
3409712月28日 曇 稍重 （29阪神5）第9日 第1競走 ��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

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 474＋ 61：55．3 12．6�
59 ロングランメーカー 牡2鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516－ 61：55．51� 3．9�
816 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 486＋ 2 〃 ハナ 3．1�
510 インヴィジブルワン 牝2黒鹿54 福永 祐一 �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 474＋ 61：55．71 7．6�
24 キングブラック 牡2鹿 55 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 498＋101：56．12� 14．2�
713 ライブリテックス 牡2青鹿55 秋山真一郎加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 494± 01：56．2クビ 5．4	
11 エイシンメッセ 牝2黒鹿54 岩田 康誠
栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 434± 0 〃 ハナ 41．7�
714 ローレルティーダ 牡2鹿 55

52 ▲富田 暁 
ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 448－ 21：56．73 302．7�
815 シゲルミズナ 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 510＋ 41：57．76 253．0
48 サンライズルーク 牡2鹿 55 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 510＋ 61：58．01� 13．9�
23 セイリスペクト 牡2黒鹿55 幸 英明金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 480＋ 61：58．21	 77．9�
35 ウイントラゲット 牡2鹿 55 和田 竜二
ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 502－ 21：58．41 38．9�
12 メイショウミナモト 牡2黒鹿55 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 454－ 21：59．03� 381．1�
612 モズマーチャン 牡2黒鹿55 川須 栄彦 
キャピタル・システム 牧田 和弥 新ひだか 上村 清志 498＋ 21：59．1クビ 166．1�
611 マ エ ガ ミ 牝2黒鹿54 柴田 未崎副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木戸口牧場 426－ 4 〃 アタマ 318．4�
36 クリノウィルディス 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 守氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 B492＋142：00．69 468．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，373，100円 複勝： 43，793，000円 枠連： 14，392，600円
馬連： 62，605，400円 馬単： 29，873，200円 ワイド： 39，355，700円
3連複： 87，279，400円 3連単： 109，120，800円 計： 418，793，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 260円 � 130円 � 130円 枠 連（4－5） 730円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 570円 �� 550円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 14，990円

票 数

単勝票数 計 323731 的中 � 21735（5番人気）
複勝票数 計 437930 的中 � 30510（5番人気）� 102971（1番人気）� 96126（2番人気）
枠連票数 計 143926 的中 （4－5） 15561（2番人気）
馬連票数 計 626054 的中 �� 27732（7番人気）
馬単票数 計 298732 的中 �� 4827（19番人気）
ワイド票数 計 393557 的中 �� 16865（6番人気）�� 17534（5番人気）�� 44625（1番人気）
3連複票数 計 872794 的中 ��� 48007（3番人気）
3連単票数 計1091208 的中 ��� 5820（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．6―50．3―1：03．2―1：16．0―1：28．9―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．3
1
3
8，13，16，4，9，7（10，15）3（14，12）－1（5，11）6，2・（8，13）（4，16）9（10，7）－15（3，14）12，1，11（5，6）－2

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

勝馬の
紹 介

マ グ マ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2017．11．5 京都8着

2015．1．25生 �2鹿 母 リュートフルシティ 母母 クリックヒア 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 シゲルミズナ号の騎手�島克駿は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノウィルディス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月28日まで平地

競走に出走できない。
※マエガミ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3409812月28日 曇 稍重 （29阪神5）第9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

36 ブルベアブロッコリ 牡2黒鹿 55
54 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新ひだか 矢野牧場 B476± 01：26．1 20．0�

714 ハ ウ リ ン グ 牝2栗 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－ 6 〃 クビ 4．8�

11 � ニシノトランザム 牡2鹿 55 松山 弘平西山 茂行氏 森 秀行 米
Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

480－ 6 〃 アタマ 14．3�
35 スマートアルタイル 牡2栗 55 浜中 俊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 460＋ 2 〃 アタマ 3．2�
59 マコトモンジョワ 牝2栗 54 岩田 康誠�ディアマント 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 470＋ 41：26．73� 6．6�
611 スターリングブルス 牝2栗 54 川田 将雅藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 490＋ 61：27．01	 3．4	
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 462＋ 21：27．21 55．6

23 ガ イ ド 牡2栗 55 佐藤 友則小田切有一氏 谷 潔 日高 山本 通則 468－ 61：27．3	 171．2�

（笠松）

815 ハギノグランデ 牡2鹿 55 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 614＋ 21：27．51� 102．2�
47 ツウカイパイロ 牡2栗 55

52 ▲富田 暁木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 506＋ 21：27．6	 33．4
510 ナガラリバー 牝2栗 54 田中 健長良レーシングクラブ 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター 424－ 21：27．81
 236．8�
612 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 450－ 41：27．9クビ 121．9�
713 ツーエムポラリス 牡2栃栗55 幸 英明村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 ディアレスト

クラブ 464＋101：28．96 245．4�
24 シゲルジャガイモ 牡2鹿 55 松若 風馬森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 桜井牧場 500＋101：29．0クビ 221．8�
816 メイショウカグヤマ 牝2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 新冠 アラキフアーム B480± 01：29．21
 35．8�

（15頭）
12 ミ カ 牝2栗 54

51 ▲川又 賢治田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 笹島 政信 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，687，600円 複勝： 43，722，700円 枠連： 12，298，100円
馬連： 61，026，200円 馬単： 30，900，500円 ワイド： 41，066，200円
3連複： 86，032，300円 3連単： 109，625，900円 計： 417，359，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 380円 � 170円 � 350円 枠 連（3－7） 740円

馬 連 �� 4，960円 馬 単 �� 14，690円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，500円 �� 970円

3 連 複 ��� 15，460円 3 連 単 ��� 118，670円

票 数

単勝票数 計 326876 的中 � 13770（6番人気）
複勝票数 計 437227 的中 � 25893（6番人気）� 82195（2番人気）� 29394（5番人気）
枠連票数 計 122981 的中 （3－7） 13201（3番人気）
馬連票数 計 610262 的中 �� 9824（14番人気）
馬単票数 計 309005 的中 �� 1682（37番人気）
ワイド票数 計 410662 的中 �� 8210（14番人気）�� 4258（22番人気）�� 11514（10番人気）
3連複票数 計 860323 的中 ��� 4451（38番人気）
3連単票数 計1096259 的中 ��� 739（260番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．5―47．9―1：00．5―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．2
3 6（5，8）14（11，15）（4，7，16）（1，9）（10，13）12－3 4 6，8（5，14）（11，15）（7，16）（4，1，10）（12，9）－3，13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブルベアブロッコリ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．9．24 阪神4着

2015．3．24生 牡2黒鹿 母 レ イ ラ ニ 母母 ラグジャリー 5戦1勝 賞金 7，100，000円
〔出走取消〕 ミカ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アメリカンドミンゴ号・マエガミ号
（非抽選馬） 3頭 エイシンエポカル号・セトノブルグ号・タガノマリーチャン号
※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。

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９日



3409912月28日 曇 良 （29阪神5）第9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）
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

611 インスピレーション 牡2黒鹿55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 482－ 41：48．4 2．9�
714 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 440＋ 4 〃 クビ 9．4�
715 ス ヴ ァ ル ナ 牡2黒鹿55 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 504＋ 41：48．82� 4．4�
713 ウインイノベーター 牡2鹿 55 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 452± 01：48．9� 51．3�
24 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± 01：49．21� 13．1	
48 	 ラルムドランジュ 牝2青鹿54 佐藤 友則�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-

stown Stud 414＋ 4 〃 クビ 133．0

（笠松）

510 ヒロシゲセブン 牡2鹿 55 幸 英明�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 506－ 4 〃 アタマ 20．7�
23 ラストクルセイド 牡2鹿 55 丸山 元気 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム 470＋ 41：49．3� 141．8
36 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± 01：49．4� 5．4�
35 バ リ エ ン テ 牡2黒鹿55 岩田 康誠畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 450＋ 81：49．71� 12．9�
818 メイショウゴウリキ 牡2黒鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 470＋ 4 〃 ハナ 25．2�
612 ガーネットクロス 牡2黒鹿 55

54 ☆
島 克駿西村 健氏 加用 正 新ひだか グローリーファーム 546± 01：49．8� 334．3�
817 ノヴェレッテ 牝2黒鹿 54

51 ▲富田 暁 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426－ 61：49．9� 33．2�

59 ビストオブバーデン 牡2青鹿55 浜中 俊�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 464－101：50．21� 72．0�
47 ライブリゴールド 牝2黒鹿54 四位 洋文加藤 哲郎氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 426－ 21：50．3� 325．0�
816 ブルベアミョウガ 牡2鹿 55 菱田 裕二 �ブルアンドベア 森田 直行 平取 船越 伸也 516＋101：51．15 396．7�
11 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 424＋ 21：51．31� 225．1�
12 アイキャッチング 牡2芦 55 古川 吉洋宮川 純造氏 加用 正 浦河 浦河小林牧場 460－ 61：52．78 328．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，279，900円 複勝： 58，077，600円 枠連： 19，123，500円
馬連： 68，708，200円 馬単： 33，294，300円 ワイド： 51，011，900円
3連複： 103，338，800円 3連単： 124，379，500円 計： 496，213，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 300円 � 150円 枠 連（6－7） 450円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 630円 �� 280円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 11，570円

票 数

単勝票数 計 382799 的中 � 109051（1番人気）
複勝票数 計 580776 的中 � 156695（1番人気）� 34560（6番人気）� 97558（2番人気）
枠連票数 計 191235 的中 （6－7） 33296（1番人気）
馬連票数 計 687082 的中 �� 36286（4番人気）
馬単票数 計 332943 的中 �� 10388（6番人気）
ワイド票数 計 510119 的中 �� 20179（6番人気）�� 54732（1番人気）�� 14756（9番人気）
3連複票数 計1033388 的中 ��� 38291（4番人気）
3連単票数 計1243795 的中 ��� 8597（18番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．1―12．6―12．7―12．5―11．3―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．3―48．9―1：01．6―1：14．1―1：25．4―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インスピレーション �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．10．22 京都8着

2015．4．25生 牡2黒鹿 母 サラトガヴィーナス 母母 レディダンジグ 5戦1勝 賞金 10，300，000円
〔発走状況〕 オテンバキッズ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 オテンバキッズ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイキャッチング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月28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。
（非当選馬） 3頭 アフラマズダー号・エスケートーラス号・ケイティノーブル号
※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。

3410012月28日 曇 稍重 （29阪神5）第9日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時35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

89 ハギノフロンティア 牡2栗 55
54 ☆�島 克駿日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 512 ―1：59．9 2．9�

77 ク ー ド ロ ア 牝2鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 434 ―2：00．11� 41．1�
66 メイショウレイロウ 牡2鹿 55 浜中 俊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 494 ―2：00．41	 12．6�
44 メイショウテンモン 牡2栗 55 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 522 ―2：00．71� 2．5�
810 ネクストステップ 牡2鹿 55 藤岡 佑介吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 508 ―2：01．12� 19．0�
22 ハーモトーム 牡2鹿 55 岩田 康誠ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 青森 石田 英機 484 ―2：01．31
 73．6	
55 フィアットルクス 牡2栗 55 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 上村 清志 496 ― 〃 クビ 24．4

11 アルジェント 牝2黒鹿54 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504 ―2：01．83 4．6�
78 クリノエリザベッタ 牝2栗 54 佐藤 友則栗本 博晴氏 天間 昭一 むかわ 貞広 賢治 494 ―2：02．75 154．7�

（笠松）

33 テイエムダイアラシ 牡2青鹿55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 斉藤スタッド 450 ―2：03．02 37．1
（10頭）

売 得 金
単勝： 32，452，100円 複勝： 28，051，400円 枠連： 10，375，300円
馬連： 44，938，700円 馬単： 30，784，300円 ワイド： 29，042，500円
3連複： 60，274，900円 3連単： 113，679，200円 計： 349，598，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 580円 � 260円 枠 連（7－8） 2，110円

馬 連 �� 5，490円 馬 単 �� 7，880円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 660円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 15，480円 3 連 単 ��� 72，690円

票 数

単勝票数 計 324521 的中 � 91203（2番人気）
複勝票数 計 280514 的中 � 58150（2番人気）� 9930（7番人気）� 26152（4番人気）
枠連票数 計 103753 的中 （7－8） 3929（9番人気）
馬連票数 計 449387 的中 �� 6540（14番人気）
馬単票数 計 307843 的中 �� 3125（25番人気）
ワイド票数 計 290425 的中 �� 4908（16番人気）�� 12309（6番人気）�� 2864（23番人気）
3連複票数 計 602749 的中 ��� 3113（39番人気）
3連単票数 計1136792 的中 ��� 1251（165番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―14．6―14．1―14．4―13．9―13．3―12．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―38．9―53．0―1：07．4―1：21．3―1：34．6―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F38．6
1
3
6，4（2，7）1，8，9－5，10＝3
6（4，7）2（1，8）9（5，10）＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハギノフロンティア �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Unbridled 初出走

2015．2．20生 牡2栗 母 アンブライドルドブリーズ 母母 Banshee Winds 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ハギノフロンティア号の騎手�島克駿は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番・5番）
※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。



3410112月28日 曇 良 （29阪神5）第9日 第5競走 ��
��1，400�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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

814 インディチャンプ 牡2鹿 55 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462 ―1：23．2 1．5�
46 アモーレジョディー 牝2栗 54 菱田 裕二 �ローレルレーシング 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 444 ― 〃 クビ 165．5�
45 ケイディーズネイル 牝2栗 54 幸 英明田島 大史氏 青木 孝文 新冠 長浜牧場 416 ―1：23．4� 29．5�
58 バララットゴールド 牡2鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 500 ―1：23．5� 18．5�
22 ディアブライド 牝2黒鹿54 松山 弘平 �グリーンファーム今野 貞一 安平 ノーザンファーム 444 ―1：23．6� 63．2	
610 バイタルコード 牡2鹿 55 岩田 康誠林 正道氏 松下 武士 新ひだか 矢野牧場 512 ―1：23．92 5．3

69 アイファーブレーヴ 牡2黒鹿55 佐藤 友則中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 462 ― 〃 クビ 78．2�

（笠松）

711 ミルクアンドハニー 牝2青鹿54 菅原 隆一薪浦 亨氏 武市 康男 安平 吉田 三郎 428 ―1：24．11 47．2�
57 ファシナンテ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 広田牧場 470 ―1：24．31	 200．8
34 ヒミングレーヴァ 牝2鹿 54

51 ▲富田 暁吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 426 ―1：24．4� 21．3�
813 ヴェスティージ 牝2鹿 54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416 ―1：24．72 57．8�
11 アンジェロッティ 牡2黒鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 418 ―1：24．8� 5．5�
712 ス テ イ タ ス 牡2黒鹿55 小牧 太前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 498 ―1：25．11� 106．2�
33 コスモマギカ 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 442 ―1：25．31	 237．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，065，100円 複勝： 66，377，400円 枠連： 13，542，100円
馬連： 55，036，500円 馬単： 37，995，100円 ワイド： 38，266，300円
3連複： 72，940，100円 3連単： 128，932，800円 計： 453，155，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 1，960円 � 390円 枠 連（4－8） 1，250円

馬 連 �� 12，900円 馬 単 �� 15，450円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 640円 �� 21，520円

3 連 複 ��� 54，380円 3 連 単 ��� 192，430円

票 数

単勝票数 計 400651 的中 � 200337（1番人気）
複勝票数 計 663774 的中 � 408505（1番人気）� 3286（12番人気）� 19668（6番人気）
枠連票数 計 135421 的中 （4－8） 8621（5番人気）
馬連票数 計 550365 的中 �� 3413（29番人気）
馬単票数 計 379951 的中 �� 1967（33番人気）
ワイド票数 計 382663 的中 �� 3269（28番人気）�� 17122（6番人気）�� 450（70番人気）
3連複票数 計 729401 的中 ��� 1073（93番人気）
3連単票数 計1289328 的中 ��� 536（331番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．1―12．1―11．5―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―35．7―47．8―59．3―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インディチャンプ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2015．2．21生 牡2鹿 母 ウィルパワー 母母 トキオリアリティー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※コスモマギカ号・バララットゴールド号・ファシナンテ号・ミルクアンドハニー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

3410212月28日 曇 良 （29阪神5）第9日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時55分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．8

良
良

88 シャルドネゴールド 牡2栗 55 川田 将雅青芝商事� 池江 泰寿 新冠 パカパカ
ファーム 440－ 82：03．0 2．0�

77 エ タ リ オ ウ 牡2青鹿55 和田 竜二 �Gリビエール・
レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B468＋ 22：03．1� 6．5�

89 シースプラッシュ 牡2鹿 55 横山 典弘 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 500＋ 8 〃 ハナ 20．7�
11 レノヴァール 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 508＋122：03．31	 26．6�
55 フ ラ ン ツ 牡2鹿 55 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 436－122：03．61
 3．7	
33 マイスターシャーレ 牡2鹿 55 幸 英明�山紫水明 松田 国英 日高 下河辺牧場 480－ 42：03．81� 7．5

22 ア イ ト ー ン 牡2鹿 55 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 42：04．01	 23．9�
66 ニコルハイウェイ 牡2鹿 55

52 ▲川又 賢治杉浦 和也氏 寺島 良 鹿児島 服部 文明 468＋222：04．53 134．6�
44 � 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－ 52：05．45 327．4

（笠松） （笠松）

（9頭）

売 得 金
単勝： 54，596，100円 複勝： 80，347，400円 枠連： 12，190，200円
馬連： 72，590，100円 馬単： 49，386，200円 ワイド： 44，279，000円
3連複： 91，036，800円 3連単： 218，931，400円 計： 623，357，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 280円 枠 連（7－8） 510円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 230円 �� 580円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 6，090円

票 数

単勝票数 計 545961 的中 � 229135（1番人気）
複勝票数 計 803474 的中 � 506138（1番人気）� 65500（4番人気）� 27062（6番人気）
枠連票数 計 121902 的中 （7－8） 18978（2番人気）
馬連票数 計 725901 的中 �� 106467（2番人気）
馬単票数 計 493862 的中 �� 47523（3番人気）
ワイド票数 計 442790 的中 �� 62370（2番人気）�� 18450（8番人気）�� 9995（12番人気）
3連複票数 計 910368 的中 ��� 37120（7番人気）
3連単票数 計2189314 的中 ��� 28730（20番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―13．2―12．8―12．6―12．8―12．5―12．0―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．0―37．2―50．0―1：02．6―1：15．4―1：27．9―1：39．9―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャルドネゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Lion Heart デビュー 2017．8．6 新潟3着

2015．3．20生 牡2栗 母 セルフプリザヴェーション 母母 Saintly Speaking 4戦2勝 賞金 18，058，000円
※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。



3410312月28日 曇 稍重 （29阪神5）第9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

816 レッドアトゥ 牝3栗 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 458＋ 21：53．0 10．1�
35 ネクストムーブ 牡4栗 57 藤岡 佑介林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 514－ 41：53．85 5．0�
815 ティモシーブルー 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 信成牧場 492± 01：54．33 4．5�
713 フ ラ ン ド ル �4鹿 57 岩田 康誠寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486－ 61：54．51	 2．7�
510 スズカガルチ 牡3栗 56 幸 英明永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B514＋ 21：54．71	 81．6�
48 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± 0 〃 クビ 6．7	
11 カズマペッピーノ 牡3黒鹿56 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 492＋121：55．23 39．7

12 ナムラヘラクレス 牡3鹿 56 田中 健奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 482＋ 81：55．3クビ 29．8�
36 エ レ メ ン ツ 牝4黒鹿55 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋ 2 〃 アタマ 16．4�
47 
 マテラリードル 牡4鹿 57 川須 栄彦大野 照旺氏 浜田多実雄 米 E Paul Robsham

Stable LLC 524＋ 6 〃 アタマ 128．0
611 クリノプラハ 牡4鹿 57 佐藤 友則栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 522－ 41：56．25 118．9�

（笠松）

24 メイショウユウワ 牝3栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 岡部牧場 430－ 21：56．94 227．0�
612 メイショウワカクサ 牝3鹿 54 松若 風馬松本 好雄氏 中村 均 浦河 林 孝輝 498＋181：57．21� 144．1�
23 カゼノカムイ 牡4鹿 57 丸山 元気菅原 広隆氏 寺島 良 青森 荒谷牧場 B478＋ 41：58．05 171．1�
59 マ リ エ ラ 牡4鹿 57 松山 弘平栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 534＋ 41：58．85 21．4�
714 サンマルアリュール 牝5栗 55

54 ☆�島 克駿相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 502－221：58．9 203．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，315，000円 複勝： 45，777，800円 枠連： 21，027，500円
馬連： 71，960，400円 馬単： 37，166，600円 ワイド： 47，430，500円
3連複： 99，000，500円 3連単： 134，365，200円 計： 491，043，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 270円 � 170円 � 160円 枠 連（3－8） 670円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 7，920円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 840円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 34，570円

票 数

単勝票数 計 343150 的中 � 26946（5番人気）
複勝票数 計 457778 的中 � 35708（5番人気）� 71001（3番人気）� 86707（2番人気）
枠連票数 計 210275 的中 （3－8） 24828（3番人気）
馬連票数 計 719604 的中 �� 17783（11番人気）
馬単票数 計 371666 的中 �� 3754（28番人気）
ワイド票数 計 474305 的中 �� 9998（13番人気）�� 14549（8番人気）�� 31060（3番人気）
3連複票数 計 990005 的中 ��� 19816（9番人気）
3連単票数 計1343652 的中 ��� 3109（95番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．6―12．1―12．7―13．0―13．0―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．5―48．6―1：01．3―1：14．3―1：27．3―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドアトゥ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．10．22 京都4着

2014．4．5生 牝3栗 母 ブ レ ン ダ 母母 Fairy Ballade 8戦2勝 賞金 17，620，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マリエラ号・サンマルアリュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月

28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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロードクロムウェル号
（非抽選馬） 3頭 クリノゼノビア号・マコトクラダリング号・ワンダースペリオル号
※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。

3410412月28日 曇 良 （29阪神5）第9日 第8競走 ��
��1，600�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
1：31．9
1：30．7

良
良

818 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 466＋ 41：35．2 13．6�
24 ウインシャトレーヌ 牝3栗 54 菱田 裕二�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 2 〃 クビ 3．9�
713 エレクトロニカ 牝3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 426± 01：35．3� 3．8�
35 カレンオプシス 牝5青鹿55 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：35．4クビ 23．1	
23 オメガハートソング 牝5青鹿55 横山 典弘原 	子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448＋101：35．61
 39．2

48 トルネードアレイ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 450＋10 〃 ハナ 7．3�
59 ゼニステレスコープ 牡3鹿 56 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 446＋161：35．7クビ 41．3�
36 サンライズマジック 牡3鹿 56 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 476－ 4 〃 ハナ 8．1
12 ピュアコンチェルト 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 クビ 5．2�
817 インウィスパーズ 牡3鹿 56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 440＋ 21：35．8� 80．1�
611 マ ジ ョ ラ ム 牝3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋121：35．9クビ 31．9�
11 � トーセンクリス 牝4鹿 55 藤岡 佑介島川 �哉氏 大久保龍志 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

518＋ 81：36．11� 25．6�
510 トウショウビクター 牡4黒鹿57 松山 弘平藤田 衛成氏 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462＋ 6 〃 アタマ 42．3�
47 サトノファイヤー 牡3栗 56 佐藤 友則 �サトミホースカンパニー 村山 明 日高 下河辺牧場 464＋ 21：36．73� 190．5�

（笠松）

714 レッドブリエ 牝4鹿 55 四位 洋文 �東京ホースレーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 406－ 41：36．91 134．2�
816 ゴールデンローズ 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁太田珠々子氏 千田 輝彦 新冠 パカパカ
ファーム 484－ 41：37．96 199．1�

715 アイファータレント 牡3鹿 56
55 ☆加藤 祥太中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 野表 篤夫 508＋ 61：38．32� 458．5�

（17頭）
612 キョウワベルナルド 牡3鹿 56 中井 裕二�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 42，239，400円 複勝： 62，426，400円 枠連： 22，521，200円
馬連： 98，086，000円 馬単： 43，564，000円 ワイド： 61，118，900円
3連複： 133，367，100円 3連単： 171，287，200円 計： 634，610，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 310円 � 170円 � 160円 枠 連（2－8） 2，070円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 890円 �� 910円 �� 430円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 33，490円

票 数

単勝票数 計 422394 的中 � 24776（6番人気）
複勝票数 計 624264 的中 � 41278（6番人気）� 98678（3番人気）� 118995（1番人気）
枠連票数 計 225212 的中 （2－8） 8695（10番人気）
馬連票数 計 980860 的中 �� 31307（10番人気）
馬単票数 計 435640 的中 �� 5636（23番人気）
ワイド票数 計 611189 的中 �� 17507（10番人気）�� 17166（11番人気）�� 40270（2番人気）
3連複票数 計1333671 的中 ��� 26232（8番人気）
3連単票数 計1712872 的中 ��� 4091（81番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．2―12．3―12．0―11．6―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．5―48．8―1：00．8―1：12．4―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウグロッケ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．3．25 阪神5着

2014．4．19生 牝3鹿 母 メイショウグラナダ 母母 ウィズストリングス 10戦2勝 賞金 19，000，000円
〔出走取消〕 キョウワベルナルド号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ルーズベルトゲーム号
（非抽選馬） 1頭 ミスディレクション号
※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。



3410512月28日 曇 稍重 （29阪神5）第9日 第9競走 ��
��1，400�

は る ま ち づ き

春 待 月 賞
発走14時30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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 サクセスエナジー 牡3黒鹿56 松山 弘平髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 536＋ 61：23．5 3．6�
612 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 496－ 2 〃 クビ 2．7�
815 トウカイシュテルン 牝3鹿 54 和田 竜二内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 478＋ 21：24．24 12．7�
24 マルカソレイユ 牝3栗 54 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 アタマ 7．2�
11 アナザーバージョン �6鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：24．51	 22．8�
611 マイネルラック 牡4鹿 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 496＋ 41：24．71
 6．0

510 ケルンウィナー 牡6栗 57 幸 英明谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 506＋ 21：25．02 22．9�
714 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 454－ 41：25．21
 222．6�

（笠松）

47 ペプチドアルマ 牡5黒鹿57 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 460－121：25．3クビ 79．8
36 ライオネルカズマ 牡3鹿 56 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 B494－ 61：25．4
 30．3�
12 ブラックジョー �4青鹿57 古川 吉洋山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 476＋ 2 〃 クビ 66．8�
713 スズカウラノス 牡8鹿 57 �島 克駿永井 啓弍氏 杉山 晴紀 新ひだか グランド牧場 472＋ 61：25．61
 333．5�
48 カレンマタドール �6鹿 57 岩田 康誠鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B500－ 21：25．7クビ 38．8�
35 ティンバレス 牝5青鹿55 浜中 俊 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B504＋ 61：26．12
 30．2�
816 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 466＋ 81：26．31� 334．6�
23  スパイラルステップ 牝5鹿 55 藤岡 佑介吉田 勝己氏 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 61：29．2大差 73．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，324，600円 複勝： 73，185，100円 枠連： 33，281，700円
馬連： 138，178，000円 馬単： 58，835，300円 ワイド： 74，277，500円
3連複： 178，780，700円 3連単： 249，290，700円 計： 857，153，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 130円 � 240円 枠 連（5－6） 340円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 300円 �� 930円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 8，740円

票 数

単勝票数 計 513246 的中 � 111706（2番人気）
複勝票数 計 731851 的中 � 108533（3番人気）� 176232（1番人気）� 62234（5番人気）
枠連票数 計 332817 的中 （5－6） 77201（1番人気）
馬連票数 計1381780 的中 �� 186848（1番人気）
馬単票数 計 588353 的中 �� 39338（1番人気）
ワイド票数 計 742775 的中 �� 72434（1番人気）�� 19265（9番人気）�� 36452（5番人気）
3連複票数 計1787807 的中 ��� 57785（4番人気）
3連単票数 計2492907 的中 ��� 22817（13番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―11．9―12．3―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．6―46．5―58．8―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 5，9（6，12）（4，15）7，10（8，11）1，2（14，13，3）－16 4 ・（5，9）（6，12）（4，15）（7，10，11）－（8，1）－2，13－14－16，3

勝馬の
紹 介

サクセスエナジー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．4．1 阪神6着

2014．4．11生 牡3黒鹿 母 サクセスアイニー 母母 アワーミスレッグス 7戦3勝 賞金 30，850，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
〔その他〕 スパイラルステップ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スパイラルステップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月28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） 1頭 ビナイーグル号
（非抽選馬） 1頭 メイショウボンロク号
※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。

3410612月28日 曇 良 （29阪神5）第9日 第10競走 ��
��1，600�フォーチュンカップ

発走15時05分 （芝・右・外）
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

45 � フィアーノロマーノ 牡3鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 534＋ 61：33．6 5．5�
56 エンヴァール 牡4栗 57 福永 祐一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472± 01：33．91	 4．1�
22 ロ ラ イ マ 
4鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 452＋ 6 〃 クビ 2．2�
68 ニシノカブケ 牡5栗 57 丸山 元気西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 514－ 41：34．11� 21．2�
57 スズカメジャー 牡3鹿 56 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B494＋ 2 〃 ハナ 5．9�
710 アクセラレート 牡5鹿 57 幸 英明 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 01：34．63 66．0	
812 プリンセスアスク 牝6青鹿55 国分 恭介廣崎利洋HD
 河内 洋 新冠 川上牧場 472＋ 21：34．7クビ 33．8�
33 ブライトボイス 牡5栗 57 富田 暁宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 504＋ 41：35．12� 61．6�
711 ビナイーグル 牡4鹿 57 松若 風馬井之口二三雄氏 作田 誠二 新ひだか 塚田 達明 512＋ 61：35．3	 28．0
69 キッズライトオン 牡5栗 57 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436± 0 〃 ハナ 66．5�
44 ダイイチターミナル 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 454＋ 21：35．51� 133．9�
11 ユウチェンジ 牡4黒鹿57 佐藤 友則
アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 508＋ 41：36．03 18．9�

（笠松）

813 ビービーリフレクト 
4栗 57 川又 賢治成富 直行氏 森 秀行 平取 坂東牧場 474＋ 21：38．3大差 243．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 57，428，600円 複勝： 68，524，600円 枠連： 34，773，600円
馬連： 146，742，000円 馬単： 71，395，500円 ワイド： 74，743，600円
3連複： 193，097，600円 3連単： 324，438，100円 計： 971，143，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 130円 � 110円 枠 連（4－5） 740円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 430円 �� 290円 �� 210円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 7，810円

票 数

単勝票数 計 574286 的中 � 82942（3番人気）
複勝票数 計 685246 的中 � 87767（4番人気）� 142384（2番人気）� 184199（1番人気）
枠連票数 計 347736 的中 （4－5） 37191（2番人気）
馬連票数 計1467420 的中 �� 97320（5番人気）
馬単票数 計 713955 的中 �� 22764（10番人気）
ワイド票数 計 747436 的中 �� 40625（5番人気）�� 65571（3番人気）�� 105655（1番人気）
3連複票数 計1930976 的中 ��� 158789（2番人気）
3連単票数 計3244381 的中 ��� 33203（15番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―11．6―12．2―11．3―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．5―46．1―58．3―1：09．6―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フィアーノロマーノ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Lion Heart デビュー 2017．1．28 京都1着

2014．8．21生 牡3鹿 母 Heart Ashley 母母 Pretty ’n Smart 5戦3勝 賞金 32，207，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビービーリフレクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月28日まで平地

競走に出走できない。
※ビナイーグル号は，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。

１レース目



3410712月28日 曇 稍重 （29阪神5）第9日 第11競走 ��
��1，800�ベテルギウスステークス

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬
は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 ルールソヴァール �5栗 57 幸 英明 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B496＋ 21：52．0 5．9�

713 スリータイタン �8黒鹿56 福永 祐一永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 454－ 21：52．31	 28．0�
11 
 シャイニービーム 牡5鹿 56 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 458± 0 〃 クビ 14．3�
510 マイネルバサラ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 476－ 61：52．51 4．7�
714 サ ン グ ラ ス 牡6青鹿56 古川 吉洋玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B508＋ 6 〃 アタマ 76．7�
816 タガノエスプレッソ 牡5鹿 57 浜中 俊八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462＋ 61：52．81	 8．9	
23 ダノングッド 牡5栗 56 松山 弘平�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B512－ 21：52．9	 32．0

12 マイネルクロップ 牡7芦 59 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 516＋ 21：53．11� 270．8�
35 ケンベストカフェ 牡5黒鹿56 小牧 太中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 478－ 21：53．2� 50．3�
47 ヨヨギマック 牡6栗 56 和田 竜二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 508＋101：53．41 75．3
24 サルサディオーネ 牝3栗 53 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 498＋ 2 〃 ハナ 80．3�
59 ドラゴンバローズ 牡5栗 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 502＋ 41：53．71	 3．8�
611 イースターパレード �8栗 56 秋山真一郎�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 510＋ 41：53．8� 73．6�
36 サウンドスカイ 牡4栗 56 松若 風馬増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム B506＋ 21：54．22� 314．5�
815 リゾネーター 牡3鹿 55 岩田 康誠 �シルクレーシング 牧 光二 米 Hubert

Vester B540＋ 3 〃 クビ 4．8�
612 アダムバローズ 牡3黒鹿56 池添 謙一猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 512± 01：54．51	 13．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 94，492，600円 複勝： 114，070，100円 枠連： 78，731，000円
馬連： 307，198，600円 馬単： 121，740，500円 ワイド： 142，602，100円
3連複： 447，411，700円 3連単： 656，337，400円 計： 1，962，584，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 600円 � 330円 枠 連（4－7） 5，280円

馬 連 �� 7，830円 馬 単 �� 13，150円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 1，120円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 25，720円 3 連 単 ��� 144，360円

票 数

単勝票数 計 944926 的中 � 128036（4番人気）
複勝票数 計1140701 的中 � 153071（4番人気）� 43702（8番人気）� 89083（6番人気）
枠連票数 計 787310 的中 （4－7） 11911（19番人気）
馬連票数 計3071986 的中 �� 31381（24番人気）
馬単票数 計1217405 的中 �� 7404（43番人気）
ワイド票数 計1426021 的中 �� 17907（22番人気）�� 34823（12番人気）�� 11151（33番人気）
3連複票数 計4474117 的中 ��� 13916（74番人気）
3連単票数 計6563374 的中 ��� 3637（386番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―37．1―49．3―1：01．7―1：13．9―1：26．2―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ルールソヴァール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．2．7 東京4着

2012．5．20生 �5栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 22戦6勝 賞金 128，363，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 アドマイヤロケット号・アールプロセス号・サンライズホーム号・タガノヴェリテ号・ヒロブレイブ号・

ペイシャモンシェリ号・ベストマッチョ号・ベック号・マッチレスヒーロー号・ラインルーフ号・リアファル号・
リーゼントロック号

3410812月28日 曇 良 （29阪神5）第9日 第12競走 ��
��1，400�2017ファイナルステークス

発走16時25分 （芝・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
1：19．5
1：19．0

良
良

611 スマートカルロス 牡5鹿 57 松山 弘平大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 480＋ 21：21．3 15．6�
35 クライムメジャー 牡3栗 56 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 512－ 81：21．51	 2．7�
58 エントリーチケット 牝3栗 54 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 21：21．6
 10．4�
610 ベルディーヴァ 牝5栗 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：21．81	 18．2�
34 � クリノハッチャン 牝6鹿 55 川須 栄彦栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 462－ 21：21．9
 109．7	
713 ニシノラッシュ 牡5鹿 57 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 496＋ 8 〃 クビ 19．4

22 マイネルパラディ 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 492＋ 81：22．0� 6．7�
23 グレイスミノル 牝5青鹿55 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 500＋ 2 〃 アタマ 17．1�
46 レッドリーガル 牡5鹿 57 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B496± 0 〃 ハナ 45．0
815 スペシャルギフト 6栗 57 佐藤 友則 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508－ 41：22．1クビ 89．4�

（笠松）

59 ヴ ェ ネ ト 牡5鹿 57 福永 祐一 �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 456＋ 41：22．2� 3．9�

11 ルグランパントル 5鹿 57 浜中 俊 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 478± 01：22．3
 29．0�

712 パーリオミノル 牝4鹿 55 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450＋ 21：22．4
 41．8�
47 ペ ス カ ネ ラ 牝3黒鹿54 �島 克駿山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 436－ 81：22．5
 18．5�
814 エリーティアラ 牝5青鹿55 古川 吉洋谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B476＋ 41：22．71 214．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 129，011，600円 複勝： 153，600，100円 枠連： 69，565，900円 馬連： 295，897，200円 馬単： 130，825，300円
ワイド： 172，557，700円 3連複： 427，886，900円 3連単： 686，594，200円 5重勝： 648，130，400円 計： 2，714，069，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 300円 � 140円 � 260円 枠 連（3－6） 1，400円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 8，350円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，090円 �� 610円

3 連 複 ��� 7，460円 3 連 単 ��� 65，150円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山11R／阪神11R／中山12R／阪神12R

キャリーオーバー なし����� 3，988，490円

票 数

単勝票数 計1290116 的中 � 65796（5番人気）
複勝票数 計1536001 的中 � 111473（5番人気）� 367010（1番人気）� 130190（4番人気）
枠連票数 計 695659 的中 （3－6） 39588（5番人気）
馬連票数 計2958972 的中 �� 92658（7番人気）
馬単票数 計1308253 的中 �� 12523（24番人気）
ワイド票数 計1725577 的中 �� 55896（5番人気）�� 20824（23番人気）�� 78052（4番人気）
3連複票数 計4278869 的中 ��� 45843（18番人気）
3連単票数 計6865942 的中 ��� 8430（175番人気）
5重勝票数 計6481304 的中 ����� 130

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．6―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．2―45．8―57．4―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートカルロス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．11．29 京都1着

2012．5．18生 牡5鹿 母 シュガーキャンディ 母母 ダイナシユガー 34戦5勝 賞金 113，979，000円
※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。

３レース目 ５レース目



（29阪神5）第9日 12月28日（木曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 175頭 本 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

231，290，000円
20，100，000円
1，900，000円
25，500，000円
71，470，000円
4，550，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
639，265，700円
837，953，600円
341，822，700円
1，422，967，300円
675，760，800円
815，751，900円
1，980，446，800円
3，026，982，400円
648，130，400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
5 重 勝
計 10，389，081，600円

総入場人員 15，694名 （有料入場人員 14，441名）



平成29年度 第5回阪神競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，496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

2，256，410，000円
35，420，000円
191，970，000円
17，280，000円
259，990，000円
620，314，500円
42，241，600円
14，361，600円

勝馬投票券売得金
7，101，250，100円
9，403，449，100円
3，274，005，400円
15，270，580，200円
7，595，988，100円
8，359，728，600円
21，117，316，200円
35，525，838，500円
2，498，393，700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 110，146，549，900円

総入場延人員 208，002名 （有料入場延人員 189，178名）
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