38．63� 269．8�
68 クワイエット 牝2黒鹿54 小牧 太 	YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 422 ―1：39．02� 46．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，671，700円 複勝： 35，705，700円 枠連： 11，656，800円
馬連： 47，357，500円 馬単： 27，038，700円 ワイド： 34，689，600円
3連複： 59，685，800円 3連単： 84，130，000円 計： 336，935，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 330円 � 1，510円 � 280円 枠 連（1－8） 5，210円

馬 連 �� 34，260円 馬 単 �� 64，170円

ワ イ ド �� 6，730円 �� 1，590円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 65，150円 3 連 単 ��� 480，260円

票 数

単勝票数 計 366717 的中 � 19237（5番人気）
複勝票数 計 357057 的中 � 30354（5番人気）� 5297（11番人気）� 36406（3番人気）
枠連票数 計 116568 的中 （1－8） 1731（19番人気）
馬連票数 計 473575 的中 �� 1071（48番人気）
馬単票数 計 270387 的中 �� 316（90番人気）
ワイド票数 計 346896 的中 �� 1312（46番人気）�� 5751（16番人気）�� 1878（39番人気）
3連複票数 計 596858 的中 ��� 687（117番人気）
3連単票数 計 841300 的中 ��� 127（696番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．4―12．6―12．8―11．2―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．6―37．0―49．6―1：02．4―1：13．6―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．2
3 ・（13，11）（1，5）－9（7，12）－10，2，4（3，8）6 4 ・（13，11）（1，5，12）9，7，10（2，4）6，3，8

勝馬の
紹 介

キュールエミヤビ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2016．4．24生 牝2鹿 母 スウェプトレジーナ 母母 ヴィヴァットレジーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3400612月1日 晴 良 （30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）

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
1：23．0
1：23．0

重
重

611 フォレブルート 牝2鹿 54 C．デムーロ 林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 436 ―1：25．2 1．7�
（仏）

612 ペイシャクレア 牝2鹿 54 北村 友一北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 420 ―1：26．37 31．4�
510 スマートアテナ 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 448 ―1：26．93� 11．5�
59 サーストンネイジュ 牝2芦 54 福永 祐一齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 472 ―1：27．11� 5．7�
36 アイスバーグアリー 牝2青鹿54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430 ― 〃 ハナ 12．8�
11 ナムラオッケー 牝2鹿 54 横山 典弘奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 422 ―1：27．42 18．2�
48 ミッキーバラード 牝2鹿 54 岩田 康誠野田みづき氏 高橋 康之 日高 白井牧場 484 ― 〃 アタマ 23．6	
816 トウカイソフィア 牝2鹿 54 岩崎 翼内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 440 ―1：27．5クビ 333．0

23 ティボリドライヴ 牝2栗 54 国分 恭介松岡 隆雄氏 田所 秀孝 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480 ―1：27．92� 78．7�
35 アイカリトマナカ 牝2鹿 54 藤岡 佑介村田 能光氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 458 ―1：28．22 84．4�
12 イーパンサーパン 牝2黒鹿54 四位 洋文松本 俊廣氏 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 464 ―1：28．3� 67．6
47 マジックシード 牝2鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：28．51� 11．1�
815 ナムラシロッコ 牝2黒鹿 54

52 △森 裕太朗奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 450 ―1：29．03 201．8�
713 ヒマリチャン 牝2栗 54 松若 風馬北側 雅勝氏 村山 明 新ひだか 三石橋本牧場 496 ―1：30．38 197．8�
714 アイファーファーレ 牝2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 468 ―1：30．61� 508．7�
24 エ ニ フ 牝2鹿 54 藤懸 貴志馬場 祥晃氏 作田 誠二 日高 白井牧場 418 ―1：38．1大差 398．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，113，800円 複勝： 49，701，600円 枠連： 15，924，800円
馬連： 48，234，100円 馬単： 28，337，000円 ワイド： 39，626，200円
3連複： 63，507，800円 3連単： 94，157，000円 計： 376，602，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 440円 � 260円 枠 連（6－6） 2，580円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 850円 �� 440円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 7，300円 3 連 単 ��� 30，250円

票 数

単勝票数 計 371138 的中 � 178859（1番人気）
複勝票数 計 497016 的中 � 241828（1番人気）� 15258（8番人気）� 30301（5番人気）
枠連票数 計 159248 的中 （6－6） 4770（8番人気）
馬連票数 計 482341 的中 �� 15081（8番人気）
馬単票数 計 283370 的中 �� 7984（8番人気）
ワイド票数 計 396262 的中 �� 11837（9番人気）�� 25086（4番人気）�� 3124（29番人気）
3連複票数 計 635078 的中 ��� 6516（21番人気）
3連単票数 計 941570 的中 ��� 2256（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．9―48．7―1：01．0―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．5
3 ・（11，10）9（6，7）（12，16）2＝1，15（5，8）（3，13，14）＝4 4 ・（11，10）（9，6，7）16（12，2）－15－（1，8）－5（3，13，14）＝4

勝馬の
紹 介

フォレブルート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2016．2．8生 牝2鹿 母 プ リ ー ム ス 母母 レジェンドトレイル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エニフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月1日まで平地競走に出走

できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グッドヴィジョン号・サトノアイビス号
※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。



3400712月1日 曇 良 （30阪神5）第1日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走13時25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
1：45．6
1：45．6

良
良

11 ハギノアップロード 牡2黒鹿55 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 466＋ 61：48．4 4．7�
810 ミッキーバディーラ 牝2鹿 54 C．ルメール 野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 468－ 61：48．71� 2．2�
44 カフジローズ 牝2鹿 54 M．デムーロ加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 クビ 6．2�
22 ヴ ィ ン ト 牡2鹿 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 526－ 61：48．8クビ 504．2�
55 プレミアムギフト 牝2黒鹿54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 520＋ 41：49．01� 20．8�
89 ビッグバジェット 牝2鹿 54 岩田 康誠吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 アタマ 41．9	
33 ネルソンタッチ 牡2芦 55 松若 風馬谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 494± 01：49．1	 38．7

77 ディープサドラーズ 牡2鹿 55 C．デムーロ 廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 456－ 21：49．2	 5．5�

（仏）

66 ウインフルスター 牡2鹿 55 丹内 祐次�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 472＋121：50．58 286．8�
78 ヒルノアマランテ 牡2鹿 55 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 畠山牧場 510－ 4 （競走中止） 11．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 48，298，700円 複勝： 56，581，300円 枠連： 11，149，200円
馬連： 63，362，400円 馬単： 35，521，600円 ワイド： 42，974，400円
3連複： 78，287，200円 3連単： 141，391，700円 計： 477，566，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（1－8） 410円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 190円 �� 310円 �� 220円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 3，690円

票 数

単勝票数 計 482987 的中 � 84395（2番人気）
複勝票数 計 565813 的中 � 99958（2番人気）� 155822（1番人気）� 86562（4番人気）
枠連票数 計 111492 的中 （1－8） 20580（2番人気）
馬連票数 計 633624 的中 �� 106519（1番人気）
馬単票数 計 355216 的中 �� 23210（4番人気）
ワイド票数 計 429744 的中 �� 61910（1番人気）�� 31139（4番人気）�� 49166（2番人気）
3連複票数 計 782872 的中 ��� 101884（1番人気）
3連単票数 計1413917 的中 ��� 27710（7番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．9―13．0―12．5―12．2―11．3―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．1―49．1―1：01．6―1：13．8―1：25．1―1：36．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハギノアップロード �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Xaar デビュー 2018．7．29 札幌3着

2016．3．3生 牡2黒鹿 母 ウェイクアップマギー 母母 Kalagold 6戦1勝 賞金 14，880，000円
〔競走中止〕 ヒルノアマランテ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ヴィント号の騎手竹之下智昭は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成30年12月8日から平成30年12月

16日まで騎乗停止。（被害馬：7番）
〔その他〕 プレミアムギフト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 プレミアムギフト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年1月1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。

3400812月1日 曇 良 （30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 （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 エイシンレーザー 牡3鹿 56 C．デムーロ 平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 482－ 82：06．3 5．4�
（仏）

11 イ ベ リ ア 牡3黒鹿56 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 500－ 2 〃 アタマ 2．8�
55 ブルベアラクーン 牡4栗 57 国分 優作 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 B548± 0 〃 アタマ 14．5�
810 ビップデヴィット 牡3栗 56 国分 恭介鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 478＋ 62：06．83 13．4�
67 ワ イ ズ ワ ン 牡3鹿 56 松若 風馬林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B494＋ 8 〃 アタマ 54．4�
811 ダウンザライン 牡4芦 57 四位 洋文�Basic 小野 次郎 新冠 ラツキー牧場 466－122：06．9クビ 11．2	
33 リ ッ キ ー 牡3芦 56 C．ルメール 市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 4 〃 クビ 5．2

79 ヒルノアトラーニ 牡4青鹿57 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 524＋ 22：07．32� 4．6�
78 ラ ド ル ク ス 牝3栗 54 岩田 康誠水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 494＋ 2 〃 アタマ 24．0�
44 スワーヴポルトス 牡3鹿 56 藤岡 佑介�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 438± 02：08．25 216．9
66 バ リ エ ン テ 牡3黒鹿56 岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 448＋162：09．05 127．3�
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売 得 金
単勝： 41，943，400円 複勝： 46，651，000円 枠連： 13，899，600円
馬連： 67，681，400円 馬単： 34，355，800円 ワイド： 45，458，500円
3連複： 84，510，800円 3連単： 130，395，100円 計： 464，895，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 130円 � 300円 枠 連（1－2） 620円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，020円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 12，790円

票 数

単勝票数 計 419434 的中 � 61085（4番人気）
複勝票数 計 466510 的中 � 76750（2番人気）� 117208（1番人気）� 29291（7番人気）
枠連票数 計 138996 的中 （1－2） 17153（2番人気）
馬連票数 計 676814 的中 �� 89566（1番人気）
馬単票数 計 343558 的中 �� 17979（4番人気）
ワイド票数 計 454585 的中 �� 48880（1番人気）�� 10335（15番人気）�� 15123（9番人気）
3連複票数 計 845108 的中 ��� 25257（8番人気）
3連単票数 計1303951 的中 ��� 7387（37番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．8―13．1―12．6―13．0―12．3―12．5―12．7―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．1―49．2―1：01．8―1：14．8―1：27．1―1：39．6―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．2
1
3
4，5，2（8，9）（3，7，10）（6，1）－11・（4，5）（2，9，10）8（3，7，1）6－11

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

勝馬の
紹 介

エイシンレーザー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2018．4．8 阪神6着

2015．3．13生 牡3鹿 母 エーシンアマテラス 母母 Tennessee Girl 8戦2勝 賞金 15，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 リッキー号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・11番）

ブルベアラクーン号の騎手国分優作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※スワーヴポルトス号は，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。



3400912月1日 曇 良 （30阪神5）第1日 第9競走 ��
��2，000�

ふ た た び さ ん

再 度 山 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

44 ミスディレクション �4黒鹿57 北村 友一�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492－ 21：58．7 11．3�

79 シンギュラリティ 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 488± 01：58．91	 1．7�
78 ジ ェ シ ー 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 478＋ 4 〃 クビ 8．1�
11 エルリストン �5黒鹿57 武 豊�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 472－ 41：59．0
 18．8�
810 テリトーリアル 牡4栗 57 岩田 康誠ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 2 〃 クビ 16．0	
55 ス ヴ ァ ル ナ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 512＋101：59．1
 10．3

67 � トーセンスーリヤ 牡3栗 56 四位 洋文島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 468＋ 21：59．2クビ 23．2�
66 イダエンペラー 牡3青鹿56 C．デムーロ 張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494＋102：00．37 4．6

（仏）

22 � ニホンピロメリーナ 牝4栗 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 456－ 62：00．83 316．5�
811 ヴィオトポス 牝3青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 6 〃 アタマ 303．2�
（10頭）

33 オールドクラシック 牡5青鹿57 藤岡 佑介�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，676，900円 複勝： 112，303，400円 枠連： 17，281，100円
馬連： 87，759，400円 馬単： 50，334，000円 ワイド： 57，579，500円
3連複： 110，799，900円 3連単： 202，255，000円 計： 686，989，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 170円 � 110円 � 170円 枠 連（4－7） 650円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 320円 �� 780円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 15，200円

票 数

単勝票数 差引計 486769（返還計 1455） 的中 � 34365（5番人気）
複勝票数 差引計1123034（返還計 4461） 的中 � 75912（4番人気）� 685222（1番人気）� 78349（3番人気）
枠連票数 差引計 172811（返還計 3676） 的中 （4－7） 20422（2番人気）
馬連票数 差引計 877594（返還計 11007） 的中 �� 75361（4番人気）
馬単票数 差引計 503340（返還計 6505） 的中 �� 12949（11番人気）
ワイド票数 差引計 575795（返還計 10615） 的中 �� 47630（4番人気）�� 16559（11番人気）�� 58621（2番人気）
3連複票数 差引計1107999（返還計 30572） 的中 ��� 47363（6番人気）
3連単票数 差引計2022550（返還計 53992） 的中 ��� 9641（57番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．3―12．1―12．0―11．9―11．6―11．6―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―36．7―48．8―1：00．8―1：12．7―1：24．3―1：35．9―1：46．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミスディレクション �
�
父 ミスキャスト �

�
母父 Sky Classic デビュー 2016．11．13 京都8着

2014．5．9生 �4黒鹿 母 スウィフトオブフライト 母母 Sails Unfurled 16戦4勝 賞金 51，972，000円
〔競走除外〕 オールドクラシック号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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。

3401012月1日 晴 良 （30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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

88 ホウショウナウ 牡3栗 56 M．デムーロ芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 506＋ 81：23．5 3．2�
55 ヤマニンアンプリメ 牝4鹿 55 岩田 康誠土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 496＋ 41：23．6� 4．9�
22 	 シ ヴ ァ ー ジ 牡3栗 56 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B502－ 2 〃 クビ 1．6�
77 ガ ン ジ ー 牡7栗 57 小牧 太岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 510＋ 61：24．02
 100．7�
89 マルカソレイユ 牝4栗 55 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 482＋ 21：24．1
 15．9�
44 クリノリーソクツモ 牝6鹿 55 松若 風馬栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 440＋ 61：24．52
 283．8	
33 ブラックジョー �5青鹿57 横山 典弘山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 476＋121：24．6クビ 61．2

11 タイセイパルサー 牡5黒鹿57 藤岡 佑介田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 504＋201：24．7
 58．5�
66 ケ イ マ 牡5鹿 57 国分 恭介石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 B486－ 41：24．91� 27．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 56，484，600円 複勝： 132，552，500円 枠連： 17，187，600円
馬連： 97，607，400円 馬単： 64，736，900円 ワイド： 52，440，900円
3連複： 115，604，800円 3連単： 322，372，300円 計： 858，987，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 100円 � 110円 � 100円 枠 連（5－8） 680円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 170円 �� 120円 �� 140円

3 連 複 ��� 210円 3 連 単 ��� 1，790円

票 数

単勝票数 計 564846 的中 � 139793（2番人気）
複勝票数 計1325525 的中 � 137040（2番人気）� 97285（3番人気）� 977787（1番人気）
枠連票数 計 171876 的中 （5－8） 19447（3番人気）
馬連票数 計 976074 的中 �� 111768（3番人気）
馬単票数 計 647369 的中 �� 48088（4番人気）
ワイド票数 計 524409 的中 �� 59530（3番人気）�� 138027（1番人気）�� 92559（2番人気）
3連複票数 計1156048 的中 ��� 399456（1番人気）
3連単票数 計3223723 的中 ��� 129863（5番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．0―11．8―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．2―47．2―59．0―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．3
3 7，2（3，6，9）（5，8）1，4 4 7（2，6，9）（3，5，8）（1，4）

勝馬の
紹 介

ホウショウナウ 
�
父 ゴールドアリュール 

�
母父 Desert King デビュー 2017．10．7 京都1着

2015．5．6生 牡3栗 母 ホウショウルビー 母母 Gaily Field 6戦4勝 賞金 53，082，000円



3401112月1日 晴 良 （30阪神5）第1日 第11競走 ��
��2，000�第69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，29．12．2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，29．12．1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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

79 エアウィンザー 牡4黒鹿56 M．デムーロ �ラッキーフィールド中竹 和也 千歳 社台ファーム 508± 01：58．3 2．7�
22 � マウントゴールド 牡5鹿 56 武 豊青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 450＋ 41：58．83 14．6�
710 ステイフーリッシュ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 450－ 21：59．01	 18．2�
33 ダンビュライト 牡4黒鹿57 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496＋14 〃 ハナ 6．3�
44 マイネルフロスト 牡7芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 B494＋ 21：59．1クビ 400．7	
68 レ イ エ ン ダ 牡3黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482－ 41：59．31
 2．1

11 マルターズアポジー 牡6鹿 56 福永 祐一藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 528± 01：59．4	 22．8�
812 サイモンラムセス 牡8鹿 56 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B456＋ 2 〃 クビ 340．3�
56 ケ ン ト オ ー 牡6黒鹿56 松若 風馬田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 464± 01：59．5� 274．0
811 トリコロールブルー 牡4青鹿56 岩田 康誠 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500± 02：00．03 18．7�
55 � ダッシングブレイズ 牡6栗 56 C．デムーロ グリーンフィールズ� 斉藤 崇史 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

506± 02：00．1クビ 53．3�
（仏）

67 ロードヴァンドール 牡5栗 56 横山 典弘 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B506＋ 8 〃 クビ 41．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 197，056，700円 複勝： 238，438，800円 枠連： 53，369，400円
馬連： 443，702，200円 馬単： 204，037，100円 ワイド： 250，818，900円
3連複： 642，917，400円 3連単： 1，221，761，400円 計： 3，252，101，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 340円 � 430円 枠 連（2－7） 1，540円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 570円 �� 630円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 5，260円 3 連 単 ��� 19，540円

票 数

単勝票数 計1970567 的中 � 570268（2番人気）
複勝票数 計2384388 的中 � 720131（2番人気）� 140462（4番人気）� 105101（6番人気）
枠連票数 計 533694 的中 （2－7） 26807（4番人気）
馬連票数 計4437022 的中 �� 212074（4番人気）
馬単票数 計2040371 的中 �� 68528（6番人気）
ワイド票数 計2508189 的中 �� 117210（4番人気）�� 104051（7番人気）�� 30434（21番人気）
3連複票数 計6429174 的中 ��� 91619（16番人気）
3連単票数 計12217614 的中 ��� 45315（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．4―48．2―59．7―1：11．4―1：23．1―1：34．8―1：46．3

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

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

勝馬の
紹 介

エアウィンザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．25 阪神2着

2014．2．15生 牡4黒鹿 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー 14戦7勝 賞金 154，400，000円
〔発走状況〕 ダンビュライト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

3401212月1日 晴 良 （30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
1：20．3

不良
不良

36 アディラート 牡4黒鹿57 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 B502＋ 21：22．8 2．5�
612� フィールシュパース 牡3栗 56 国分 優作�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Sierra Farm 552＋ 21：23．11	 16．5�
23 メイショウサチシオ 牝4黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 502－ 4 〃 アタマ 3．8�
11 メイショウミライ 牡3栗 56

54 △森 裕太朗松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 476－ 21：23．52
 24．8�
24 � マ リ ナ ー �4栗 57 丹内 祐次前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 484－ 61：23．71
 286．7�
59 サ ン キ ュ ー 牡5栗 57 横山 典弘市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 526＋ 61：23．8
 18．0	
713 コンクエストシチー �6栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 466－ 81：23．9
 22．6

611 ロードヴォルケーノ 牡7鹿 57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 486± 0 〃 ハナ 91．4�
12 ショウナンカイドウ 牡5栗 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B538＋141：24．22 219．9�
815 デロングスター 牝4栗 55 川田 将雅 社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 468± 01：24．3
 4．6�
510 オールスマイル 牝5青鹿55 藤岡 佑介前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464± 01：24．4
 127．5�
35 マ ニ ク ー ル 牝3栗 54 福永 祐一寺田 寿男氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 B492－ 81：25．03
 27．7�
48 � レッドアフレイム 牡6鹿 57 小牧 太 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 450＋101：25．21
 288．2�
714 キセキノムスメ 牝5青鹿55 四位 洋文協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 458± 01：25．41 275．0�
816 セイウンクールガイ 牡3栗 56 C．デムーロ 西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 450＋ 61：28．4大差 8．5�

（仏）

（15頭）
47 タイセイスペリオル 牡5鹿 57 北村 友一田中 成奉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 462＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 85，461，000円 複勝： 95，580，400円 枠連： 38，862，800円
馬連： 164，703，500円 馬単： 71，082，600円 ワイド： 107，803，800円
3連複： 230，625，400円 3連単： 309，282，800円 計： 1，103，402，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 350円 � 160円 枠 連（3－6） 1，560円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 770円 �� 250円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 17，180円

票 数

単勝票数 差引計 854610（返還計 3595） 的中 � 263735（1番人気）
複勝票数 差引計 955804（返還計 9180） 的中 � 239976（1番人気）� 49576（7番人気）� 155137（2番人気）
枠連票数 差引計 388628（返還計 169） 的中 （3－6） 19239（5番人気）
馬連票数 差引計1647035（返還計 23779） 的中 �� 59386（8番人気）
馬単票数 差引計 710826（返還計 10313） 的中 �� 15742（11番人気）
ワイド票数 差引計1078038（返還計 21929） 的中 �� 33164（8番人気）�� 127028（1番人気）�� 21019（14番人気）
3連複票数 差引計2306254（返還計 76544） 的中 ��� 55701（8番人気）
3連単票数 差引計3092828（返還計 91553） 的中 ��� 13046（45番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―11．8―11．9―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．7―46．5―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

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

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4黒鹿 母 ナリタブルースター 母母 ストームティグレス 20戦4勝 賞金 77，691，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔競走除外〕 タイセイスペリオル号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンクールガイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月1日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アフターバーナー号・ディアドナテロ号・ヤマトワイルド号
※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。



（30阪神5）第1日 12月1日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 143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

249，270，000円
5，180，000円
27，680，000円
1，290，000円
29，610，000円
61，030，500円
3，896，000円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
663，542，400円
1，063，886，700円
218，563，200円
1，185，652，300円
630，974，600円
756，452，600円
1，612，380，600円
2，942，037，000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 9，073，489，400円

総入場人員 27，880名 （有料入場人員 26，691名）
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