
3403712月10日 晴 良 （29阪神5）第4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

58 カタトゥンボ 牡2栗 55 松岡 正海畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 480－ 21：13．8 130．3�
814 マコトキッショウ 牡2芦 55 C．ルメール�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 21：14．01� 5．7�
713 ビッグウェーブ 牡2鹿 55 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 466－ 61：14．42� 30．1�
815 メイショウヤシチ 牡2黒鹿55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新冠 柏木 一則 476± 01：14．82� 20．9�
34 ビーチキャンドル 牝2芦 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 456± 01：15．12 14．9�
611 ウサギノダンス 牡2黒鹿55 高倉 稜桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 478± 01：15．2� 58．9	
23 メイショウパルサー 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 472＋ 21：15．3� 194．0

47 センスオブワンダー 牡2栗 55 C．デムーロ 前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 21：15．4� 7．3�
（仏）

22 ヒロノオウカン 牡2青鹿55 川島 信二小野 博郷氏 服部 利之 清水 小野瀬 竜馬 432＋ 4 〃 クビ 24．0�
59 ワンダーアグリコラ 牝2黒鹿54 小牧 太山本 能成氏 沖 芳夫 新ひだか 城地牧場 440－ 21：15．71� 64．0
712 ナムラガンバロー 牡2黒鹿55 田中 健奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 野坂牧場 434－ 81：15．8クビ 339．6�
610 クリノカナロアオー �2黒鹿55 古川 吉洋栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 462－ 21：16．01� 260．5�
11 ブルベアハーブ 牡2鹿 55 福永 祐一 �ブルアンドベア 橋田 満 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 480＋ 21：16．53 18．5�
35 グランデミノル 牝2鹿 54 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 484± 01：16．92� 1．7�
46 シゲルアサツキ 牝2栗 54 松若 風馬森中 蕃氏 坂口 正則 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 448＋141：17．32� 55．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，688，400円 複勝： 51，140，500円 枠連： 14，279，000円
馬連： 56，596，800円 馬単： 33，627，200円 ワイド： 39，627，200円
3連複： 79，313，000円 3連単： 114，413，800円 計： 424，685，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，030円 複 勝 � 3，430円 � 270円 � 720円 枠 連（5－8） 6，440円

馬 連 �� 55，870円 馬 単 �� 128，670円

ワ イ ド �� 13，460円 �� 20，770円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 201，640円 3 連 単 ��� 2，370，000円

票 数

単勝票数 計 356884 的中 � 2326（12番人気）
複勝票数 計 511405 的中 � 3418（12番人気）� 59724（2番人気）� 17803（8番人気）
枠連票数 計 142790 的中 （5－8） 1716（17番人気）
馬連票数 計 565968 的中 �� 785（57番人気）
馬単票数 計 336272 的中 �� 196（120番人気）
ワイド票数 計 396272 的中 �� 750（61番人気）�� 485（68番人気）�� 6433（15番人気）
3連複票数 計 793130 的中 ��� 295（196番人気）
3連単票数 計1144138 的中 ��� 35（1449番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．7―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―36．0―48．7―1：01．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カタトゥンボ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 トワイニング デビュー 2017．12．3 中京17着

2015．1．17生 牡2栗 母 レッドターキー 母母 レッドレターデイ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※ウサギノダンス号は，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。

3403812月10日 晴 良 （29阪神5）第4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

714 ス マ ハ マ 牡2栗 55 藤岡 佑介�山紫水明 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 536＋ 61：54．7 4．5�
47 マ グ マ �2鹿 55 池添 謙一石川 達絵氏 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 468－ 41：55．76 11．9�
59 タ ラ ニ ス 牡2黒鹿55 C．デムーロ 藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 B482－ 21：56．12� 2．3�

（仏）

48 	 イ グ レ ッ ト 牝2栗 54 石橋 脩前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Co. Ltd. 446＋ 41：57．37 4．1�

816 ナムラシシマル 牡2鹿 55 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 496＋ 81：57．4
 97．4�
612 スズカビレッジ 牡2栗 55 幸 英明永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 434－12 〃 クビ 25．7	
510 ビギナーズラック 牡2鹿 55 松田 大作�KTレーシング 寺島 良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500± 01：57．5クビ 128．4

23 ガ イ ド 牡2栗 55 古川 吉洋小田切有一氏 谷 潔 日高 山本 通則 474＋ 21：57．92� 79．2�
713 ブルベアミョウガ 牡2鹿 55 吉田 隼人 �ブルアンドベア 森田 直行 平取 船越 伸也 506＋12 〃 ハナ 73．6�
815 デンコウスティール 牡2鹿 55 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 464＋ 21：58．43 78．8
36 シンアンドケン 牡2鹿 55 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 21：58．5� 37．0�
35 	 パールウェディング 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太飯田 正剛氏 高橋 義忠 米 Chiyoda
Farm 420－ 61：59．13� 79．9�

12 テ オ ゲ ネ ス 牡2鹿 55 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 470＋ 21：59．2
 77．4�

611 モズオラクル 牡2栗 55 小牧 太 �キャピタル・システム 飯田 祐史 新ひだか 野坂牧場 500＋ 81：59．41� 21．3�
24 ケントマンボ 牡2黒鹿55 松岡 正海田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 446＋ 21：59．71
 117．1�
11 クリノヒビキ 牡2栗 55 高倉 稜栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 B482＋ 21：59．91� 54．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，822，400円 複勝： 38，125，400円 枠連： 18，529，100円
馬連： 52，188，600円 馬単： 28，556，100円 ワイド： 37，857，000円
3連複： 73，694，500円 3連単： 98，426，300円 計： 383，199，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 190円 � 120円 枠 連（4－7） 540円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 770円 �� 270円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 14，590円

票 数

単勝票数 計 358224 的中 � 66250（3番人気）
複勝票数 計 381254 的中 � 65019（3番人気）� 39764（4番人気）� 98958（1番人気）
枠連票数 計 185291 的中 （4－7） 26474（3番人気）
馬連票数 計 521886 的中 �� 15527（7番人気）
馬単票数 計 285561 的中 �� 4810（12番人気）
ワイド票数 計 378570 的中 �� 11466（7番人気）�� 40797（2番人気）�� 18172（4番人気）
3連複票数 計 736945 的中 ��� 27615（4番人気）
3連単票数 計 984263 的中 ��� 4889（33番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．6―13．2―12．8―13．3―12．9―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．7―50．9―1：03．7―1：17．0―1：29．9―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．7
1
3
14（1，9）（2，10）6，7（5，12）－（3，13）8，16（4，15）－11・（14，7）9（1，10）－（2，12，8）（6，3）5，15，16－（4，13）－11

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

勝馬の
紹 介

ス マ ハ マ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．11．11 京都4着

2015．2．16生 牡2栗 母 サウンドザビーチ 母母 ナ ギ サ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノヒビキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月10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４日
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馬
装
具
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人気



3403912月10日 晴 良 （29阪神5）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時05分 （芝・右・外）

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
1：45．6
1：45．6

良
良

815 ノーブルカリナン 牝2黒鹿54 C．デムーロ �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 444＋ 61：48．6 9．2�
（仏）

510 レーヴドリーブ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋101：48．7� 9．5�
48 クリノアリエル 牝2青 54 川田 将雅栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 418± 0 〃 クビ 9．7�
59 シ ー リ ア 牝2青鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456± 01：49．23 4．6�
611 トーホウアルテミス 牝2栗 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 466－ 6 〃 ハナ 224．0	
24 インヴィジブルワン 牝2黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 2 〃 クビ 2．1

23 ウスベニノキミ 牝2鹿 54 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 436＋ 41：49．3� 14．5�
12 ミッドサマーコモン 牝2鹿 54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－ 41：49．61� 43．4�
713 イ ザ ナ ミ 牝2鹿 54 松岡 正海永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 390± 01：49．7� 315．6
11 ローズマリア 牝2黒鹿54 吉田 隼人山田 裕仁氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 436－ 8 〃 アタマ 173．0�
714 シャイニインパクト 牝2黒鹿54 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 438＋ 4 〃 同着 127．7�
36 メイショウマンカイ 牝2鹿 54 藤岡 佑介松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 436＋ 41：50．01� 64．6�
612 シンコーメグチャン 牝2鹿 54 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 468－ 41：50．1� 42．6�
35 カ ト レ ア 牝2黒鹿54 池添 謙一石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 田湯牧場 468－ 61：50．2� 322．4�
816 メイショウハニー 牝2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 412－101：50．3� 34．3�
47 ヒ ナ マ ツ リ 牝2鹿 54 幸 英明西尾誠一郎氏 村山 明 日高 下河辺牧場 404＋ 21：50．62 237．0�

（16頭）
817 マーティンルナ 牝2鹿 54 太宰 啓介大戸 志浦氏 沖 芳夫 新冠 村上 欽哉 460－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 52，888，000円 複勝： 65，844，600円 枠連： 17，120，000円
馬連： 71，955，300円 馬単： 37，919，100円 ワイド： 52，229，900円
3連複： 97，632，700円 3連単： 129，393，900円 計： 524，983，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 260円 � 280円 � 230円 枠 連（5－8） 880円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 6，230円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 910円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 6，960円 3 連 単 ��� 39，690円

票 数

単勝票数 差引計 528880（返還計 816） 的中 � 48602（3番人気）
複勝票数 差引計 658446（返還計 1047） 的中 � 65555（4番人気）� 58650（6番人気）� 77613（3番人気）
枠連票数 計 171200 的中 （5－8） 15028（3番人気）
馬連票数 差引計 719553（返還計 2562） 的中 �� 17986（11番人気）
馬単票数 差引計 379191（返還計 1563） 的中 �� 4560（25番人気）
ワイド票数 差引計 522299（返還計 2127） 的中 �� 11217（13番人気）�� 14883（9番人気）�� 11480（12番人気）
3連複票数 差引計 976327（返還計 5903） 的中 ��� 10509（23番人気）
3連単票数 差引計1293939（返還計 7599） 的中 ��� 2363（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．3―49．0―1：01．7―1：14．1―1：25．6―1：37．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルカリナン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smarty Jones デビュー 2017．8．5 新潟3着

2015．4．17生 牝2黒鹿 母 ノーブルジュエリー 母母 Noble Stella 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走除外〕 マーティンルナ号は，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。

3404012月10日 晴 良 （29阪神5）第4日 第4競走 ��
��1，200�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
1：08．6
1：07．8

良
良

714 メジャーレート 牡2栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B438± 01：10．3 4．3�
12 ウ ィ ズ 牡2鹿 55 C．ルメール �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 470－ 41：10．4� 3．4�
35 リーガルリリー 牝2栗 54 幸 英明阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 466－ 61：11．03� 17．1�
713 アーヴァイン 牡2鹿 55 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 服部 牧場 478＋ 41：11．1� 49．3�
815 メイショウトラマツ 牡2栗 55

54 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 504＋121：11．2� 2．9	
59 スリーヘリオス 牡2黒鹿55 古川 吉洋永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 478＋121：11．41	 140．4

612 ミヤジサクラコ 牝2鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 450－ 6 〃 クビ 13．4�
24 スギノアルテミス 牝2鹿 54 松若 風馬杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 410＋ 21：11．5クビ 11．4�
11 メイショウスイレン 牝2黒鹿54 石橋 脩松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 本巣 敦 406＋221：11．71	 271．3
48 アイアンナッツ 牝2栗 54 高倉 稜池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか 原口牧場 404－ 41：11．8� 125．6�
816 アウトバーン 牡2鹿 55 国分 優作中島 俊房氏 目野 哲也 新ひだか 静内山田牧場 464－ 21：11．9� 61．5�
611 タニノビスケット 牝2黒鹿54 
島 良太谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 414－10 〃 アタマ 74．0�
47 ヴァイザッハ 牝2鹿 54 藤岡 佑介山本 律氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 402－ 21：12．21� 244．6�
23 マ エ ガ ミ 牝2黒鹿54 松岡 正海副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木戸口牧場 430＋ 61：12．51� 225．9�
36 トリプルキセキ 牡2鹿 55 吉田 隼人�LS.M 森 秀行 新ひだか 山際牧場 446＋ 41：12．6� 40．8�
510 ブルベアゴーヤ 牝2鹿 54 太宰 啓介 �ブルアンドベア 服部 利之 日高 出口牧場 390＋ 41：13．87 462．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，397，400円 複勝： 47，912，200円 枠連： 16，216，600円
馬連： 69，150，500円 馬単： 37，426，700円 ワイド： 47，170，700円
3連複： 96，295，900円 3連単： 132，966，000円 計： 490，536，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 170円 � 320円 枠 連（1－7） 670円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，110円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 14，320円

票 数

単勝票数 計 433974 的中 � 83450（3番人気）
複勝票数 計 479122 的中 � 79898（2番人気）� 79763（3番人気）� 31325（6番人気）
枠連票数 計 162166 的中 （1－7） 18649（3番人気）
馬連票数 計 691505 的中 �� 66217（3番人気）
馬単票数 計 374267 的中 �� 16772（6番人気）
ワイド票数 計 471707 的中 �� 33898（3番人気）�� 10309（12番人気）�� 14509（11番人気）
3連複票数 計 962959 的中 ��� 20144（10番人気）
3連単票数 計1329660 的中 ��� 6728（39番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．9―11．5―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．6―47．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジャーレート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．9．23 阪神3着

2015．1．23生 牡2栗 母 スルーレート 母母 スルーオール 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔その他〕 ブルベアゴーヤ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ヴェッセル号



3404112月10日 晴 良 （29阪神5）第4日 第5競走 ��
��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：45．6

良
良

33 ラルムドール 牡2鹿 55 C．ルメール �社台レースホース松元 茂樹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512 ―1：50．3 2．8�

44 ブルーウィング 牡2鹿 55 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 526 ―1：50．4� 6．6�

78 シ エ ラ 牝2栗 54 川田 将雅�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454 ―1：50．72 2．7�

89 インノータイム 牡2栗 55 C．デムーロ 了德寺健二氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 414 ― 〃 クビ 7．7�
（仏）

22 モルドワイン 牝2鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 454 ―1：50．8� 20．8	
77 エスケートーラス 牡2鹿 55 古川 吉洋菅藤 宗一氏 木原 一良 青森 伊藤牧場 454 ―1：50．9� 23．8

66 エンペラーズベスト 牡2鹿 55 石橋 脩 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 480 ―1：51．11	 97．6�
55 シ ー レ ー ン 牡2鹿 55 和田 竜二谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 464 ―1：51．31	 12．9�
11 ラガースパーブ 牡2鹿 55 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 豊郷牧場 454 ―1：52．36 81．0
810 アイコンタクト 牡2黒鹿55 松田 大作�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 520 ―1：52．51 94．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，983，200円 複勝： 39，660，900円 枠連： 8，697，700円
馬連： 51，695，700円 馬単： 32，781，500円 ワイド： 33，406，500円
3連複： 63，727，000円 3連単： 117，040，200円 計： 392，992，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 110円 枠 連（3－4） 900円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 290円 �� 190円 �� 360円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 459832 的中 � 134364（2番人気）
複勝票数 計 396609 的中 � 90719（2番人気）� 52187（3番人気）� 106786（1番人気）
枠連票数 計 86977 的中 （3－4） 7478（4番人気）
馬連票数 計 516957 的中 �� 43608（4番人気）
馬単票数 計 327815 的中 �� 17148（5番人気）
ワイド票数 計 334065 的中 �� 28124（2番人気）�� 50847（1番人気）�� 20770（5番人気）
3連複票数 計 637270 的中 ��� 63339（2番人気）
3連単票数 計1170402 的中 ��� 20248（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．1―37．5―50．5―1：03．4―1：16．0―1：27．7―1：38．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラルムドール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2015．4．1生 牡2鹿 母 フラムドール 母母 タッチオブゴールド 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。

3404212月10日 晴 良 （29阪神5）第4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

11 メイショウコゴミ 牝2鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 434 ―1：27．0 5．1�
24 スターリングブルス 牝2栗 54 C．デムーロ 藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 484 ― 〃 クビ 12．5�

（仏）

12 チカフェンネル 牝2黒鹿54 川田 将雅�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 栄進牧場 500 ―1：27．74 15．0�
816 ブライテストリング 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 462 ―1：27．8� 3．1�
48 ロイズブルー 牝2黒鹿54 池添 謙一山崎 泰博氏 池添 学 日高 新井 弘幸 460 ―1：28．01� 46．6�
714 レ ク イ エ ム 牝2芦 54 松若 風馬石川 達絵氏 藤岡 健一 新ひだか タイヘイ牧場 444 ―1：28．31� 38．9	
510 タマノパルフェット 牝2鹿 54 戸崎 圭太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 478 ― 〃 クビ 12．8

23 ホープウイング 牝2栗 54 和田 竜二杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 448 ―1：28．4� 37．4�
59 アイスミディ 牝2栗 54 小牧 太村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 454 ―1：28．61 55．1�
47 ロ ケ ッ ト 牝2栗 54 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460 ―1：28．7� 3．0
612 ミトノクイーン 牝2黒鹿54 藤岡 佑介ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか タガミファーム 460 ― 〃 クビ 65．2�
35 フラッシュイメル 牝2栗 54 川島 信二杉澤 真吾氏 藤沢 則雄 日高 メイプルファーム 384 ―1：29．12� 243．8�

（ガウス）

713 アオイチャン 牝2鹿 54
53 ☆加藤 祥太内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 456 ―1：29．41� 139．4�

36 ハクユウゴールド 牝2鹿 54 高倉 稜 �H.Iコーポレーション 村山 明 日高 本間牧場 470 ―1：30．78 144．7�
815 イエスアルノー 牝2黒鹿54 国分 優作松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474 ―1：32．08 319．1�
611 ギップフェル 牝2青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 若林牧場 430 ―1：37．5大差 234．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，765，600円 複勝： 43，698，100円 枠連： 17，092，400円
馬連： 63，190，700円 馬単： 32，077，300円 ワイド： 42，743，200円
3連複： 83，730，000円 3連単： 105，061，000円 計： 432，358，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 260円 � 310円 枠 連（1－2） 1，090円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 940円 �� 830円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 7，420円 3 連 単 ��� 34，060円

票 数

単勝票数 計 447656 的中 � 74518（3番人気）
複勝票数 計 436981 的中 � 67949（3番人気）� 42222（4番人気）� 33793（5番人気）
枠連票数 計 170924 的中 （1－2） 12125（4番人気）
馬連票数 計 631907 的中 �� 20145（8番人気）
馬単票数 計 320773 的中 �� 5826（13番人気）
ワイド票数 計 427432 的中 �� 11808（11番人気）�� 13394（8番人気）�� 7153（14番人気）
3連複票数 計 837300 的中 ��� 8457（22番人気）
3連単票数 計1050610 的中 ��� 2236（104番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．4―13．2―13．1―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．7―48．9―1：02．0―1：14．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウコゴミ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 メイショウボーラー 初出走

2015．5．12生 牝2鹿 母 メイショウユウダチ 母母 メイショウスコール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 スターリングブルス号の騎手C．デムーロは，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：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギップフェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月10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 カシャーサ号・コウユープリプリ号
※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。



3404312月10日 晴 良 （29阪神5）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 � キングジュエリー 牡4栗 57 川田 将雅平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B538± 01：53．9 8．6�
55 マイネルブロッケン 牡3青鹿56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B436± 0 〃 クビ 2．8�
22 エイシンミサイル 牡4鹿 57 C．デムーロ�栄進堂 奥村 豊 新ひだか 前川 勇 510＋ 21：54．21	 6．6�

（仏）

66 ムイトオブリガード 牡3鹿 56 C．ルメール 市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 クビ 2．9�

810 ハローマイディア 牡4黒鹿57 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 482＋121：54．52 5．1�
11 アロマティカス 牡3鹿 56 幸 英明山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B456＋ 21：55．03 92．4	
77 ナムラシンウチ 牡3鹿 56 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 B500± 01：55．1	 60．6

44 メイショウイッポン 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 496＋ 81：55．2クビ 55．4�
89 エンドゲーム 牡3鹿 56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新冠 パカパカ

ファーム 506＋101：55．3	 20．4�
78 クリノゼノビア 牝3黒鹿54 藤岡 佑介栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 418－ 21：56．04 141．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，042，300円 複勝： 43，990，700円 枠連： 11，278，500円
馬連： 67，455，600円 馬単： 38，606，500円 ワイド： 40，543，700円
3連複： 80，565，000円 3連単： 158，063，400円 計： 480，545，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 200円 � 110円 � 200円 枠 連（3－5） 1，080円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 340円 �� 660円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 13，050円

票 数

単勝票数 計 400423 的中 � 37013（5番人気）
複勝票数 計 439907 的中 � 45495（4番人気）� 141786（1番人気）� 44066（5番人気）
枠連票数 計 112785 的中 （3－5） 8091（4番人気）
馬連票数 計 674556 的中 �� 55056（3番人気）
馬単票数 計 386065 的中 �� 11517（12番人気）
ワイド票数 計 405437 的中 �� 31777（3番人気）�� 14498（10番人気）�� 29574（5番人気）
3連複票数 計 805650 的中 ��� 30621（6番人気）
3連単票数 計1580634 的中 ��� 8775（49番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．3―12．7―13．1―13．0―12．5―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．9―50．6―1：03．7―1：16．7―1：29．2―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�キングジュエリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン

2013．5．25生 牡4栗 母 アイアムジュエル 母母 フォルナリーナ 12戦2勝 賞金 16，230，000円
初出走 JRA

※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。

3404412月10日 晴 良 （29阪神5）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

11 エルプシャフト 牡4青鹿57 C．デムーロ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458＋101：48．1 1．8�
（仏）

57 メイショウグロッケ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 462－ 41：48．2� 123．5�
45 ウインシャトレーヌ 牝3栗 54 戸崎 圭太�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 486－ 2 〃 クビ 6．5�
46 ユウチェンジ 牡4黒鹿57 吉田 隼人�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 504＋ 41：48．3クビ 18．4	
711 アドマイヤアゼリ 牡3鹿 56 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446± 01：48．4� 3．8

22 ステファンバローズ 牡4黒鹿57 福永 祐一猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 470－ 4 〃 クビ 42．9�
34 シャイニーピース 牡3鹿 56 幸 英明小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 484＋ 41：49．25 32．2�
712 サンクボヌール 牝5栗 55 松若 風馬 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 8 〃 クビ 24．3
610 ユイフィーユ 牝3青鹿54 川田 将雅�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 474＋ 2 〃 ハナ 11．5�
814 ロードスター 牡4栗 57 藤岡 佑介 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 494＋ 81：49．3クビ 22．7�
69 ミエノインパルス 牡3栗 56 川島 信二里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 474－10 〃 ハナ 133．5�
813 サツキユニヴァース 牝3栗 54 和田 竜二小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 448＋ 41：49．4� 153．8�
58 ア タ ミ 牡3黒鹿56 松岡 正海副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 470－ 61：49．61� 171．5�
33 グランプリアクセル 牡4鹿 57 石橋 脩�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 488＋ 81：49．8� 306．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，337，100円 複勝： 63，959，300円 枠連： 21，003，400円
馬連： 97，615，900円 馬単： 52，029，400円 ワイド： 57，450，200円
3連複： 126，876，600円 3連単： 211，760，400円 計： 683，032，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 1，470円 � 200円 枠 連（1－5） 7，200円

馬 連 �� 12，830円 馬 単 �� 16，950円

ワ イ ド �� 4，000円 �� 340円 �� 8，120円

3 連 複 ��� 18，730円 3 連 単 ��� 100，930円

票 数

単勝票数 計 523371 的中 � 220885（1番人気）
複勝票数 計 639593 的中 � 221299（1番人気）� 6496（10番人気）� 72364（3番人気）
枠連票数 計 210034 的中 （1－5） 2260（18番人気）
馬連票数 計 976159 的中 �� 5892（26番人気）
馬単票数 計 520294 的中 �� 2301（38番人気）
ワイド票数 計 574502 的中 �� 3421（32番人気）�� 49487（2番人気）�� 1668（44番人気）
3連複票数 計1268766 的中 ��� 5079（49番人気）
3連単票数 計2117604 的中 ��� 1521（230番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．0―12．8―13．1―12．3―11．1―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．5―49．3―1：02．4―1：14．7―1：25．8―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．4
3 5（7，14）2（6，8）（1，10）3，11（12，4）13，9 4 ・（5，7）（14，10）（2，6）11（1，8）（3，4）（12，9，13）

勝馬の
紹 介

エルプシャフト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー 2016．4．9 阪神1着

2013．5．15生 牡4青鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン 8戦3勝 賞金 35，574，000円
〔制裁〕 エルプシャフト号の騎手C．デムーロは，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：6番）
※グランプリアクセル号・ユウチェンジ号は，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。



3404512月10日 晴 良 （29阪神5）第4日 第9競走 ��
��2，200�

さかいみなと

境 港 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．12．10以降29．12．3まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

境港市長賞（1着）
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
2：10．1
2：09．9

良
良

55 エアウィンザー 牡3黒鹿55 C．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 498＋ 22：16．6 1．6�
（仏）

66 ダノンディスタンス 牡3鹿 55 和田 竜二�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 520－102：16．92 4．3�
22 フロムマイハート 牝4栗 54 戸崎 圭太 �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 448－ 22：17．0� 7．0�
44 メイショウカミシマ 牡3黒鹿53 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 450＋ 22：17．21� 14．2�
810 アグリッパーバイオ 牡6黒鹿56 川田 将雅バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：17．3クビ 17．1�
77 マイネルアトゥー 牡4青鹿55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 454± 02：17．72� 21．0	
33 � エアシーラン 牡5黒鹿52 加藤 祥太村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 504＋18 〃 ハナ 121．8

78 ビップレボルシオン 牡6鹿 55 石橋 脩鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞	湖 レイクヴィラファーム 524± 02：17．8� 15．8�
89 ダブルイーグル 牡9鹿 53 松若 風馬田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 480± 02：17．9� 127．3�

（9頭）
11 ヒ シ マ サ ル 牡3黒鹿54 C．ルメール 阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 506＋12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，260，700円 複勝： 102，650，700円 枠連： 13，196，800円
馬連： 74，555，200円 馬単： 43，056，700円 ワイド： 45，332，200円
3連複： 69，932，900円 3連単： 152，569，000円 計： 549，554，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（5－6） 290円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 150円 �� 230円 �� 430円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 1，580円

票 数

単勝票数 差引計 482607（返還計 88537） 的中 � 240034（1番人気）
複勝票数 差引計1026507（返還計 83248） 的中 � 669710（1番人気）� 105536（2番人気）� 74340（3番人気）
枠連票数 差引計 131968（返還計 58171） 的中 （5－6） 34475（1番人気）
馬連票数 差引計 745552（返還計359174） 的中 �� 195907（1番人気）
馬単票数 差引計 430567（返還計200769） 的中 �� 75771（1番人気）
ワイド票数 差引計 453322（返還計177098） 的中 �� 98377（1番人気）�� 47372（2番人気）�� 20464（7番人気）
3連複票数 差引計 699329（返還計692739） 的中 ��� 78894（1番人気）
3連単票数 差引計1525690（返還計1508623） 的中 ��� 69863（1番人気）

ハロンタイム 13．3―12．8―12．9―13．0―13．1―12．9―12．6―12．3―11．5―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．3―26．1―39．0―52．0―1：05．1―1：18．0―1：30．6―1：42．9―1：54．4―2：05．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F33．7
1
3
6，5－2，10－（3，7）4，9－8
6，5（2，10）7（3，9）－（4，8）

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

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3黒鹿 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー 9戦3勝 賞金 44，439，000円
〔競走除外〕 ヒシマサル号は，馬場入場の際に地下馬道で放馬。疾病〔左前肢挫創〕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。

3404612月10日 晴 良 （29阪神5）第4日 第10競走 ��
��1，800�

さかい

堺 ス テ ー ク ス
発走15時00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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

22 アドマイヤランディ 牡6栗 57 C．デムーロ 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 528＋ 21：53．0 23．0�
（仏）

78 クリノリトミシュル 牝4鹿 55 C．ルメール 栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 496－ 6 〃 ハナ 1．6�
55 ノーブルサターン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 508－ 21：53．21� 10．6�
33 スマートボムシェル 牡5栗 57 川田 将雅大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 504－ 21：53．3	 9．2�
79 カ ラ ク プ ア 牡4黒鹿57 幸 英明�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B494＋ 2 〃 クビ 5．7�
67 ザイディックメア 牡5鹿 57 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 470＋ 21：53．51� 8．0

44 コンセギール 牡5黒鹿57 古川 吉洋前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516± 01：53．92	 32．2�
810
 ヤマカツポセイドン 牡8黒鹿57 国分 優作山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 472－ 2 〃 ハナ 143．9�
66 レインボーソング 牝5鹿 55 藤岡 佑介吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：54．0クビ 35．2
11 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 490－ 61：54．21� 99．1�
811 ヨ シ オ 牡4鹿 57 松岡 正海仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478＋ 41：54．41� 68．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 55，543，000円 複勝： 134，601，300円 枠連： 22，959，500円
馬連： 114，736，600円 馬単： 73，497，500円 ワイド： 64，436，900円
3連複： 151，360，500円 3連単： 340，246，200円 計： 957，381，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，300円 複 勝 � 400円 � 110円 � 240円 枠 連（2－7） 1，270円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，130円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 41，690円

票 数

単勝票数 計 555430 的中 � 19264（6番人気）
複勝票数 計1346013 的中 � 27662（6番人気）� 927204（1番人気）� 54719（5番人気）
枠連票数 計 229595 的中 （2－7） 13971（5番人気）
馬連票数 計1147366 的中 �� 57995（5番人気）
馬単票数 計 734975 的中 �� 10243（15番人気）
ワイド票数 計 644369 的中 �� 28774（6番人気）�� 7128（23番人気）�� 41275（4番人気）
3連複票数 計1513605 的中 ��� 29605（14番人気）
3連単票数 計3402462 的中 ��� 5916（110番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．4―13．0―12．9―12．6―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．7―50．7―1：03．6―1：16．2―1：28．5―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤランディ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．1．6 京都8着

2011．4．29生 牡6栗 母 ゴーオンマイウェイ 母母 シーキングロイヤル 32戦5勝 賞金 94，803，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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。

２レース目



3404712月10日 晴 良 （29阪神5）第4日 第11競走
第69回農林水産省賞典

��
��1，600�阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 1，288，000円 368，000円 184，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード
レースレコード

1：33．1
1：32．3
1：33．1

良
良
良

611 ラッキーライラック 牝2栗 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484－ 21：34．3 4．1�
47 リリーノーブル 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 494－ 41：34．4� 5．5�
24 マ ウ レ ア 牝2鹿 54 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 446－ 41：34．5� 9．1�
48 トーセンブレス 牝2黒鹿54 柴田 善臣島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454－ 81：34．92� 22．5�
816	 モルトアレグロ 牝2青鹿54 吉田 隼人吉田 千津氏 武井 亮 米

Town And Country
Horse Farms, LLC &
Frank & Kim Taylor

472＋ 21：35．0� 65．2	
12 ラ テ ュ ロ ス 牝2鹿 54 北村 友一 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 41：35．21
 27．8

23 グ リ エ ル マ 牝2鹿 54 小牧 太小川眞査雄氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 452－10 〃 ハナ 124．6�
612 ソシアルクラブ 牝2栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 458－121：35．3� 9．5�
818 ロックディスタウン 牝2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 21：35．4� 3．1
36 マドモアゼル 牝2黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 450＋101：35．5クビ 75．2�
714 ノーブルアース 牝2黒鹿54 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 458－10 〃 クビ 245．1�
713 トーセンアンバー 牝2鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 456－ 41：35．6� 155．3�
817 コーディエライト 牝2栗 54 和田 竜二�G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：35．81 21．6�
11 サヤカチャン 牝2鹿 54 松岡 正海瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 466＋12 〃 クビ 24．7�
59 レグルドール 牝2鹿 54 高倉 稜 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 宮崎 田上 勝雄 460－ 61：36．01 340．9�
510 ハ イ ヒ ー ル 牝2鹿 54 藤岡 佑介石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 434－ 4 〃 クビ 329．1�
35 	 ラスエモーショネス 牝2鹿 54 幸 英明野嶋 祥二氏 高橋 義忠 愛 M. Phelan 466＋ 41：36．21 296．5�
715 ナ デ ィ ア 牝2鹿 54 四位 洋文�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 404－ 21：36．52 99．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 596，815，500円 複勝： 551，871，000円 枠連： 385，865，600円 馬連： 1，660，395，400円 馬単： 769，552，700円
ワイド： 708，568，000円 3連複： 2，600，744，400円 3連単： 4，635，126，600円 5重勝： 612，681，600円 計： 12，521，620，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 180円 � 240円 枠 連（4－6） 720円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 390円 �� 560円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 8，560円

5 重 勝
対象競走：中京10R／阪神10R／中山11R／中京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 701，920円

票 数

単勝票数 計5968155 的中 � 1215173（2番人気）
複勝票数 計5518710 的中 � 1175343（1番人気）� 797943（3番人気）� 501359（4番人気）
枠連票数 計3858656 的中 （4－6） 415030（2番人気）
馬連票数 計16603954 的中 �� 1391836（2番人気）
馬単票数 計7695527 的中 �� 316448（4番人気）
ワイド票数 計7085680 的中 �� 494121（2番人気）�� 319675（4番人気）�� 213779（8番人気）
3連複票数 計26007444 的中 ��� 902426（3番人気）
3連単票数 計46351266 的中 ��� 392534（11番人気）
5重勝票数 計6126816 的中 ����� 611

ハロンタイム 12．4―11．3―11．6―12．4―12．2―11．9―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．3―47．7―59．9―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―3F34．4
3 ・（5，17）（2，18）6（1，7）（4，11）（3，10，16）（8，12）15，13（9，14） 4 5，17，18，2（1，6，7）（4，11）（3，16，15）12，10（13，8，14）9

勝馬の
紹 介

ラッキーライラック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Flower Alley デビュー 2017．8．20 新潟1着

2015．4．3生 牝2栗 母 ライラックスアンドレース 母母 Refinement 3戦3勝 賞金 102，820，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サウンドキアラ号・スカーレットカラー号・モズスーパーフレア号

3404812月10日 曇 良 （29阪神5）第4日 第12競走 ��
��1，200�

た か さ ご

高 砂 特 別
発走16時20分 （ダート・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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

23 ヤマニンアンプリメ 牝3鹿 54 �島 良太土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 472＋101：11．5 35．3�
815 ピースマーク 牡6鹿 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント B506＋ 21：11．71	 7．1�
59 マイネルラック 牡4鹿 57 C．デムーロ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 492＋ 81：11．8
 4．9�
（仏）

814 メイプルキング 牡4鹿 57 戸崎 圭太節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 460－ 21：11．9
 7．7�
22 ジュエアトゥー �3栗 56 小牧 太首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 512＋ 4 〃 ハナ 5．6�
46 メイショウアリソン 牡3黒鹿56 四位 洋文松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 496＋161：12．0
 32．6	
611 ブラックジョー �4青鹿57 松若 風馬山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 474＋ 41：12．32 69．7

712 ブライスガウ 牝4栗 55 C．ルメール 一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 488－ 6 〃 クビ 3．5�
47 タガノヴェルリー 牝5鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B456＋ 4 〃 ハナ 62．2�
11 チェイスダウン 牡4鹿 57 古川 吉洋畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 490＋101：12．4クビ 14．2
58 オイルタウン 牡5栗 57 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 478－ 2 〃 クビ 228．4�
713 アイファーサンディ 牡5鹿 57 高倉 稜中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 458－ 41：12．93 290．5�
35 ロゼッタストーン 牡8鹿 57 吉田 隼人太田珠々子氏 森田 直行 日高 天羽牧場 480＋ 61：13．0クビ 185．5�
610 メイショウブレナム 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 472＋ 61：13．1� 7．1�
34 ゴーイングベル 牡7芦 57 川島 信二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 516－ 41：13．42 235．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 108，501，400円 複勝： 124，416，300円 枠連： 58，035，900円
馬連： 239，290，800円 馬単： 100，983，400円 ワイド： 130，503，400円
3連複： 315，792，000円 3連単： 467，737，400円 計： 1，545，260，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，530円 複 勝 � 600円 � 270円 � 210円 枠 連（2－8） 1，110円

馬 連 �� 15，450円 馬 単 �� 32，210円

ワ イ ド �� 4，190円 �� 2，840円 �� 800円

3 連 複 ��� 24，030円 3 連 単 ��� 240，160円

票 数

単勝票数 計1085014 的中 � 24538（9番人気）
複勝票数 計1244163 的中 � 45582（8番人気）� 122192（6番人気）� 178897（3番人気）
枠連票数 計 580359 的中 （2－8） 40426（4番人気）
馬連票数 計2392908 的中 �� 11997（36番人気）
馬単票数 計1009834 的中 �� 2351（72番人気）
ワイド票数 計1305034 的中 �� 7784（38番人気）�� 11602（29番人気）�� 43881（10番人気）
3連複票数 計3157920 的中 ��� 9854（73番人気）
3連単票数 計4677374 的中 ��� 1412（550番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．8―11．9―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．6―35．4―47．3―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 15（2，3）6（7，12，10）1，9－（8，14）－（13，11）－4，5 4 15，3（2，6）10，7（1，12，9）（8，14）－11－13－5，4

勝馬の
紹 介

ヤマニンアンプリメ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．1 阪神中止

2014．4．5生 牝3鹿 母 ヤマニンエリプス 母母 ヤマニンペニー 11戦3勝 賞金 30，235，000円
〔制裁〕 ヤマニンアンプリメ号の騎手�島良太は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（29阪神5）第4日 12月10日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

308，620，000円
5，060，000円
24，210，000円
3，070，000円
37，320，000円
69，158，000円
4，982，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
1，160，045，000円
1，307，871，000円
604，274，500円
2，618，827，100円
1，280，114，100円
1，299，868，900円
3，839，664，500円
6，662，804，200円
612，681，600円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 19，386，150，900円

総入場人員 30，063名 （有料入場人員 22，990名）
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