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3402512月10日 晴 稍重 （28阪神5）第3日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時10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
1：23．5
1：23．1

重
重

35 チカノワール 牝2鹿 54 武 豊�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 41：26．1 6．9�
611 スーサンゴー 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 448± 01：26．52� 2．2�
22 プリンセスヨウク 牝2鹿 54 岩田 康誠ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 436－ 81：26．6クビ 5．4�
46 メイショウシラカバ 牝2鹿 54 V．シュミノー 松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 478＋ 21：26．81� 5．5�

（仏）

11 シゲルビッグホーン 牝2栗 54
53 ☆�島 克駿森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 松本牧場 454± 01：27．11� 120．1�

814 ヤマニンフィオレロ 牝2鹿 54 高倉 稜土井 薫氏 浅見 秀一 日高 道見牧場 456－ 8 〃 ハナ 36．2	
34 タマモヒナマツリ 牝2鹿 54 松田 大作タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 438＋ 41：27．2� 16．5

59 ガールズブランド 牝2栗 54 小林 徹弥吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 村下 清志 444－ 21：27．51� 126．2�
58 スナークメイファ 牝2鹿 54 川島 信二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 B454－ 21：27．71� 117．2�
610 エ ピ ュ ー レ 牝2栗 54 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 484± 01：27．8� 15．1
712 マダムストーリー 牝2鹿 54 池添 謙一�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 市川フアーム 430－ 41：27．9� 18．7�
47 バーニングテイスト 牝2鹿 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 498＋181：28．11� 25．7�
23 カネトシジュテーム 牝2鹿 54 松若 風馬兼松 昌男氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 454－ 41：28．63 58．5�
713 ディストワリリー 牝2黒鹿 54

52 △義 英真西川 茂樹氏 北出 成人 新ひだか 高橋フアーム 458＋261：29．13 140．0�
815 アイファーサフラン 牝2鹿 54 松山 弘平中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 荒谷 輝和 450± 01：29．41� 336．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，785，300円 複勝： 39，280，100円 枠連： 13，156，700円
馬連： 45，405，300円 馬単： 26，130，200円 ワイド： 31，400，500円
3連複： 68，860，600円 3連単： 90，564，100円 計： 339，582，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 170円 � 110円 � 160円 枠 連（3－6） 460円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 310円 �� 620円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 247853 的中 � 28634（4番人気）
複勝票数 計 392801 的中 � 46854（4番人気）� 126092（1番人気）� 54405（3番人気）
枠連票数 計 131567 的中 （3－6） 21923（2番人気）
馬連票数 計 454053 的中 �� 47023（2番人気）
馬単票数 計 261302 的中 �� 12777（5番人気）
ワイド票数 計 314005 的中 �� 26109（3番人気）�� 11530（7番人気）�� 32949（1番人気）
3連複票数 計 688606 的中 ��� 41261（1番人気）
3連単票数 計 905641 的中 ��� 10154（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．1―12．6―12．3―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―35．1―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4F51．0―3F38．4
3 1，11，10，3（7，15，12）2（4，14）6－5，13，9－8 4 1，11（3，10）12（2，7）（15，14）5（6，4）－9（8，13）

勝馬の
紹 介

チカノワール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．11．26 京都5着

2014．5．2生 牝2鹿 母 フレアキャスケード 母母 ダンツプリンセス 2戦1勝 賞金 5，700，000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。

3402612月10日 晴 稍重 （28阪神5）第3日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時40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

44 カ ム カ ム 牡2鹿 55 松若 風馬共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 460－ 21：12．4 2．4�
812 ゼ セ ル 牡2鹿 55 武 豊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 476＋ 21：12．61� 2．0�
711 タマモコーラス 牝2黒鹿54 岩田 康誠タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 438－ 21：12．7クビ 10．6�
56 テイエムアカツキ 牡2栗 55

52 ▲荻野 極竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 490＋ 21：13．23 21．2�
710 メイショウヒボタン 牝2栗 54

52 △義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 440－ 81：13．3� 91．2�
68 アスターワイルド 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿加藤 久枝氏 加藤 敬二 新ひだか 木田牧場 478＋ 61：13．72� 34．4	
33 クリノワシントン 牡2栗 55 川島 信二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 434－ 21：13．91 15．3

22 シゲルドラネコ 牡2鹿 55 松山 弘平森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 452± 01：14．11� 21．2�
45 エ ル ネ ス ト 牡2鹿 55 柴田 大知吉澤 克己氏 奥村 豊 新ひだか 折手牧場 454＋ 21：14．41� 144．4�
57 プ ラ ト ヤ ヤ 牝2鹿 54 松田 大作永野 雄介氏 寺島 良 浦河 大道牧場 470＋201：14．82� 34．6
69 ショウナンカラーズ 牡2鹿 55 小牧 太国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 440－ 41：15．22� 125．1�
813 タガノスタッブス 牝2鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430－ 61：16．810 40．5�
11 テイエムバクショウ 牡2黒鹿55 高倉 稜竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 日高テイエム

牧場株式会社 468＋121：19．4大差 389．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，411，600円 複勝： 42，636，300円 枠連： 12，807，300円
馬連： 43，451，800円 馬単： 28，384，900円 ワイド： 26，708，300円
3連複： 63，029，700円 3連単： 107，448，500円 計： 348，878，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（4－8） 260円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 150円 �� 320円 �� 270円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，270円

票 数

単勝票数 計 244116 的中 � 79032（2番人気）
複勝票数 計 426363 的中 � 93441（2番人気）� 201391（1番人気）� 33175（3番人気）
枠連票数 計 128073 的中 （4－8） 38012（1番人気）
馬連票数 計 434518 的中 �� 122446（1番人気）
馬単票数 計 283849 的中 �� 33297（2番人気）
ワイド票数 計 267083 的中 �� 56881（1番人気）�� 17874（3番人気）�� 21888（2番人気）
3連複票数 計 630297 的中 ��� 87803（1番人気）
3連単票数 計1074485 的中 ��� 34316（2番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．5―12．0―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．2―47．2―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．2
3 ・（6，11）12－（4，8）10（3，7）（2，13）－（5，9）＝1 4 ・（6，11）12，4，8（3，10）7，2，13－（5，9）＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ ム カ ム �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．8．20 札幌11着

2014．3．30生 牡2鹿 母 カムアラウンド 母母 エレガントプロウズ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノスタッブス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月10日まで平地競

走に出走できない。
テイエムバクショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月10日まで平地
競走に出走できない。

※クリノワシントン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第５回 阪神競馬 第３日



3402712月10日 晴 稍重 （28阪神5）第3日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時10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

11 タスクフォース 牡2鹿 55 M．デムーロ窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 540－ 41：53．1 2．4�
44 ボ ナ パ ル ト 牡2鹿 55 武 豊幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム 502＋ 21：53．41� 5．3�
711 グランドディアマン 牡2鹿 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 笹島 政信 508－ 61：53．71� 6．8�
813 ナンヨープルートー 牡2鹿 55 池添 謙一中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 496＋ 21：54．02 3．8�
812 カ ミ ッ テ ル 牡2鹿 55 C．ルメール 青山 洋一氏 村山 明 安平 追分ファーム 454－ 61：54．74 13．5�
33 ウエスタンアッレ 牡2鹿 55

53 △義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 514－ 4 〃 ハナ 239．9�
22 ウイングフリオーソ 牝2鹿 54 松山 弘平 	杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 442－ 61：55．76 247．8

57 デンコウグロリアス 牡2鹿 55 V．シュミノー 田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 476－ 4 〃 ハナ 12．7�

（仏）

69 ロードコランダム 牡2黒鹿 55
54 ☆�島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 470± 01：56．02 42．2

45 マイネルヘミニス 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 61：56．53 40．3�

710 ヤマニンアンプリメ 牝2鹿 54 松若 風馬土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 454－ 81：56．92	 46．2�
56 ブラックマイスター 牡2青鹿55 A．シュタルケ 山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 城地 清満 476± 0 〃 ハナ 84．9�

（独）

68 ビップエクレア 牡2鹿 55
52 ▲荻野 極鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 白瀬 盛雄 490－ 41：57．11
 475．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，008，800円 複勝： 37，071，000円 枠連： 13，108，800円
馬連： 49，142，400円 馬単： 28，584，600円 ワイド： 30，678，700円
3連複： 70，465，400円 3連単： 106，533，400円 計： 363，593，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 170円 � 150円 枠 連（1－4） 620円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 270円 �� 290円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計 280088 的中 � 92643（1番人気）
複勝票数 計 370710 的中 � 102906（1番人気）� 47836（4番人気）� 56253（3番人気）
枠連票数 計 131088 的中 （1－4） 16228（2番人気）
馬連票数 計 491424 的中 �� 59086（2番人気）
馬単票数 計 285846 的中 �� 20100（2番人気）
ワイド票数 計 306787 的中 �� 30990（2番人気）�� 27653（3番人気）�� 13818（8番人気）
3連複票数 計 704654 的中 ��� 45194（3番人気）
3連単票数 計1065334 的中 ��� 19614（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．2―37．7―50．4―1：03．0―1：15．7―1：28．0―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．4
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タスクフォース �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．9．17 阪神3着

2014．1．31生 牡2鹿 母 ネオイリュージョン 母母 マ ン フ ァ ス 2戦1勝 賞金 6，800，000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。

3402812月10日 晴 稍重 （28阪神5）第3日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時40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
2：00．8
1：59．8

良
良

22 ザモンゴメリー 牡2鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506± 02：03．9 5．7�

44 ナ ム ラ マ ル 牡2鹿 55 武 豊奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 武田 寛治 508＋ 22：04．11 1．8�
33 コスモヴァーズ 牡2青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 42：05．37 58．6�
66 パイオニアゴールド 牡2鹿 55 小林 徹弥平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 428－ 22：05．4� 220．5�
77 グランドボヌール 牡2鹿 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 468－ 22：05．5クビ 12．3�
11 グランドエポワール 牡2黒鹿55 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 日高 スウィング

フィールド牧場 468＋ 62：06．77 103．7	
55 トルネードアレイ 牡2黒鹿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 450＋ 62：06．91� 2．5

89 リアリスティック 牡2鹿 55

54 ☆	島 克駿 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 528＋ 22：07．43 33．0�

88 マイネルラムセス 牡2黒鹿 55
53 △義 英真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 480－ 62：07．5クビ 265．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 34，962，400円 複勝： 74，201，100円 枠連： 7，792，500円
馬連： 44，080，300円 馬単： 35，407，000円 ワイド： 25，264，100円
3連複： 64，825，200円 3連単： 164，142，400円 計： 450，675，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 110円 � 770円 枠 連（2－4） 520円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，280円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 15，970円

票 数

単勝票数 計 349624 的中 � 48881（3番人気）
複勝票数 計 742011 的中 � 53969（3番人気）� 418668（1番人気）� 9918（6番人気）
枠連票数 計 77925 的中 （2－4） 11609（2番人気）
馬連票数 計 440803 的中 �� 68142（2番人気）
馬単票数 計 354070 的中 �� 19220（5番人気）
ワイド票数 計 252641 的中 �� 37611（3番人気）�� 4409（13番人気）�� 5229（9番人気）
3連複票数 計 648252 的中 ��� 11926（10番人気）
3連単票数 計1641424 的中 ��� 7448（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．5―49．5―1：02．3―1：15．2―1：27．5―1：39．5―1：51．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ザモンゴメリー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Rahy デビュー 2016．10．30 京都3着

2014．4．27生 牡2鹿 母 アップルマティーニ 母母 メヤディーニ 3戦1勝 賞金 8，100，000円



3402912月10日 晴 稍重 （28阪神5）第3日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時30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

44 ラプソディーア 牝2栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 414 ―1：23．5 1．5�
11 アタックバイオ 牡2鹿 55 松若 風馬バイオ� 藤原 英昭 平取 坂東牧場 480 ―1：23．82 5．0�
66 サトノシュテルン 牝2黒鹿54 池添 謙一里見 治氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 アタマ 7．4�
33 ア レ ラ ー モ 牡2鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 516 ―1：24．01� 7．0�
88 イ ロ ハ 牝2鹿 54 岩田 康誠山住 勲氏 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 424 ―1：24．1� 60．0	
55 ロードブレイク 牡2栗 55 A．シュタルケ �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 500 ―1：25．8大差 12．4


（独）

22 バイアストリート 牡2黒鹿55 松山 弘平岡田 牧雄氏 平田 修 平取 稲原牧場 442 ―1：27．18 77．0�
77 ヴァーナルデイズ 牡2鹿 55 松田 大作 �キャロットファーム 高橋 康之 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 490 ―1：27．31� 56．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 34，938，700円 複勝： 87，755，000円 枠連： 発売なし
馬連： 41，969，400円 馬単： 33，465，000円 ワイド： 24，784，600円
3連複： 46，536，200円 3連単： 131，472，700円 計： 400，921，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 140円 �� 190円 �� 320円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 1，450円

票 数

単勝票数 計 349387 的中 � 181243（1番人気）
複勝票数 計 877550 的中 � 663756（1番人気）� 65534（2番人気）� 50209（3番人気）
馬連票数 計 419694 的中 �� 90322（1番人気）
馬単票数 計 334650 的中 �� 48525（1番人気）
ワイド票数 計 247846 的中 �� 53129（1番人気）�� 31314（3番人気）�� 15675（5番人気）
3連複票数 計 465362 的中 ��� 64544（1番人気）
3連単票数 計1314727 的中 ��� 65464（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．0―48．0―59．9―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラプソディーア 
�
父 ディープブリランテ 

�
母父 Nureyev 初出走

2014．4．27生 牝2栗 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song 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。

3403012月10日 晴 稍重 （28阪神5）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走13時05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

22 アンタガシャチョウ 牡2黒鹿55 武 豊 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 日高 下河辺牧場 512 ―1：55．1 4．0�
44 サトノファイヤー 牡2栗 55 C．ルメール 里見 治氏 村山 明 日高 下河辺牧場 476 ―1：55．84 2．3�
11 マイネルエーポス 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 石田牧場 466 ―1：55．9� 18．4�
55 イケジュンペガサス 牝2芦 54 松田 大作鈴木 等氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 476 ―1：56．32� 61．9�
77 タイセイオーキッド 牝2栗 54 A．シュタルケ 田中 成奉氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 500 ―1：57．89 7．8�

（独）

33 スプレンダークラン 牝2黒鹿54 V．シュミノー 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 416 ―1：59．410 2．7

（仏）

66 ユウワールド 牡2鹿 55 小林 徹弥�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 514 ―2：04．4大差 52．6�
（7頭）

売 得 金
単勝： 26，104，600円 複勝： 23，654，100円 枠連： 発売なし
馬連： 41，158，900円 馬単： 29，443，900円 ワイド： 18，622，100円
3連複： 47，213，400円 3連単： 125，667，700円 計： 311，864，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 200円 �� 670円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 6，300円

票 数

単勝票数 計 261046 的中 � 51262（3番人気）
複勝票数 計 236541 的中 � 52464（3番人気）� 72999（1番人気）
馬連票数 計 411589 的中 �� 75295（2番人気）
馬単票数 計 294439 的中 �� 21458（5番人気）
ワイド票数 計 186221 的中 �� 28209（2番人気）�� 6213（9番人気）�� 7690（7番人気）
3連複票数 計 472134 的中 ��� 22639（6番人気）
3連単票数 計1256677 的中 ��� 14454（25番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―13．8―12．9―12．8―12．8―12．5―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―38．7―51．6―1：04．4―1：17．2―1：29．7―1：42．4

コーナー
通過順位

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

2
4
5，7（2，4）（1，3）＝6
5（7，4）2，1＝3＝6

勝馬の
紹 介

アンタガシャチョウ �

父 キングズベスト �


母父 Tiznow 初出走

2014．5．15生 牡2黒鹿 母 ペ ケ ジ ェ イ 母母 スイートテイスト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウワールド号は，「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。



3403112月10日 晴 稍重 （28阪神5）第3日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時35分 （ダート・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
1：11．0
1：10．2

良
不良

88 スターペスマリア 牝2栗 54 C．ルメール 河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 476＋ 61：11．8 3．1�
77 メイショウミズカゼ 牡2栗 55 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 456± 0 〃 クビ 3．4�
55 イナズママンボ 牝2鹿 54 小牧 太小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 448＋ 41：12．01� 7．9�
44 テイエムアニマンテ 牡2青鹿55 松若 風馬竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 482＋ 41：12．21� 23．0�
33 オアシスクイーン 牝2鹿 54 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 452＋ 41：12．3クビ 5．9�
22 リリーメーカー 牝2鹿 54

52 △義 英真阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 482－ 81：12．51� 36．9�
66 タ テ ヤ マ 牡2栗 55 松山 弘平小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 444＋ 61：12．81	 9．6	
11 エ ッ シ ャ ー 牡2栗 55 M．バルザローナ 小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 484＋ 21：13．12 5．7


（仏）

（8頭）

売 得 金
単勝： 34，056，600円 複勝： 38，011，700円 枠連： 発売なし
馬連： 65，220，500円 馬単： 33，295，300円 ワイド： 32，356，800円
3連複： 73，925，400円 3連単： 135，253，500円 計： 412，119，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 130円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 230円 �� 510円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 5，980円

票 数

単勝票数 計 340566 的中 � 86598（1番人気）
複勝票数 計 380117 的中 � 76333（2番人気）� 88275（1番人気）� 43574（5番人気）
馬連票数 計 652205 的中 �� 81984（1番人気）
馬単票数 計 332953 的中 �� 20681（2番人気）
ワイド票数 計 323568 的中 �� 40676（1番人気）�� 14504（9番人気）�� 23901（3番人気）
3連複票数 計 739254 的中 ��� 41688（3番人気）
3連単票数 計1352535 的中 ��� 16396（10番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―11．9―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―46．5―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．2
3 ・（1，3）（2，6，8）－7，4－5 4 ・（1，3）（2，6）8（4，7）－5

勝馬の
紹 介

スターペスマリア �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．23 中京6着

2014．5．5生 牝2栗 母 ウインブロッサム 母母 ケイティディド 3戦2勝 賞金 12，200，000円
〔制裁〕 オアシスクイーン号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。

3403212月10日 晴 稍重 （28阪神5）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 メイスンウォー 牡6鹿 57 松田 大作梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 41：51．8 47．9�

816 ゼンノスサノヲ 牡5栗 57
56 ☆�島 克駿大迫久美子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 B480－ 21：52．43� 91．7�

612 マインシャッツ 牡3栗 56 池添 謙一吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 486－ 4 〃 クビ 3．1�
23 ゴーザトップ 牡5栗 57 岩田 康誠江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 490± 01：52．61� 147．2�
59 マイネルボルソー 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 B478＋ 2 〃 ハナ 23．5�
713 キングブレイク 牡7栗 57 小牧 太阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 532± 01：52．7クビ 41．6	
510 ケルティックソード 牡3栗 56 川田 将雅吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 494± 01：52．91� 2．4

24 アグネスアーニャ 牝4鹿 55 松若 風馬畑佐 博氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 488－ 41：53．0クビ 172．8�
815 コパノチャーリー 牡4栗 57 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 518＋121：53．1� 11．5�
714 ラフェットデメール 牝5黒鹿55 和田 竜二大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B468± 01：53．2� 336．0
12 � タ イ マ ツ リ 牡5黒鹿 57

55 △義 英真浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 458± 01：53．3クビ 86．0�
611 レインボーソング 牝4鹿 55 M．バルザローナ 吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B484＋ 2 〃 クビ 5．1�

（仏）

47 タガノエンブレム 牡6青鹿 57
54 ▲荻野 極八木 良司氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 4 〃 アタマ 61．8�
36 タニノマンボ 牡6鹿 57 V．シュミノー 谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 486＋ 61：53．4クビ 34．5�

（仏）

35 ブロンクスシルバー 牝5芦 55 A．シュタルケ �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 494－ 41：53．61� 52．3�
（独）

48 カルムパシオン 	3鹿 56 川島 信二前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 510± 01：53．81� 16．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，942，300円 複勝： 43，855，700円 枠連： 21，699，000円
馬連： 77，066，900円 馬単： 36，271，900円 ワイド： 46，625，600円
3連複： 108，474，100円 3連単： 138，868，100円 計： 506，803，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，790円 複 勝 � 630円 � 1，720円 � 200円 枠 連（1－8） 9，600円

馬 連 �� 115，970円 馬 単 �� 269，340円

ワ イ ド �� 19，220円 �� 2，040円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 124，970円 3 連 単 ��� 2，341，380円

票 数

単勝票数 計 339423 的中 � 5658（9番人気）
複勝票数 計 438557 的中 � 16324（7番人気）� 5532（13番人気）� 74881（2番人気）
枠連票数 計 216990 的中 （1－8） 1750（19番人気）
馬連票数 計 770669 的中 �� 515（89番人気）
馬単票数 計 362719 的中 �� 101（178番人気）
ワイド票数 計 466256 的中 �� 616（81番人気）�� 6001（20番人気）�� 3011（31番人気）
3連複票数 計1084741 的中 ��� 651（195番人気）
3連単票数 計1388681 的中 ��� 43（1808番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―13．7―12．4―12．1―12．7―12．4―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―36．7―49．1―1：01．2―1：13．9―1：26．3―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイスンウォー �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．3．23 中山9着

2010．4．29生 牡6鹿 母 ネバーエンディング 母母 マキシマムデニール 24戦4勝 賞金 51，150，000円
〔制裁〕 タガノエンブレム号の騎手荻野極は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて戒

告。（被害馬：2番）
メイスンウォー号の騎手松田大作は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・10
番・5番・7番・2番）

※ゼンノスサノヲ号は，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。



3403312月10日 晴 稍重 （28阪神5）第3日 第9競走 ��
��1，600�

せ っ つ

摂 津 特 別
発走14時35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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

78 ビナイーグル 牡3鹿 56 松若 風馬井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 508－ 41：34．8 20．7�
66 カイザーバル 牝3黒鹿54 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 クビ 1．4�
44 オブリゲーション 牡3鹿 56 和田 竜二�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 464－ 21：34．9� 41．5�
11 ナイトオブナイツ 牡3栗 56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 450＋ 21：35．0クビ 7．3�
22 ジョーアラタ 牡4鹿 57 武 豊上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 494＋101：35．21	 6．4	
89 サンライズクロンヌ 牡3栗 56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 484－ 41：35．52 7．4

77 アドマイヤスカイ 牡4青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：35．6クビ 76．3�
55 クリスタルタイソン 
3黒鹿56 C．ルメール Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 496＋ 2 〃 クビ 18．4�
810 ケンホファヴァルト 牡3鹿 56 V．シュミノー 中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 460＋161：35．7クビ 78．4
（仏）

33 マ ユ キ 牝5栗 55 荻野 極稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 492＋ 41：35．91	 247．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 49，413，700円 複勝： 163，032，400円 枠連： 15，863，400円
馬連： 95，532，200円 馬単： 64，555，000円 ワイド： 55，517，800円
3連複： 114，916，900円 3連単： 286，261，000円 計： 845，092，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 240円 � 110円 � 450円 枠 連（6－7） 810円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 390円 �� 3，260円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 51，910円

票 数

単勝票数 計 494137 的中 � 19080（6番人気）
複勝票数 計1630324 的中 � 51162（5番人気）� 1242152（1番人気）� 22595（7番人気）
枠連票数 計 158634 的中 （6－7） 15103（4番人気）
馬連票数 計 955322 的中 �� 62278（4番人気）
馬単票数 計 645550 的中 �� 10858（12番人気）
ワイド票数 計 555178 的中 �� 40004（4番人気）�� 3992（22番人気）�� 18472（9番人気）
3連複票数 計1149169 的中 ��� 15116（17番人気）
3連単票数 計2862610 的中 ��� 3998（123番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．1―12．1―11．8―11．0―10．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―36．6―48．7―1：00．5―1：11．5―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビナイーグル �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2015．8．22 新潟4着

2013．2．18生 牡3鹿 母 シャークブロード 母母 ラヴロバリー 14戦3勝 賞金 43，791，000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。

3403412月10日 晴 稍重 （28阪神5）第3日 第10競走 ��
��2，400�オリオンステークス

発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，27．12．12以降28．12．4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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

11 マイネルサージュ 牡4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 504± 02：26．3 5．1�

33 サラトガスピリット 牡4栗 55 A．シュタルケ 平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 508－ 62：26．51� 6．2�
（独）

88 ア ル タ ー 	4栗 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 508± 0 〃 ハナ 1．8�
22 ラブラドライト 	7鹿 54 V．シュミノー 吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B486－ 62：26．81� 40．2�

（仏）

89 ケルンダッシュ 牡4鹿 55 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 486－ 4 〃 クビ 49．9�
44 ヴ ォ ー ジ ュ 牡3青鹿53 川田 将雅杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 532＋ 82：27．01 6．6	
77 レッドルーラー 牡6鹿 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：27．53 11．2

55 トレジャーマップ 牡5鹿 54 松山 弘平小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 442± 02：28．35 39．0�
66 エーティータラント 牡6芦 55 松田 大作荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 510＋ 42：28．83 17．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 60，281，900円 複勝： 73，046，200円 枠連： 19，027，100円
馬連： 120，785，400円 馬単： 67，146，200円 ワイド： 65，005，300円
3連複： 151，128，900円 3連単： 299，557，300円 計： 855，978，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連（1－3） 1，370円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 340円 �� 200円 �� 210円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 5，220円

票 数

単勝票数 計 602819 的中 � 94036（2番人気）
複勝票数 計 730462 的中 � 111536（2番人気）� 89580（3番人気）� 298938（1番人気）
枠連票数 計 190271 的中 （1－3） 10745（6番人気）
馬連票数 計1207854 的中 �� 75824（5番人気）
馬単票数 計 671462 的中 �� 21033（9番人気）
ワイド票数 計 650053 的中 �� 42426（5番人気）�� 88942（1番人気）�� 81876（2番人気）
3連複票数 計1511289 的中 ��� 167554（1番人気）
3連単票数 計2995573 的中 ��� 41595（13番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―12．7―12．4―12．1―12．5―12．4―12．3―11．7―11．3―11．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．5―38．2―50．6―1：02．7―1：15．2―1：27．6―1：39．9―1：51．6―2：02．9―2：14．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルサージュ 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．7 中山1着

2012．4．13生 牡4鹿 母 サ オ ヒ メ 母母 ハ ル カ ゼ 16戦5勝 賞金 87，678，000円
〔制裁〕 サラトガスピリット号の騎手A．シュタルケは，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：6番・8番）
※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。



3403512月10日 晴 稍重 （28阪神5）第3日 第11競走 ��
��1，800�第67回チャレンジカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，27．12．12以降28．12．4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 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

715 マイネルハニー 牡3鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 476－ 81：46．5 15．4�

24 ベ ル ー フ 牡4鹿 57 V．シュミノー �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋ 4 〃 クビ 8．5�

（仏）

59 ケイティープライド 牡6鹿 52 �島 克駿�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 アタマ 56．0�
11 フ ル ー キ ー 牡6青鹿57．5 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：46．6クビ 3．9�
714 ブラックスピネル 牡3黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522＋18 〃 クビ 6．5	
35 ヒストリカル 牡7黒鹿57 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460＋101：46．7� 9．2

36 デウスウルト 	8黒鹿53 池添 謙一吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：46．8クビ 91．0�
12 ダノンメジャー 牡4栗 55 小牧 太�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 クビ 10．3�
816 ディサイファ 牡7鹿 58．5 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 2 〃 ハナ 6．5
817 ヒルノマテーラ 牝5黒鹿54 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 466＋ 21：46．9クビ 14．6�
48 タッチングスピーチ 牝4鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B468－ 4 〃 クビ 8．4�
612 クランモンタナ 牡7芦 56 和田 竜二 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482＋ 61：47．0クビ 168．8�
818 フェイマスエンド 牡5栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング �島 一歩 新冠 中村農場 488＋ 21：47．1� 30．5�
510 プランスペスカ 牡6鹿 53 高倉 稜山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B480＋ 4 〃 クビ 124．9�
611 シルクドリーマー 牡7鹿 53 岩田 康誠 �シルクレーシング 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 484＋ 81：47．2クビ 69．5�
47 ケツァルテナンゴ 牡4鹿 56 A．シュタルケ �G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：47．41
 94．6�

（独）

713 メイショウナルト 	8鹿 56 松田 大作松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 458－ 21：48．67 306．5�
23 エキストラエンド 牡7鹿 57 M．バルザローナ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 474－ 41：49．13 57．4�

（仏）

（18頭）

売 得 金
単勝： 139，932，500円 複勝： 215，456，700円 枠連： 100，865，500円
馬連： 482，991，800円 馬単： 179，753，300円 ワイド： 257，515，500円
3連複： 830，574，800円 3連単： 1，008，579，200円 計： 3，215，669，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 430円 � 310円 � 820円 枠 連（2－7） 1，790円

馬 連 �� 7，460円 馬 単 �� 15，950円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 5，390円 �� 4，580円

3 連 複 ��� 74，740円 3 連 単 ��� 470，230円

票 数

単勝票数 計1399325 的中 � 72337（9番人気）
複勝票数 計2154567 的中 � 133640（9番人気）� 201945（4番人気）� 63177（11番人気）
枠連票数 計1008655 的中 （2－7） 43481（7番人気）
馬連票数 計4829918 的中 �� 50161（35番人気）
馬単票数 計1797533 的中 �� 8451（70番人気）
ワイド票数 計2575155 的中 �� 28947（35番人気）�� 12233（55番人気）�� 14451（48番人気）
3連複票数 計8305748 的中 ��� 8334（208番人気）
3連単票数 計10085792 的中 ��� 1555（1194番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―11．7―11．8―11．6―11．3―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―35．3―47．0―58．8―1：10．4―1：21．7―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．1
3 2，13，15，18－12，14（9，10，16）3（4，6）（1，8）（7，17）（5，11） 4 2，15，13，18－（12，14）（9，16）（10，3，6）（1，4，8）7，17（5，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルハニー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2015．11．15 東京1着

2013．5．10生 牡3鹿 母 ブライアンハニー 母母 ハスキーハニー 11戦3勝 賞金 100，676，000円
※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。
（非抽選馬） 2頭 ドレッドノータス号・レプランシュ号
※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。

3403612月10日 晴 稍重 （28阪神5）第3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）

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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611 マイネルラック 牡3鹿 56 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 480－ 21：24．6 4．2�
（独）

24 � サトノユニコーン 牡6鹿 57 C．ルメール 里見 治氏 橋口 慎介 新ひだか グランド牧場 B480－ 41：24．7� 2．1�
612 ヒラボクテイオー 牡4黒鹿57 松山 弘平�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 526＋14 〃 ハナ 24．8�
48 ケルンウィナー 牡5栗 57

54 ▲荻野 極谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 510＋121：25．12� 51．2�

11 ヴ レ ク ー ル 牡5栗 57 V．シュミノー �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 514－ 6 〃 クビ 8．2	
（仏）

816 アーネストミノル 牡5鹿 57
56 ☆�島 克駿吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 440－ 21：25．2クビ 49．9


35 � チュウワワンダー 牡6鹿 57 川島 信二中西 忍氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 ハナ 257．5�
714� リッカクロフネ 牡4芦 57 池添 謙一立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 480± 01：25．3	 130．0�
510 ペプチドブラッサム 牝3鹿 54 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 414＋ 41：25．51� 64．2
47 マコトルーメン 牡3鹿 56 和田 竜二�ディアマント 北出 成人 様似 出口 繁夫 498± 0 〃 ハナ 30．7�
36 タイセイラビッシュ 牡4鹿 57 松田 大作田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494－ 6 〃 ハナ 31．8�
59 サトノワイバーン 牡3黒鹿 56

54 △義 英真里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 482－ 51：26．13� 44．3�
713 スクリューネイバー 牡3芦 56 小林 徹弥松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 504＋ 11：26．41	 297．0�
12 ノボリレジェンド 牝5鹿 55 松若 風馬原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 454＋ 21：26．61
 19．8�
815 サンマルアリュール 牝4栗 55 小牧 太相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 504－ 6 〃 クビ 29．8�
23 パールフューチャー 牡3黒鹿56 M．バルザローナ H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 鎌田 正嗣 500－ 21：28．210 6．5�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，125，400円 複勝： 76，435，300円 枠連： 40，769，800円
馬連： 151，397，100円 馬単： 71，822，700円 ワイド： 83，495，600円
3連複： 204，347，100円 3連単： 315，142，600円 計： 1，009，535，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 120円 � 410円 枠 連（2－6） 380円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，350円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 17，340円

票 数

単勝票数 計 661254 的中 � 125097（2番人気）
複勝票数 計 764353 的中 � 141950（2番人気）� 206404（1番人気）� 30616（6番人気）
枠連票数 計 407698 的中 （2－6） 82875（1番人気）
馬連票数 計1513971 的中 �� 259434（1番人気）
馬単票数 計 718227 的中 �� 53196（2番人気）
ワイド票数 計 834956 的中 �� 118914（1番人気）�� 13808（16番人気）�� 20051（9番人気）
3連複票数 計2043471 的中 ��� 37178（10番人気）
3連単票数 計3151426 的中 ��� 13174（37番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．8―12．2―12．5―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―34．5―46．7―59．2―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルラック �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．9．26 阪神5着

2013．4．1生 牡3鹿 母 トーワフォーチュン 母母 グリーングッズ 15戦2勝 賞金 22，450，000円
〔その他〕 パールフューチャー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 パールフューチャー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年1月10日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 1頭 マイネルロタシオン号
※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。



（28阪神5）第3日 12月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 142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

253，440，000円
2，530，000円
15，400，000円
1，580，000円
26，270，000円
58，552，000円
3，998，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
556，963，800円
914，435，600円
245，090，100円
1，258，202，000円
634，260，000円
697，974，900円
1，844，297，700円
2，909，490，500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 9，060，714，600円

総入場人員 16，740名 （有料入場人員 15，392名）
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