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3400112月3日 晴 良 （28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
1：23．5
1：23．1

重
重

23 カ ロ ス 牡2栗 55 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 486＋ 61：25．6 2．4�

610 アンデスクイーン 牝2栗 54 藤岡 康太 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 クビ 4．4�
713 メイショウブレナム 牡2栗 55 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 468－ 41：26．34 91．4�
11 ブルベアボア 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極 �ブルアンドベア 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 462＋ 21：26．51� 83．6�
46 エイシンスペード 牡2栗 55 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 482± 01：26．6クビ 11．7�
22 ランバージャック 牡2栗 55 川田 将雅今西 和雄氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 4 〃 ハナ 3．8	
815 メイショウアッパレ 牡2鹿 55

53 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 480± 01：27．66 131．6

59 シゲルボスザル 牡2黒鹿55 北村 友一森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 464＋ 4 〃 クビ 13．2�
47 ディアイロンデル 牡2栗 55 岩田 康誠ディアレストクラブ� 千田 輝彦 新ひだか タイヘイ牧場 482－101：27．81	 224．7�
611 ア ナ ザ 牡2鹿 55 菱田 裕二杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 片山牧場 490＋241：27．9クビ 13．4
712 タガノエクレール 牡2鹿 55 松田 大作八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 2 〃 クビ 68．3�
35 モ ズ ス テ ラ 牡2黒鹿55 松若 風馬 �キャピタル・システム 清水 久詞 浦河 バンブー牧場 514－ 61：28．0� 26．3�
34 ジューンスキント 牡2栗 55 高倉 稜吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか シンボリ牧場 464－ 21：28．42� 246．6�
58 ショウナンサーベル 牡2鹿 55 国分 恭介国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 北田 剛 444－ 81：28．72 370．9�
814 サトノフレイム 牡2鹿 55 小牧 太里見 治氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 500＋ 61：29．23 34．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，816，300円 複勝： 32，418，600円 枠連： 12，392，800円
馬連： 43，972，200円 馬単： 25，120，900円 ワイド： 28，278，200円
3連複： 69，753，600円 3連単： 91，693，000円 計： 326，445，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 870円 枠 連（2－6） 270円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，980円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 7，230円 3 連 単 ��� 19，630円

票 数

単勝票数 計 228163 的中 � 74356（1番人気）
複勝票数 計 324186 的中 � 93780（1番人気）� 65085（2番人気）� 5354（9番人気）
枠連票数 計 123928 的中 （2－6） 35443（1番人気）
馬連票数 計 439722 的中 �� 68577（1番人気）
馬単票数 計 251209 的中 �� 23631（1番人気）
ワイド票数 計 282782 的中 �� 39323（1番人気）�� 3230（20番人気）�� 2120（26番人気）
3連複票数 計 697536 的中 ��� 7234（21番人気）
3連単票数 計 916930 的中 ��� 3386（55番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．9―12．7―12．3―12．8―12．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F37．9
3 3，6，13（1，14）（2，12）（11，10）（5，15，9）（7，8）4 4 3（6，13）－1（2，12，10）－14（5，15，9）8（7，11）－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ ロ ス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．7．31 札幌4着

2014．4．7生 牡2栗 母 タイキジャスパー 母母 デアリングヴァース 6戦1勝 賞金 9，350，000円

3400212月3日 晴 良 （28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）

牝，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

44 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 458＋ 21：54．2 15．2�
11 ヤ サ シ サ 牝2鹿 54 和田 竜二佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 494－ 21：54．73 3．8�
67 イイコトバカリ 牝2鹿 54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 468＋ 4 〃 ハナ 9．3�
55 トウカイシュテルン 牝2鹿 54 国分 恭介内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 474－ 41：54．91� 4．0�
812 ヒデノエーデル 牝2鹿 54 柴田 未崎大石 秀夫氏 梅田 智之 新ひだか 服部 健太郎 448－ 81：56．17 8．1�
56 メイショウオヒサマ 牝2黒鹿 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 462＋ 21：56．2クビ 60．8�
33 マリノカーニバル 牝2栗 54 菱田 裕二	クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 472－101：56．41� 6．6

811 ア プ リ リ ス 牝2鹿 54 幸 英明	ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 B430± 01：56．71� 29．0�
79 テイエムシャイン 牝2栗 54 高倉 稜竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか ヒサイファーム 454－ 61：57．02 64．5�
22 タガノアメニティー 牝2鹿 54 松田 大作八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 21：57．1クビ 17．6
68 スナークメイファ 牝2鹿 54 岩田 康誠杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 B456－ 61：57．2� 6．1�
710 サティーヌアロム 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 458＋ 21：58．26 134．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，095，200円 複勝： 22，632，700円 枠連： 9，346，900円
馬連： 37，982，800円 馬単： 19，693，800円 ワイド： 22，206，400円
3連複： 54，765，500円 3連単： 67，852，600円 計： 250，575，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 450円 � 170円 � 340円 枠 連（1－4） 3，180円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 8，440円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 2，400円 �� 640円

3 連 複 ��� 9，040円 3 連 単 ��� 65，500円

票 数

単勝票数 計 160952 的中 � 8464（7番人気）
複勝票数 計 226327 的中 � 11027（7番人気）� 44922（1番人気）� 15727（6番人気）
枠連票数 計 93469 的中 （1－4） 2277（11番人気）
馬連票数 計 379828 的中 �� 7936（16番人気）
馬単票数 計 196938 的中 �� 1749（37番人気）
ワイド票数 計 222064 的中 �� 5139（15番人気）�� 2281（28番人気）�� 9292（9番人気）
3連複票数 計 547655 的中 ��� 4539（34番人気）
3連単票数 計 678526 的中 ��� 751（240番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―13．7―12．8―11．9―12．4―12．5―12．8―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．8―50．6―1：02．5―1：14．9―1：27．4―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．3
1
3
1，5，8，7（2，10）（11，12）3，6－4＝9・（1，4）5－（7，8）－2（3，12）（6，11，10）－9

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

勝馬の
紹 介

カ カ ア コ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．11．13 東京10着

2014．4．4生 牝2栗 母 ゴットザビート 母母 サーティエイトゴーゴー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 イイコトバカリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 イイコトバカリ号は，発走調教再審査。

第５回 阪神競馬 第１日



3400312月3日 晴 良 （28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

510 ルタンデュボヌール 牡2黒鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B482－ 21：23．0 5．4�
714 テイエムイキオイ 牡2青鹿55 松若 風馬竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 458± 0 〃 ハナ 7．4�
12 レディギャング 牝2芦 54 幸 英明近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 466＋ 21：23．21� 6．0�
36 アサケハーツ 牡2栗 55

52 ▲荻野 極大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 450－ 21：23．41 76．5�
816 ハッシュタグ 牡2鹿 55 川田 将雅石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472± 01：23．5� 2．5�
47 サウンドテーブル 牡2黒鹿55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 480＋141：23．6� 152．5	
24 ノーティインパクト 牡2栗 55

53 △城戸 義政小関 昭次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 434± 0 〃 ハナ 250．2

817 マイネルプラヌール 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 41：23．7� 110．6�

35 ケ ン シ ン 牡2鹿 55 岩田 康誠岡 浩二氏 谷 潔 青森 スプリングファーム 498－ 21：23．8� 6．7
48 フィールドステイ 牡2鹿 55 北村 友一地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 500± 01：23．9クビ 25．6�
818 ゴールドハンター 牡2鹿 55 和田 竜二居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 444＋ 21：24．22 17．6�
11 ベルウッドスバル 牡2黒鹿55 太宰 啓介鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 谷口牧場 490＋ 61：24．3� 351．0�
611 コパノピエール 牡2鹿 55 福永 祐一小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 2 〃 クビ 17．4�
59 ナムラマリア 牝2栗 54 小牧 太奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 394± 01：24．51� 142．1�
713 ラガーユミリン 牝2鹿 54 高倉 稜奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 448＋ 21：24．71� 110．7�
612 オ ニ チ ャ ン 牡2栗 55 菱田 裕二山下 良子氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 422± 01：24．8� 186．0�
715 ジョーカトゥーラ 牡2黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 山際牧場 528－ 2 〃 クビ 299．0�
23 タガノマキアート 牝2鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434－ 41：24．9� 117．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，748，300円 複勝： 39，033，600円 枠連： 11，908，300円
馬連： 51，287，300円 馬単： 25，836，400円 ワイド： 33，287，400円
3連複： 72，636，900円 3連単： 92，267，900円 計： 351，006，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 190円 � 190円 枠 連（5－7） 2，350円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 700円 �� 750円 �� 720円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 23，720円

票 数

単勝票数 計 247483 的中 � 36535（2番人気）
複勝票数 計 390336 的中 � 45925（4番人気）� 52453（3番人気）� 56678（2番人気）
枠連票数 計 119083 的中 （5－7） 3924（10番人気）
馬連票数 計 512873 的中 �� 16723（10番人気）
馬単票数 計 258364 的中 �� 4991（11番人気）
ワイド票数 計 332874 的中 �� 12234（7番人気）�� 11348（9番人気）�� 11795（8番人気）
3連複票数 計 726369 的中 ��� 12325（14番人気）
3連単票数 計 922679 的中 ��� 2819（73番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．0―11．9―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．6―46．6―58．5―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．4
3 ・（7，15）（11，16，18）（2，3）（9，13）（4，6，14）（10，17）（5，8）－（1，12） 4 ・（7，15）（11，16）（2，18）（3，13）14（4，10，17）（6，9）5，8（1，12）

勝馬の
紹 介

ルタンデュボヌール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．7．16 中京10着

2014．2．2生 牡2黒鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル 3戦1勝 賞金 5，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナムラウラン号

3400412月3日 晴 良 （28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

710 ナンヨーマーズ 牡2鹿 55 北村 友一中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 21：35．7 4．0�
44 バ ル ベ ー ラ 牝2青鹿54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 420－ 8 〃 ハナ 17．6�
811 ホープフルスター 牡2栗 55 岩田 康誠前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 41：36．01� 8．3�
56 ジョーアラビカ 牡2芦 55 松若 風馬上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 504＋ 6 〃 クビ 8．1�
812 シュクレビジュー 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 418－ 81：36．31� 3．8	
22 アディラート 牡2黒鹿55 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 492± 0 〃 ハナ 4．7

79 ラ ナ イ 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 410± 01：36．51� 110．9�

68 	 カケルテソーロ 牡2芦 55 和田 竜二了德寺健二氏 吉村 圭司 米 Rosecrest
Farm LLC 552＋ 4 〃 クビ 5．8�

67 ハヤブサピクシー 牝2鹿 54 菱田 裕二武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド 398－ 81：36．6クビ 159．4

55 	 モズキングタイド 牡2黒鹿55 藤岡 康太 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米
Omega Farm, B. D.
Gibbs Farm LLC &
Chancey Mill Farm

464± 01：36．81
 23．5�
33 ウ ェ ザ ビ ー 牝2鹿 54 太宰 啓介�谷口牧場 坂口 正則 新ひだか 乾 皆雄 400＋ 41：37．12 174．5�
11 クレールソレイユ 牡2栗 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 高藤 茂 482－101：38．9大差 449．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，900，800円 複勝： 37，470，600円 枠連： 11，157，500円
馬連： 48，407，300円 馬単： 25，506，700円 ワイド： 30，221，800円
3連複： 61，741，300円 3連単： 92，864，800円 計： 332，270，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 330円 � 230円 枠 連（4－7） 3，230円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 5，640円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 680円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 34，150円

票 数

単勝票数 計 249008 的中 � 49518（2番人気）
複勝票数 計 374706 的中 � 68706（2番人気）� 24733（7番人気）� 41485（5番人気）
枠連票数 計 111575 的中 （4－7） 2670（13番人気）
馬連票数 計 484073 的中 �� 11462（15番人気）
馬単票数 計 255067 的中 �� 3389（29番人気）
ワイド票数 計 302218 的中 �� 7361（17番人気）�� 11872（9番人気）�� 4598（23番人気）
3連複票数 計 617413 的中 ��� 7061（31番人気）
3連単票数 計 928648 的中 ��� 1971（145番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．7―12．3―12．2―11．5―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―36．3―48．6―1：00．8―1：12．3―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーマーズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．9 京都3着

2014．1．22生 牡2鹿 母 アクティビスト 母母 ワーキングガール 4戦1勝 賞金 8，100，000円
※ウェザビー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3400512月3日 晴 良 （28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

11 ダノンロマン 牡2黒鹿55 川田 将雅�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 438 ―2：05．0 1．6�
77 エアブライス 牝2栗 54 藤岡 康太 �ラッキーフィールド池添 学 安平 ノーザンファーム 436 ―2：05．21� 11．4�
44 ウインドフェスタ 牡2黒鹿55 和田 竜二福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 川向高橋育

成牧場 500 ― 〃 アタマ 25．6�
55 フォースライン 牡2黒鹿55 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 520 ―2：06．47 16．3�
66 メイショウシエロ 牡2鹿 55 岩田 康誠松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 三木田 明仁 496 ―2：06．71� 35．9�
33 オレノヴィジョン 牡2鹿 55

53 △城戸 義政山下 良子氏 佐藤 正雄 厚真 阿部 栄乃進 470 ―2：17．5大差 65．3	
22 ベルクロノス 牡2青鹿55 福永 祐一寺田 寿男氏 昆 貢 新ひだか 矢野牧場 484 ― （競走中止） 2．4
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売 得 金
単勝： 21，526，800円 複勝： 28，039，400円 枠連： 発売なし
馬連： 35，064，700円 馬単： 30，298，400円 ワイド： 15，137，000円
3連複： 37，388，800円 3連単： 134，036，600円 計： 301，491，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 280円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 310円 �� 450円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 215268 的中 � 106410（1番人気）
複勝票数 計 280394 的中 � 152372（1番人気）� 20903（3番人気）
馬連票数 計 350647 的中 �� 26677（2番人気）
馬単票数 計 302984 的中 �� 17080（3番人気）
ワイド票数 計 151370 的中 �� 13422（2番人気）�� 8668（6番人気）�� 3637（11番人気）
3連複票数 計 373888 的中 ��� 9494（7番人気）
3連単票数 計1340366 的中 ��� 11898（23番人気）

ハロンタイム 13．4―12．7―13．7―13．1―12．3―12．6―12．2―11．4―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―26．1―39．8―52．9―1：05．2―1：17．8―1：30．0―1：41．4―1：53．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0
1
3
・（4，7）－2，1，6－3－5・（4，7）－2，1－6，5＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンロマン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

2014．5．17生 牡2黒鹿 母 イマーキュレイトキャット 母母 Myhrr 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 オレノヴィジョン号は，発進不良〔外側に逃避〕。

フォースライン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 ベルクロノス号は，競走中に疾病〔右手根関節開放性脱臼〕を発症し，4コーナーで転倒したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オレノヴィジョン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月3日まで平地競

走に出走できない。

3400612月3日 晴 良 （28阪神5）第1日 第6競走 ��
��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

23 ペルランヴェール 牡2鹿 55 川田 将雅吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 520 ―1：53．8 1．6�
35 フォレストタウン 牡2黒鹿55 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 �川 啓一 526 ―1：54．43� 24．1�
24 タマモサーティーン 牝2芦 54 国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 482 ―1：54．5	 18．7�
48 タイセイトラップ 牡2栗 55 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 坂本 春雄 504 ―1：54．92� 10．7�
11 スカイバリオン 牡2芦 55 岩田 康誠中辻 明氏 寺島 良 日高 株式会社カ

ネツ牧場 458 ―1：55．11
 37．5�
611 イージーマネー 牡2芦 55 藤岡 康太丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484 ― 〃 クビ 6．3	
36 キタノカイキョウ 牡2黒鹿55 岡田 祥嗣福島 徳佑氏 斉藤 崇史 新冠 須崎牧場 496 ―1：55．31
 94．9

47 ワンダーラジャ 牡2栗 55 松若 風馬山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 492 ―1：55．61	 52．3�
612 ヤ ン ベ 牝2栗 54 菱田 裕二杉澤 光雄氏 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 418 ―1：55．7	 170．1�
510 アドマイヤトリプル 牡2鹿 55 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 524 ―1：56．33� 19．6
12 エ ロ イ ナ 牝2鹿 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 大根田裕之 安平 追分ファーム 528 ―1：56．4クビ 117．5�
713 エナジーハピネス 牝2黒鹿54 松田 大作 �キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 474 ―1：57．14 14．0�
59 ゼットルーラ 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極�フォーレスト 池添 学 新ひだか 嶋田牧場 488 ―1：57．52� 29．5�
714 ティーリアル 牝2栗 54 柴田 未崎深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 沖田牧場 498 ―1：58．24 101．6�
816 ハバナブラウン 牡2鹿 55 高倉 稜松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 502 ―1：59．79 207．2�
815 ダイレクトトリガー 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 476 ―2：02．7大差 13．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，962，600円 複勝： 32，234，700円 枠連： 13，876，200円
馬連： 45，316，200円 馬単： 27，093，400円 ワイド： 28，268，200円
3連複： 60，135，300円 3連単： 81，025，300円 計： 313，911，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 500円 � 330円 枠 連（2－3） 1，480円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 800円 �� 580円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 23，620円

票 数

単勝票数 計 259626 的中 � 122747（1番人気）
複勝票数 計 322347 的中 � 119295（1番人気）� 11015（9番人気）� 17966（6番人気）
枠連票数 計 138762 的中 （2－3） 7234（7番人気）
馬連票数 計 453162 的中 �� 18370（7番人気）
馬単票数 計 270934 的中 �� 7791（8番人気）
ワイド票数 計 282682 的中 �� 9174（7番人気）�� 13214（5番人気）�� 1782（40番人気）
3連複票数 計 601353 的中 ��� 5986（27番人気）
3連単票数 計 810253 的中 ��� 2486（72番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―13．4―12．6―12．5―12．8―12．6―13．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―37．5―50．1―1：02．6―1：15．4―1：28．0―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペルランヴェール �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2014．4．28生 牡2鹿 母 モンヴェール 母母 スペシャルジェイド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 イージーマネー号の騎手福永祐一は，第5競走での落馬による検査のため藤岡康太に変更。
〔制裁〕 フォレストタウン号の騎手水口優也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイレクトトリガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月3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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アンタガシャチョウ号



3400712月3日 晴 良 （28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

78 オ ル ナ 牡4鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 514＋ 22：05．2 1．8�
44 ストライクイーグル 牡3青鹿56 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 B494－ 2 〃 クビ 3．2�
66 キングサムソン 牡4鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 476± 02：05．83� 5．9�
55 ダンツエンペラー 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 2 〃 アタマ 22．8�
810 エイシンリンリン 牝3栗 54 和田 竜二�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 水丸牧場 472± 02：06．11� 68．7	
77 オンワードハンター 牡5鹿 57 太宰 啓介樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 484＋ 62：06．52� 18．9

89 ガ ン コ 牡3青鹿56 幸 英明杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 480－ 42：06．71� 28．3�
22 エフハリスト 牡3青鹿56 岩田 康誠吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 470＋142：06．8クビ 22．4
11 � ジョウショーチカラ 牡4青鹿57 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 544＋ 42：07．22� 67．1�
33 グレンガイル 牡5鹿 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B492＋ 42：07．51� 35．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，706，600円 複勝： 44，939，400円 枠連： 11，551，900円
馬連： 51，481，600円 馬単： 34，060，300円 ワイド： 32，375，900円
3連複： 69，188，100円 3連単： 132，273，500円 計： 399，577，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（4－7） 290円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 150円 �� 180円 �� 320円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，260円

票 数

単勝票数 計 237066 的中 � 102910（1番人気）
複勝票数 計 449394 的中 � 246898（1番人気）� 59048（2番人気）� 48080（3番人気）
枠連票数 計 115519 的中 （4－7） 29887（1番人気）
馬連票数 計 514816 的中 �� 133022（1番人気）
馬単票数 計 340603 的中 �� 56115（1番人気）
ワイド票数 計 323759 的中 �� 66332（1番人気）�� 46787（2番人気）�� 19943（3番人気）
3連複票数 計 691881 的中 ��� 120516（1番人気）
3連単票数 計1322735 的中 ��� 75549（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．1―13．8―12．7―12．3―12．3―12．5―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―36．7―50．5―1：03．2―1：15．5―1：27．8―1：40．3―1：52．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ ル ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．12．14 阪神9着

2012．1．13生 牡4鹿 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 15戦3勝 賞金 39，336，000円
〔騎手変更〕 オンワードハンター号の騎手福永祐一は，第5競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。

3400812月3日 晴 良 （28阪神5）第1日 第8競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

816� アメリカントップ 牡3鹿 56 藤岡 康太吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Barron-
stown Stud B524－ 41：11．1 1．9�

713 ヴィクトリアマンボ 牝3青鹿54 松田 大作 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 454－ 21：11．63 7．3�
611 ブルームーン 牡4鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 4 〃 クビ 3．3�
47 マルクデラポム 牝3青鹿 54

51 ▲荻野 極三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 474＋101：11．81	 25．1�
48 キ ラ パ ワ ー 牡3栗 56 国分 恭介山口 正行氏 石橋 守 浦河 中神牧場 462－ 81：12．11	 37．1	
12 デピュティスカイ 牡3鹿 56 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 476－12 〃 アタマ 15．8

612 ウェディングラン 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 452± 01：12．52	 145．1�
714 グランドポピー 牝4栗 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 482－ 81：12．6	 31．6�
35 � イ ズ モ 牡4栗 57 松若 風馬田畑 利彦氏 矢作 芳人 米 Clearsky

Farms 478＋ 8 〃 クビ 21．2
23 コウユーハレワタル 牡4鹿 57 幸 英明加治屋貞光氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 446＋ 21：12．7クビ 123．0�
510
 リッカクロフネ 牡4芦 57 小牧 太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 480＋ 8 〃 クビ 35．0�
59 
 フェイフェイ 牝4青 55 岡田 祥嗣三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 高松牧場 474＋201：12．8クビ 167．4�
36 トウシンムサシ �5栗 57 菱田 裕二�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 462＋12 〃 クビ 109．4�
815 ダッシャークワトロ �3鹿 56 北村 友一芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B446－ 61：12．9クビ 49．5�
24 
 ハイイノベーション 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 468± 01：13．11	 366．8�
11 ノ ア ビ ジ ン 牝3鹿 54 太宰 啓介野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 B452＋ 41：13．2	 118．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，791，800円 複勝： 45，271，000円 枠連： 21，684，700円
馬連： 68，875，500円 馬単： 43，766，800円 ワイド： 41，737，100円
3連複： 96，700，200円 3連単： 148，644，800円 計： 494，471，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 280円 �� 160円 �� 430円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，960円

票 数

単勝票数 計 277918 的中 � 114913（1番人気）
複勝票数 計 452710 的中 � 201903（1番人気）� 42615（3番人気）� 74356（2番人気）
枠連票数 計 216847 的中 （7－8） 33953（2番人気）
馬連票数 計 688755 的中 �� 69464（2番人気）
馬単票数 計 437668 的中 �� 29191（4番人気）
ワイド票数 計 417371 的中 �� 35087（2番人気）�� 83044（1番人気）�� 20427（4番人気）
3連複票数 計 967002 的中 ��� 102510（1番人気）
3連単票数 計1486448 的中 ��� 36369（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―11．8―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．2―46．0―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アメリカントップ �
�
父 Bernardini �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2015．11．14 東京4着

2013．2．26生 牡3鹿 母 Parisian Affair 母母 Star of Paris 12戦2勝 賞金 28，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ヴレクール号・スリーチアサウス号・フィールブリーズ号・マコトグナイゼナウ号
（非抽選馬） 2頭 オルノス号・メイショウマイカゼ号



3400912月3日 晴 良 （28阪神5）第1日 第9競走 ��
��1，400�

まんりょう

万 両 賞
発走14時35分 （芝・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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

89 カラクレナイ 牝2栗 54 川田 将雅吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 476－ 61：22．1 2．2�
11 ブ リ ラ ー レ 牡2栗 55 幸 英明早野 誠氏 斉藤 崇史 洞�湖 レイクヴィラファーム 450－ 41：22．31 18．7�
44 ゼ ア ブ ラ ヴ 牡2黒鹿55 藤岡 康太 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 クビ 17．6�
33 ダノンチャンス 牡2鹿 55 北村 友一�ダノックス 中内田充正 日高 下河辺牧場 496－ 81：22．4� 11．2�
810 オールポッシブル 牝2鹿 54 太宰 啓介�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 クビ 5．1	
66 タイセイブレーク 牡2栗 55 和田 竜二田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 504＋161：22．5� 3．7

22 ミルトドリーム 牡2鹿 55 岩田 康誠永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 502＋24 〃 クビ 42．8�
55 キ ョ ウ ヘ イ 牡2鹿 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 432＋161：22．6クビ 10．3
77 オイカケマショウ 牡2鹿 55 松田 大作小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 458＋ 61：23．02� 109．7�
78 インフルエンサー 牡2鹿 55 松若 風馬中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 438± 01：23．21	 87．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，743，100円 複勝： 44，892，400円 枠連： 18，535，500円
馬連： 76，571，600円 馬単： 42，072，400円 ワイド： 40，245，600円
3連複： 98，102，400円 3連単： 164，475，800円 計： 523，638，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 330円 � 320円 枠 連（1－8） 1，210円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 820円 �� 730円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 20，380円

票 数

単勝票数 計 387431 的中 � 140081（1番人気）
複勝票数 計 448924 的中 � 115801（1番人気）� 29096（7番人気）� 29618（6番人気）
枠連票数 計 185355 的中 （1－8） 11785（6番人気）
馬連票数 計 765716 的中 �� 28337（10番人気）
馬単票数 計 420724 的中 �� 11722（10番人気）
ワイド票数 計 402456 的中 �� 12846（12番人気）�� 14542（9番人気）�� 5082（21番人気）
3連複票数 計 981024 的中 ��� 11471（22番人気）
3連単票数 計1644758 的中 ��� 5849（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．0―57．6―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．1
3 3（4，5）（2，10）（6，8）9－7－1 4 ・（3，4）5（2，6，10）（8，9）－7，1

勝馬の
紹 介

カラクレナイ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．10．23 京都4着

2014．4．29生 牝2栗 母 バーニングレッド 母母 レッドチリペッパー 3戦2勝 賞金 16，338，000円
〔騎手変更〕 オールポッシブル号の騎手福永祐一は，第5競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。

3401012月3日 晴 良 （28阪神5）第1日 第10競走 ��
��1，800�

ひ め じ

姫 路 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 マルカウォーレン 牡4黒鹿56 国分 恭介日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 516－101：51．2 7．0�
47 トウケイワラウカド 牡3鹿 54 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486＋ 4 〃 クビ 16．2�
815 ティンバレス 牝4青鹿55 藤岡 康太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 488－ 41：51．41� 13．1�
23 ザイディックメア 牡4鹿 56 和田 竜二 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 454－ 41：51．5� 7．1�
35 スズカウラノス 牡7鹿 54 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 476± 0 〃 ハナ 68．8�
713 ウェーブキング 牡4鹿 54 岩田 康誠万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 508－ 2 〃 クビ 21．6	
612 カレンマタドール 	5鹿 54 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B496＋ 4 〃 ハナ 21．1

510 コウユーアンドレ 牡6鹿 54 太宰 啓介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 470± 01：51．71 91．4�
816 アダムズアップル 牡5鹿 54 菱田 裕二吉田 照哉氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム B510± 01：51．8
 51．9�
611 サンタエヴィータ 牝5栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 01：51．9� 2．4
11 エ キ ド ナ 牝3青鹿53 松若 風馬�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 484－ 21：52．1
 7．1�
12 ヴォルケンクラッツ 牡5黒鹿55 岡田 祥嗣 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536± 01：52．41
 134．5�
714 トゥヴァビエン 牡6黒鹿55 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 530＋ 21：52．5
 177．1�
36 テイエムテツジン 牡4栗 55 高倉 稜竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 462＋ 21：52．6クビ 14．5�
24 デューイハミテージ 牝4鹿 51 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 450＋ 21：52．7� 208．7�
48 マ ウ ナ ロ ア 牡5鹿 55 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 494± 01：52．8� 20．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，496，600円 複勝： 59，189，100円 枠連： 26，182，400円
馬連： 123，761，800円 馬単： 53，121，800円 ワイド： 64，596，800円
3連複： 178，189，400円 3連単： 226，451，500円 計： 768，989，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 280円 � 470円 � 390円 枠 連（4－5） 2，380円

馬 連 �� 4，580円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 2，030円 �� 3，970円

3 連 複 ��� 26，270円 3 連 単 ��� 134，240円

票 数

単勝票数 計 374966 的中 � 42579（2番人気）
複勝票数 計 591891 的中 � 60838（4番人気）� 31280（8番人気）� 39282（6番人気）
枠連票数 計 261824 的中 （4－5） 8509（9番人気）
馬連票数 計1237618 的中 �� 20942（18番人気）
馬単票数 計 531218 的中 �� 5393（26番人気）
ワイド票数 計 645968 的中 �� 11038（15番人気）�� 8204（27番人気）�� 4128（41番人気）
3連複票数 計1781894 的中 ��� 5086（84番人気）
3連単票数 計2264515 的中 ��� 1223（437番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．9―12．0―12．4―12．1―12．1―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．8―48．8―1：01．2―1：13．3―1：25．4―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3
15，16，4，12，7，9（8，11，13）5，3，2，10，6（1，14）
15，16（4，12）7（11，9）（13，3）（8，5）2，6，10，1－14

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

勝馬の
紹 介

マルカウォーレン �
�
父 マルカシェンク �

�
母父 Wild Again デビュー 2014．11．24 京都1着

2012．5．4生 牡4黒鹿 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull 11戦4勝 賞金 51，035，000円
〔騎手変更〕 マルカウォーレン号の騎手福永祐一は，第5競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タイマツリ号



3401112月3日 晴 良 （28阪神5）第1日 第11競走 ��
��1，800�

さかせがわ

逆瀬川ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

66 クリノラホール 牝3芦 54 北村 友一栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 448＋ 21：46．8 6．5�
11 ティーエスネオ 牡5芦 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 528－ 61：46．9� 22．0�
55 シャドウダンサー 牡5黒鹿57 松若 風馬飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 512＋12 〃 アタマ 15．7�
22 バンドワゴン 牡5黒鹿57 松田 大作馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 548＋ 61：47．11	 3．4�
89 
 ストーンウェア 牡4鹿 57 川田 将雅吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 474－ 21：47．2クビ 1．9�
77 オースミナイン 牡6鹿 57 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 476± 01：47．3� 9．1	
44 
 エイシンエルヴィン 牡5鹿 57 岩田 康誠�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 488 〃 アタマ 19．0

88 ワードイズボンド 牡5青 57 藤岡 康太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 540－ 41：47．72� 57．3�
33 プ ロ ク リ ス 牝5栗 55 幸 英明 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 506＋141：47．8クビ 56．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 72，407，300円 複勝： 67，721，200円 枠連： 26，732，200円
馬連： 174，332，200円 馬単： 87，980，800円 ワイド： 76，841，700円
3連複： 210，028，700円 3連単： 409，379，200円 計： 1，125，423，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 450円 � 360円 枠 連（1－6） 7，240円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 10，520円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 1，150円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 17，140円 3 連 単 ��� 101，360円

票 数

単勝票数 計 724073 的中 � 89074（3番人気）
複勝票数 計 677212 的中 � 94111（3番人気）� 35892（7番人気）� 47407（5番人気）
枠連票数 計 267322 的中 （1－6） 2860（22番人気）
馬連票数 計1743322 的中 �� 22053（19番人気）
馬単票数 計 879808 的中 �� 6272（34番人気）
ワイド票数 計 768417 的中 �� 11671（19番人気）�� 17460（14番人気）�� 8627（24番人気）
3連複票数 計2100287 的中 ��� 9187（48番人気）
3連単票数 計4093792 的中 ��� 2928（250番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．0―12．1―12．2―11．7―11．0―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．3―48．4―1：00．6―1：12．3―1：23．3―1：34．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノラホール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．9．21 阪神3着

2013．3．18生 牝3芦 母 クリノビャクダン 母母 エプソムジョーオー 15戦4勝 賞金 69，146，000円
〔騎手変更〕 バンドワゴン号の騎手福永祐一は，第5競走での落馬負傷のため松田大作に変更。

3401212月3日 晴 良 （28阪神5）第1日 第12競走 ��
��2，000�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
1：57．6
1：56．1

良
良

22 フロムマイハート 牝3栗 54 高倉 稜 �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 440－ 22：04．0 7．0�

11 サンデーウィザード 牡4鹿 57 和田 竜二巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 アタマ 4．5�
77 ハナズレジェンド 牡3栗 56 川田 将雅広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 456＋ 62：04．31� 1．6�
44 	 ハッチャンハッピー 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極野嶋 祥二氏 寺島 良 様似 澤井 義一 450－ 62：04．61� 14．8�
33 アドマイヤツヨシ 牡6鹿 57 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 468－ 22：04．7
 30．2�
88 ジュンスパーヒカル 牡4鹿 57 藤岡 康太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 クビ 8．7	
89 タガノガジュマル 牡3黒鹿 56

54 △城戸 義政八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 428＋ 62：04．8クビ 54．1

66 サダムロードショー 牡6鹿 57 岩田 康誠大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 02：04．9� 23．5�
55 	 カ ル シ ャ ン 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼門野 重雄氏 森 秀行 新ひだか フジワラフアーム 438± 02：05．64 196．7�
（9頭）

売 得 金
単勝： 54，522，100円 複勝： 167，160，500円 枠連： 21，864，400円
馬連： 116，063，500円 馬単： 82，776，300円 ワイド： 63，601，300円
3連複： 146，302，100円 3連単： 375，656，400円 計： 1，027，946，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 160円 � 130円 � 110円 枠 連（1－2） 1，670円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 380円 �� 240円 �� 180円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 6，430円

票 数

単勝票数 計 545221 的中 � 61623（3番人気）
複勝票数 計1671605 的中 � 73693（4番人気）� 106547（2番人気）� 1269255（1番人気）
枠連票数 計 218644 的中 （1－2） 10116（6番人気）
馬連票数 計1160635 的中 �� 59648（6番人気）
馬単票数 計 827763 的中 �� 19891（12番人気）
ワイド票数 計 636013 的中 �� 35888（5番人気）�� 66145（3番人気）�� 107119（1番人気）
3連複票数 計1463021 的中 ��� 192891（1番人気）
3連単票数 計3756564 的中 ��� 42306（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．8―38．9―52．4―1：05．0―1：17．7―1：29．8―1：41．3―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フロムマイハート 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．7．26 中京4着

2013．3．11生 牝3栗 母 マイネエスポワール 母母 マイネアモーレ 14戦3勝 賞金 44，531，000円
〔騎手変更〕 ジュンスパーヒカル号の騎手福永祐一は，第5競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。



（28阪神5）第1日 12月3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 手 当

195，670，000円
5，060，000円
15，240，000円
1，190，000円
18，550，000円
60，846，000円
3，900，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
390，717，500円
621，003，200円
185，232，800円
873，116，700円
497，328，000円
476，797，400円
1，154，932，300円
2，016，621，400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 6，215，749，300円

総入場人員 26，347名 （有料入場人員 25，210名）
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