
3401312月3日 晴 良 （29阪神5）第2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）

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 マリアスパン 牝2鹿 54 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 476－ 21：56．0 2．5�

22 ボ リ ウ ッ ド 牝2黒鹿54 M．デムーロ吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 アタマ 2．7�
33 ピ リ カ ク ル 牝2鹿 54 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 484－ 2 〃 クビ 4．4�
11 メイショウカラタチ 牝2鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 468＋ 61：56．32 24．2�
811 イ ア ハ ー ト 牝2栗 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 高昭牧場 438± 01：56．4クビ 14．2	
68 テイエムソレイユ 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 484－ 41：56．93 105．9

55 キタノタマテバコ 牝2鹿 54 小牧 太北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 414＋ 21：57．32� 86．3�
79 インザハイエスト 牝2鹿 54 松田 大作吉田 照哉氏 北出 成人 千歳 社台ファーム 452－ 61：57．93� 102．5�
710 ハイヒールモモタン 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿小笹 公也氏 宮 徹 浦河 村下農場 446＋ 41：58．11� 22．3
67 ロイヤルシャイン 牝2鹿 54 池添 謙一ロイヤルパーク 池添 兼雄 浦河 日進牧場 484－ 41：59．16 55．9�
56 ダンツヒロイン 牝2黒鹿54 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新冠 細川農場 448－ 2 〃 クビ 281．5�
812 シゲルナスビ 牝2黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 福岡 駿弥 434－ 42：02．6大差 167．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，719，900円 複勝： 32，798，900円 枠連： 10，617，500円
馬連： 42，340，300円 馬単： 26，343，300円 ワイド： 26，941，100円
3連複： 65，100，100円 3連単： 109，499，000円 計： 338，360，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（2－4） 320円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 150円 �� 180円 �� 210円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 1，230円

票 数

単勝票数 計 247199 的中 � 80703（1番人気）
複勝票数 計 327989 的中 � 142475（1番人気）� 55204（2番人気）� 54085（3番人気）
枠連票数 計 106175 的中 （2－4） 25465（1番人気）
馬連票数 計 423403 的中 �� 103837（1番人気）
馬単票数 計 263433 的中 �� 28985（2番人気）
ワイド票数 計 269411 的中 �� 52888（1番人気）�� 37781（2番人気）�� 27460（3番人気）
3連複票数 計 651001 的中 ��� 177588（1番人気）
3連単票数 計1094990 的中 ��� 64404（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．9―13．5―13．2―13．2―12．7―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．9―51．4―1：04．6―1：17．8―1：30．5―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マリアスパン �
�
父 ハードスパン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．11．11 京都2着

2015．2．13生 牝2鹿 母 プリンセスキナウ 母母 アスターフォーマリア 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ボリウッド号の騎手M．デムーロは，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルナスビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月3日まで平地競走

に出走できない。

3401412月3日 晴 良 （29阪神5）第2日 第2競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

23 タイキサターン 牡2黒鹿55 M．デムーロ�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 484＋101：13．2 2．2�

24 ゼットアレース 牡2青 55 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 472－ 21：13．52 18．4�
612 メイショウミライ 牡2栗 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 464－10 〃 ハナ 4．0�
714 クインズカトレア 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 404－ 21：13．71� 12．7�
11 クーファエラン 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 444± 01：14．23 135．7�
816 ラフカディオ 牡2栗 55 浜中 俊 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 500－ 81：14．62� 25．3

35 バーニングガール 牝2鹿 54 幸 英明長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 �川フアーム 468＋ 21：14．81� 25．7�
36 ピ ー ナ ツ 牝2栗 54 酒井 学小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 田中 裕之 478＋14 〃 クビ 33．6�
48 ブルベアオクラ 牝2鹿 54 国分 優作 	ブルアンドベア 沖 芳夫 浦河 酒井牧場 444＋ 41：14．9クビ 505．2
815 ダ ッ チ ェ ス 牝2芦 54 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 新冠 坂元 芳春 420＋121：15．11� 555．0�
713 タムロムーン 牡2栗 55 川田 将雅谷口 屯氏 西園 正都 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 480－ 61：15．31 5．4�
510 ブ ー ス タ ー 牡2鹿 55 松若 風馬吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム 518－ 8 〃 アタマ 20．9�
47 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 442＋ 61：15．72� 339．4�
611 クロヅルストーリー 牝2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太杉浦 和也氏 作田 誠二 宮崎 田上 勝雄 438＋ 61：15．91� 477．8�
59 デカルコマニー 牡2鹿 55 菱田 裕二松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 446＋ 21：16．21� 485．1�
12 アチェンティ 牝2鹿 54 太宰 啓介巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 460± 01：17．58 239．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，109，800円 複勝： 44，465，200円 枠連： 12，563，800円
馬連： 52，084，300円 馬単： 29，714，200円 ワイド： 33，608，200円
3連複： 72，703，200円 3連単： 95，629，800円 計： 373，878，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 200円 � 120円 枠 連（2－2） 1，440円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 410円 �� 200円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 6，500円

票 数

単勝票数 計 331098 的中 � 123530（1番人気）
複勝票数 計 444652 的中 � 119794（1番人気）� 39281（5番人気）� 102242（2番人気）
枠連票数 計 125638 的中 （2－2） 6743（5番人気）
馬連票数 計 520843 的中 �� 28463（5番人気）
馬単票数 計 297142 的中 �� 11821（6番人気）
ワイド票数 計 336082 的中 �� 19154（3番人気）�� 52410（1番人気）�� 12075（8番人気）
3連複票数 計 727032 的中 ��� 37773（3番人気）
3連単票数 計 956298 的中 ��� 10655（15番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―12．4―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．7―48．1―1：00．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．5
3 ・（13，16）3（1，15）4（12，10）5，11（8，14）7（6，9）＝2 4 ・（13，16）3（1，15）4，12（5，10，14）11（8，7）（6，9）＝2

勝馬の
紹 介

タイキサターン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．10．28 東京3着

2015．3．11生 牡2黒鹿 母 マロノヴィーナス 母母 タンザナイト 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 アチェンティ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アチェンティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月3日まで平地競走に

出走できない。

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２日



3401512月3日 晴 良 （29阪神5）第2日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時05分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

11 イチネンプリンス 牡2黒鹿55 M．デムーロ国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 456－ 21：27．2 1．7�
48 チャーチタウン 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 B506－ 2 〃 クビ 5．8�
713 ブラックシープ 牡2黒鹿55 小牧 太松田 整二氏 牧浦 充徳 浦河 小島牧場 428－ 21：27．41 9．0�
23 ラ ヴ シ ー フ 牡2青 55 和田 竜二門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 450－ 81：27．61� 27．8�
47 テイエムボンバー 牡2黒鹿55 北村 友一竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 476－ 8 〃 クビ 13．8�
35 エイシンメッセ 牝2黒鹿54 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 434± 01：27．81� 127．2	
714 カノウムスビ 牡2栗 55 浜中 俊吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 498＋ 21：27．9クビ 59．5

612 ラ ド ル ク ス 牝2栗 54 松若 風馬水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 494＋ 41：28．11 106．5�
816 ペイシャモカ 牝2鹿 54 高倉 稜北所 直人氏 坂口 正則 浦河 梅田牧場 488－ 61：28．2� 129．4�
36 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 472－101：28．41� 11．2
12 マーブルタンギー 牡2鹿 55 太宰 啓介下村 直氏 池添 兼雄 日高 厚賀古川牧場 462± 01：28．5	 455．2�
815 マッシヴコマンダー 牡2栗 55

52 ▲三津谷隼人小川 勲氏 大橋 勇樹 日高 木村牧場 510－ 41：28．71� 372．1�
24 
 レ リ カ リ オ 牝2栗 54 川田 将雅�ノースヒルズ 矢作 芳人 米 Brushwood

Stable 458± 01：29．44 11．3�
59 ブルベアクレソン 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿 �ブルアンドベア 川村 禎彦 様似 猿倉牧場 460－ 2 〃 クビ 165．7�
510 アイファーフォルテ 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太中島 稔氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 394－ 21：29．5� 438．4�
611 グランドフサイチ 牡2青鹿 55

53 △森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 450＋ 81：29．92� 295．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，143，400円 複勝： 48，231，800円 枠連： 12，443，000円
馬連： 47，360，400円 馬単： 29，847，100円 ワイド： 33，016，000円
3連複： 66，996，600円 3連単： 103，293，500円 計： 373，331，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 170円 枠 連（1－4） 410円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 330円 �� 290円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 計 321434 的中 � 151913（1番人気）
複勝票数 計 482318 的中 � 216804（1番人気）� 38312（5番人気）� 49131（3番人気）
枠連票数 計 124430 的中 （1－4） 23043（1番人気）
馬連票数 計 473604 的中 �� 48922（2番人気）
馬単票数 計 298471 的中 �� 22857（3番人気）
ワイド票数 計 330160 的中 �� 26434（4番人気）�� 30936（2番人気）�� 7647（13番人気）
3連複票数 計 669966 的中 ��� 25671（8番人気）
3連単票数 計1032935 的中 ��� 13835（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―35．3―47．8―1：00．6―1：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F39．4
3 ・（8，11）14（6，10）3（9，12）（1，4）（5，15）－7，13，2－16 4 8－（11，14）（6，12）（3，10）9（1，15）（5，4）（7，13）（2，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イチネンプリンス �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．23 中京10着

2015．3．6生 牡2黒鹿 母 フミノアマゾン 母母 フミノテネシー 6戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 イチネンプリンス号の騎手M．デムーロは，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）

イチネンプリンス号の騎手M．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）
エイシンメッセ号の騎手幸英明は，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）

※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 タンロン号・フロリダロス号

3401612月3日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29阪神5）第2日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時35分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：15．7良・良

57 モズカタクラ 牡3栗 58 熊沢 重文 �キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 466＋ 63：21．0 25．6�
814� シゲルクロカジキ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 504＋183：21．42� 22．2�
22 メメニシコリ 牡4鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 458± 03：21．5クビ 2．8�
711 フ ィ エ ル テ 牝5鹿 58 中村 将之�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 6 〃 クビ 3．1�
45 アスターサムソン �4鹿 60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 43：21．6クビ 32．6�
813 シ ロ ク ニ �3栗 58 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 462－ 43：22．98 18．3	
58 メイショウゴウキ �3黒鹿58 難波 剛健松本 和子氏 沖 芳夫 安平 	橋本牧場 488＋ 83：23．85 49．0

46 サンライズホーム 牡6青鹿60 白浜 雄造松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 498＋ 63：24．65 13．2�
69 シゲルボスザル 牡3黒鹿58 平沢 健治森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 466＋ 63：25．02� 6．1�
34 コパカバーナ 牝3栗 56 大江原 圭ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 482－143：25．53 174．9�
610 ワンフォーオール �3芦 58 北沢 伸也前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 63：26．67 10．4�
11 カリスマフォンテン 牝4鹿 58 草野 太郎吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 516－ 43：31．2大差 217．0�
33 ビーハッピー 牡3鹿 58 蓑島 靖典ミルファーム 伊藤 正徳 様似 富田 恭司 472± 03：31．73 294．2�
712 ダークサイド �6黒鹿60 五十嵐雄祐星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 460－14 （競走中止） 25．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，860，500円 複勝： 24，926，700円 枠連： 15，714，500円
馬連： 40，257，900円 馬単： 22，424，100円 ワイド： 26，422，800円
3連複： 62，621，200円 3連単： 83，461，500円 計： 295，689，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 500円 � 430円 � 150円 枠 連（5－8） 3，010円

馬 連 �� 14，050円 馬 単 �� 37，370円

ワ イ ド �� 3，010円 �� 1，080円 �� 770円

3 連 複 ��� 8，830円 3 連 単 ��� 104，860円

票 数

単勝票数 計 198605 的中 � 6185（9番人気）
複勝票数 計 249267 的中 � 10402（8番人気）� 12270（7番人気）� 61314（1番人気）
枠連票数 計 157145 的中 （5－8） 4033（14番人気）
馬連票数 計 402579 的中 �� 2220（39番人気）
馬単票数 計 224241 的中 �� 450（86番人気）
ワイド票数 計 264228 的中 �� 2166（32番人気）�� 6310（12番人気）�� 9087（6番人気）
3連複票数 計 626212 的中 ��� 5314（27番人気）
3連単票数 計 834615 的中 ��� 577（295番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 52．8－3F 39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
7（5，11）＝2，14，13，4，6－8＝10－9＝3－1
7－5（2，11）＝14－13，4，8＝6－9－10＝3，1

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

勝馬の
紹 介

モズカタクラ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．11．12 京都7着

2014．4．18生 牡3栗 母 ペルファヴォーレ 母母 コンアモール 障害：3戦1勝 賞金 8，580，000円
〔競走中止〕 ダークサイド号は，1周目7号障害〔いけ垣〕飛越の際に他の馬に触れ，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
※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 シゲルロウニンアジ号



3401712月3日 晴 良 （29阪神5）第2日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時25分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

47 アンコールプリュ 牝2黒鹿54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 426 ―1：35．9 1．5�
610 ロードヴォラーレ 牡2鹿 55 北村 友一 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 438 ―1：36．0� 7．8�
46 ル プ ス 牝2青鹿54 和田 竜二中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 474 ―1：36．1� 10．8�
35 エイシンエレガンス 牝2青鹿54 酒井 学�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 436 ―1：36．2� 31．3�
58 ノヴェレッテ 牝2黒鹿54 浜中 俊 �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 432 ―1：36．3� 20．9	
11 ディープエクセル 牝2黒鹿54 池添 謙一前原 敏行氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 418 ―1：36．4� 7．8

23 ショウナンパシスタ 牝2黒鹿54 川田 将雅国本 哲秀氏 吉村 圭司 熊本 本田 土寿 426 ― 〃 クビ 14．6�
712 クラウンローチ 牝2栗 54

53 ☆�島 克駿河原 義宏氏 森田 直行 浦河 小島牧場 444 ―1：36．5� 529．7�
814 クインズオライリー 牝2芦 54 小林 徹弥亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 440 ―1：36．71� 153．4
713 キュアサニー 牝2黒鹿54 松若 風馬吉澤 克己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 414 ―1：36．8クビ 234．4�
611 ブレークテーラー 牡2黒鹿55 高倉 稜中西 浩一氏 河内 洋 浦河 笠松牧場 430 ― 〃 クビ 116．7�
22 バンブトンエガオ 牝2黒鹿54 竹之下智昭樋口 正蔵氏 千田 輝彦 浦河 谷川牧場 486 ―1：37．75 320．2�
34 ヴァリアスシチー 牡2鹿 55 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新冠 ムラカミファーム 458 ―1：37．8クビ 166．4�
59 ガーネットムーン 牝2栗 54 小牧 太西村 健氏 青木 孝文 浦河 笹地牧場 448 ―1：38．11� 207．9�
815 メイショウカグヤマ 牝2鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新冠 アラキフアーム 480 ―1：38．73� 22．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，968，200円 複勝： 56，471，600円 枠連： 11，882，100円
馬連： 49，491，500円 馬単： 33，848，400円 ワイド： 32，916，700円
3連複： 62，791，400円 3連単： 109，275，100円 計： 391，645，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（4－6） 470円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 220円 �� 260円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 3，290円

票 数

単勝票数 計 349682 的中 � 179770（1番人気）
複勝票数 計 564716 的中 � 319992（1番人気）� 46900（2番人気）� 43875（4番人気）
枠連票数 計 118821 的中 （4－6） 19486（1番人気）
馬連票数 計 494915 的中 �� 73213（1番人気）
馬単票数 計 338484 的中 �� 40729（1番人気）
ワイド票数 計 329167 的中 �� 43656（1番人気）�� 33353（3番人気）�� 9215（9番人気）
3連複票数 計 627914 的中 ��� 34333（3番人気）
3連単票数 計1092751 的中 ��� 24035（4番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．1―12．5―12．4―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．3―35．4―47．9―1：00．3―1：12．1―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．6
3 2，5（3，7）13（4，6）1（11，12，15）14，10，9－8 4 2（5，13）（3，7，6）（1，15）（11，10）（12，8）14，9，4

勝馬の
紹 介

アンコールプリュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ウイニングチケット 初出走

2015．4．17生 牝2黒鹿 母 オイスターチケット 母母 ナムラピアリス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ガーネットムーン号・ディープエクセル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3401812月3日 晴 良 （29阪神5）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時55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

36 ロードアクシス 牡2黒鹿55 松若 風馬 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 452－ 41：48．0 18．2�
59 バイオスパーク 牡2黒鹿55 池添 謙一宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 472＋ 41：48．1� 5．5�
11 ナ イ ス ド ゥ 牝2栗 54

52 △森 裕太朗田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 428＋ 21：48．2� 4．7�
23 レインボーナンバー 牡2黒鹿 55

54 ☆	島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 ハナ 29．1�
12 ナンゴクアイネット 牝2鹿 54 川田 将雅渡 義光氏 	島 一歩 新冠 つつみ牧場 452－10 〃 クビ 8．3	
713 フリーダムソート 牡2栗 55 国分 恭介西森 鶴氏 西村 真幸 様似 清水スタッド 444－ 41：48．3� 71．5

510 ダノンテアトロ 牡2鹿 55 幸 英明�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 460－ 41：48．4� 12．7�
24 シーダークィーン 牝2鹿 54 和田 竜二杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 450－ 21：48．82 192．8�
35 ア ラ ウ ン 牡2鹿 55 菱田 裕二一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 500＋ 81：49．33 100．7
816 アトラエンテ 牡2芦 55 浜中 俊杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 512－ 61：49．4� 27．9�
612 マイネルベッカー 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 478－ 81：50．03� 400．1�

47 リッカウェイ 牡2鹿 55 小牧 太立花 幸雄氏 北出 成人 新ひだか 原口牧場 460＋ 61：50．1� 160．4�
48 ミコデイジーラブ 牝2黒鹿54 酒井 学古賀 慎一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 496－121：50．73� 435．9�
714 アプルーヴァル 牡2鹿 55 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514－ 81：50．8� 2．3�
611 マ ツ リ カ 牝2黒鹿54 北村 友一�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 21：52．07 227．3�
815 ミトノシェアー 牝2黒鹿54 高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 新冠 新冠橋本牧場 400－ 81：52．42� 618．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，987，900円 複勝： 47，299，600円 枠連： 19，766，600円
馬連： 65，600，400円 馬単： 34，900，700円 ワイド： 41，610，600円
3連複： 86，935，300円 3連単： 113，202，500円 計： 448，303，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 270円 � 180円 � 170円 枠 連（3－5） 2，360円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 8，420円

ワ イ ド �� 990円 �� 900円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 38，800円

票 数

単勝票数 計 389879 的中 � 18063（6番人気）
複勝票数 計 472996 的中 � 38491（6番人気）� 73645（3番人気）� 80703（2番人気）
枠連票数 計 197666 的中 （3－5） 6473（9番人気）
馬連票数 計 656004 的中 �� 14119（15番人気）
馬単票数 計 349007 的中 �� 3106（32番人気）
ワイド票数 計 416106 的中 �� 10374（14番人気）�� 11535（12番人気）�� 26614（4番人気）
3連複票数 計 869353 的中 ��� 16897（12番人気）
3連単票数 計1132025 的中 ��� 2115（135番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．3―47．7―1：00．6―1：13．0―1：24．4―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．0
3 ・（13，6）（2，10）1（4，9，14）3，16（5，11）12，7，15，8 4 ・（13，6）（2，10）（1，9）（4，3，14）16，5（7，11，12）－（8，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードアクシス �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 Arch デビュー 2017．10．7 京都6着

2015．3．21生 牡2黒鹿 母 エ ニ ー デ イ 母母 ゴールドデイ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ロードアクシス号の騎手松若風馬は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）
〔その他〕 アプルーヴァル号は，3コーナーから4コーナーにかけて外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〕 ミトノシェアー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月3日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 テイエムフィーバ号（疾病〔左第1趾骨粉砕骨折〕のため）・レッドルーク号（疾病〔左前肢跛行〕のため）



3401912月3日 晴 良 （29阪神5）第2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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

66 フォンターナリーリ 牝4鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 488－ 21：52．3 1．4�
22 ロイヤルクルーズ 牝4黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 452－ 61：53．47 27．8�
811 ワンダーレアリサル 牝3鹿 54 小牧 太山本 信行氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 486－ 41：53．61� 5．1�
44 ナムラライラ 牝3黒鹿54 松若 風馬奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 460＋ 21：54．23� 74．3�
79 エ レ メ ン ツ 牝4黒鹿55 M．デムーロ 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 520－ 21：54．62 4．5�
78 ジ ュ ラ ー レ 牝4鹿 55

53 △森 裕太朗 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 410－ 5 〃 クビ 350．8


11 クリノセゴビア 牝4黒鹿55 太宰 啓介栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 456＋ 61：54．92 74．4�
33 ハッピーマテリアル 牝3鹿 54 幸 英明	ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 41：55．53� 128．6�
55 ガーランドワルツ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B474＋381：55．6クビ 32．9
67 フラワーイレブン 牝3栗 54 川島 信二吉野加壽代氏 松元 茂樹 青森 ワールドファーム 468± 01：57．7大差 49．4�
810 ミヤギファルコン 牝3栗 54 和田 竜二菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 鹿嶋牧場 490＋ 61：58．23 95．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，978，100円 複勝： 119，080，800円 枠連： 11，858，800円
馬連： 59，899，200円 馬単： 48，797，400円 ワイド： 36，638，000円
3連複： 84，606，900円 3連単： 213，536，600円 計： 612，395，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 200円 � 110円 枠 連（2－6） 1，740円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 420円 �� 130円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，550円

票 数

単勝票数 計 379781 的中 � 213744（1番人気）
複勝票数 計1190808 的中 � 957852（1番人気）� 24402（4番人気）� 90798（2番人気）
枠連票数 計 118588 的中 （2－6） 5253（5番人気）
馬連票数 計 598992 的中 �� 30933（4番人気）
馬単票数 計 487974 的中 �� 19380（5番人気）
ワイド票数 計 366380 的中 �� 17620（5番人気）�� 101829（1番人気）�� 9518（9番人気）
3連複票数 計 846069 的中 ��� 52515（2番人気）
3連単票数 計2135366 的中 ��� 27853（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．5―50．0―1：02．4―1：14．8―1：27．4―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォンターナリーリ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2015．12．13 阪神2着

2013．5．12生 牝4鹿 母 スカーレットベル 母母 スカーレットレディ 10戦3勝 賞金 34，920，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フラワーイレブン号・ミヤギファルコン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

1月3日まで平地競走に出走できない。

3402012月3日 晴 良 （29阪神5）第2日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時55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

48 グランドポピー 牝5栗 55
53 △森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 490＋ 81：12．0 18．5�

35 タガノマニカ 牝3鹿 54 太宰 啓介八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 440－121：12．63� 227．5�
11 マ ッ セ ル 牡3鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452± 0 〃 アタマ 18．7�
47 タ テ ヤ マ 牡3栗 56 松若 風馬小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 458± 01：12．7� 42．0�
815 キングディグニティ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 462－ 21：12．8� 5．8�
12 クリノサンレオ 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 448＋ 81：12．9	 30．3	
23 
 リッカクロフネ 牡5芦 57 幸 英明立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 472＋ 2 〃 ハナ 46．4

510 マ リ エ ラ 牡4鹿 57 M．デムーロ栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 530± 01：13．0クビ 2．6�
714 テイエムアニマンテ 牡3青鹿56 川島 信二竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 492－ 2 〃 ハナ 108．7�
816 ダブルスプリット 牡3栗 56 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B482＋ 2 〃 クビ 4．7
59 ウォーターバオバブ 牡4栗 57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 496＋ 41：13．1	 28．5�
611 ニューミレニアム 牡3栗 56 小牧 太 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 432＋ 61：13．2クビ 250．8�
36 
 テイエムマンカイ 牡4黒鹿 57

56 ☆�島 克駿竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 546－ 21：13．3	 57．1�
24 ゼ セ ル 牡3鹿 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 488＋121：13．51� 5．2�
713 ウエスタンビジュー 牝4鹿 55 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B468＋ 41：15．09 38．6�
612 メイショウカズヒメ 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 494± 01：15．74 56．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，038，900円 複勝： 51，918，200円 枠連： 23，800，200円
馬連： 79，958，800円 馬単： 36，468，700円 ワイド： 49，275，800円
3連複： 105，752，500円 3連単： 136，562，000円 計： 520，775，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 570円 � 4，790円 � 540円 枠 連（3－4） 17，850円

馬 連 �� 122，950円 馬 単 �� 229，840円

ワ イ ド �� 31，710円 �� 3，740円 �� 44，520円

3 連 複 ��� 574，740円 3 連 単 ��� 2，414，810円

票 数

単勝票数 計 370389 的中 � 15933（5番人気）
複勝票数 計 519182 的中 � 25027（6番人気）� 2626（15番人気）� 26764（5番人気）
枠連票数 計 238002 的中 （3－4） 1033（29番人気）
馬連票数 計 799588 的中 �� 504（103番人気）
馬単票数 計 364687 的中 �� 119（208番人気）
ワイド票数 計 492758 的中 �� 399（106番人気）�� 3438（36番人気）�� 284（114番人気）
3連複票数 計1057525 的中 ��� 138（441番人気）
3連単票数 計1365620 的中 ��� 41（2448番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―12．0―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．8―46．8―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドポピー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2014．7．5 函館1着

2012．4．24生 牝5栗 母 グランドグリーン 母母 メタモルフォース 15戦2勝 賞金 23，800，000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） 2頭 サウンドスカイメサ号・ローゼンタール号
（非抽選馬） 1頭 トッコディルーチェ号



3402112月3日 晴 良 （29阪神5）第2日 第9競走 ��
��1，400�

まんりょう

万 両 賞
発走14時30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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

89 ヒシコスマー 牡2黒鹿55 幸 英明阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 厚賀古川牧場 478＋ 21：21．6 42．9�
44 アトレヴィード 牝2鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：21．91� 10．2�
77 イイコトズクシ 牡2鹿 55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 484＋12 〃 クビ 29．6�
66 ミッキーマインド 牡2鹿 55 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 460＋ 8 〃 ハナ 5．3�
22 バーニングペスカ 牡2鹿 55 M．デムーロ山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 452＋ 21：22．1� 1．5�
88 スノーガーデン 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 458－ 2 〃 ハナ 102．9�
33 プロディジー 牝2鹿 54 池添 謙一飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 452－ 81：22．31� 7．5	
55 スーサンドン 牡2鹿 55 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 480± 01：22．4� 19．4

11 スズカマンサク 牝2鹿 54 北村 友一永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 412＋ 21：22．72 28．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 49，781，700円 複勝： 134，183，300円 枠連： 14，551，600円
馬連： 75，651，800円 馬単： 60，633，100円 ワイド： 47，262，400円
3連複： 99，442，100円 3連単： 277，466，100円 計： 758，972，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，290円 複 勝 � 2，200円 � 600円 � 1，350円 枠 連（4－8） 8，970円

馬 連 �� 12，310円 馬 単 �� 34，290円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 4，240円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 42，780円 3 連 単 ��� 326，560円

票 数

単勝票数 計 497817 的中 � 9849（8番人気）
複勝票数 計1341833 的中 � 15515（8番人気）� 63325（3番人気）� 25953（6番人気）
枠連票数 計 145516 的中 （4－8） 1256（18番人気）
馬連票数 計 756518 的中 �� 4759（24番人気）
馬単票数 計 606331 的中 �� 1326（48番人気）
ワイド票数 計 472624 的中 �� 4061（25番人気）�� 2842（29番人気）�� 6865（15番人気）
3連複票数 計 994421 的中 ��� 1743（55番人気）
3連単票数 計2774661 的中 ��� 616（322番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．3―46．3―58．0―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシコスマー �

父 ブラックタイド �


母父 ヘクタープロテクター デビュー 2017．10．29 東京1着

2015．3．18生 牡2黒鹿 母 コスマグレース 母母 エ テ ー ル 3戦2勝 賞金 17，210，000円

3402212月3日 晴 良 （29阪神5）第2日 第10競走 ��
��1，800�

ひ め じ

姫 路 特 別
発走15時05分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．12．3以降29．11．26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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 ワイルドカード 牡3鹿 55 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 542－ 41：51．7 1．7�

22 テイエムチューハイ 牡3黒鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 444－ 61：52．23 6．3�
610 ランドハイパワー 牡4鹿 53 松若 風馬木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 490＋ 21：52．62� 57．1�
712 マイネルボルソー 牡6鹿 53 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 B472－ 61：52．7クビ 129．2�
46 キチロクステージ 牡4鹿 54 �島 克駿山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 476－ 2 〃 アタマ 32．2�
58 トウケイワラウカド 牡4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 494± 01：52．8� 10．4	
814 ラ バ ピ エ ス 牡3鹿 54 和田 竜二 
シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 504－ 21：53．01 13．4�
711 モンストルコント 牡4黒鹿54 浜中 俊 
社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 498＋ 21：53．1� 24．3�
45 ハイヴォルテージ 牡5栗 52 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458＋ 61：53．2	 172．6
11 ヤマニンシルフ 牡4栗 54 北村 友一土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 464＋101：53．3	 23．5�
813 ウォーターマーズ 牡3芦 55 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 522－121：53．72� 9．4�
69 タガノアンピール 牡3黒鹿54 松田 大作八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 550＋ 21：53．91 18．1�
34 ウェイトアンドシー 
6黒鹿54 池添 謙一岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 488± 01：54．0� 42．1�
57 コスモボアソルテ 牡5芦 53 三津谷隼人 
ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 500－ 21：54．85 66．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，170，100円 複勝： 76，640，400円 枠連： 30，722，500円
馬連： 126，216，500円 馬単： 71，665，100円 ワイド： 71，220，300円
3連複： 167，447，900円 3連単： 283，813，400円 計： 882，896，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 900円 枠 連（2－3） 490円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，110円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 10，740円 3 連 単 ��� 27，570円

票 数

単勝票数 計 551701 的中 � 255408（1番人気）
複勝票数 計 766404 的中 � 330557（1番人気）� 89423（2番人気）� 10845（12番人気）
枠連票数 計 307225 的中 （2－3） 47924（2番人気）
馬連票数 計1262165 的中 �� 171737（1番人気）
馬単票数 計 716651 的中 �� 79654（1番人気）
ワイド票数 計 712203 的中 �� 84036（1番人気）�� 7810（24番人気）�� 4749（38番人気）
3連複票数 計1674479 的中 ��� 11693（34番人気）
3連単票数 計2838134 的中 ��� 7463（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．7―49．2―1：01．7―1：14．3―1：26．6―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワイルドカード �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．1．28 東京1着

2014．2．25生 牡3鹿 母 パーフェクトチャンス 母母 Win Crafty Lady 3戦3勝 賞金 28，822，000円
〔制裁〕 マイネルボルソー号の騎手国分優作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

２レース目



3402312月3日 晴 良 （29阪神5）第2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，28．12．3以降29．11．26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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

55 サトノアリシア 牝3鹿 53 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：46．4 9．4�
44 ギ モ ー ヴ 牝4鹿 53 川田 将雅吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 アタマ 6．0�
22 ハナズレジェンド 牡4栗 56 浜中 俊広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 464－ 21：46．5� 3．6�
79 ナイトオブナイツ 牡4栗 55 北村 友一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 454＋ 21：46．6� 8．0�
67 コウエイワンマン 牡6黒鹿54 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 528－ 41：46．7クビ 94．8�
78 	 タニノアーバンシー 牝4黒鹿54 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-

mizu 516＋ 4 〃 クビ 4．6	
811 ポルトドートウィユ 牡5鹿 57 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 502－ 41：46．8� 3．3�
810 マ リ オ ー ロ 牡5鹿 54 和田 竜二菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 502＋ 61：46．9� 70．9�
11 ショウナンバーキン 牝7青 50 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 488－ 81：47．0� 83．3
33 サンマルホーム 牡7栗 52 菱田 裕二相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B450＋ 61：47．32 155．0�
66 マイネルネーベル 牡5鹿 54 国分 恭介 �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 456－ 61：48．910 40．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 100，017，600円 複勝： 102，535，500円 枠連： 43，120，300円 馬連： 227，937，600円 馬単： 104，881，300円
ワイド： 100，580，500円 3連複： 275，853，700円 3連単： 512，286，400円 5重勝： 587，258，900円 計： 2，054，471，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 240円 � 180円 � 140円 枠 連（4－5） 2，720円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 800円 �� 570円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 20，370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����� 758，450円

票 数

単勝票数 計1000176 的中 � 84466（6番人気）
複勝票数 計1025355 的中 � 92625（6番人気）� 146929（4番人気）� 221026（1番人気）
枠連票数 計 431203 的中 （4－5） 12264（11番人気）
馬連票数 計2279376 的中 �� 74449（13番人気）
馬単票数 計1048813 的中 �� 17056（26番人気）
ワイド票数 計1005805 的中 �� 30408（13番人気）�� 44741（9番人気）�� 75347（3番人気）
3連複票数 計2758537 的中 ��� 81077（10番人気）
3連単票数 計5122864 的中 ��� 18230（85番人気）
5重勝票数 差引計5872589（返還計 28801） 的中 ����� 542

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―12．5―12．4―12．0―11．0―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．8―48．3―1：00．7―1：12．7―1：23．7―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．7
3 8（5，10）11，1，9，6（2，4）3－7 4 ・（8，10）5，11（1，9）（2，4）（7，6，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノアリシア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．10 函館2着

2014．4．8生 牝3鹿 母 ラ ル ー チ ェ 母母 アドマイヤセラヴィ 11戦3勝 賞金 51，824，000円

3402412月3日 晴 良 （29阪神5）第2日 第12競走 ��
��1，200�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
1：07．1
1：06．5

良
良

68 パーリオミノル 牝4鹿 55 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448－ 21：08．3 7．4�
57 ダイシンバルカン 牡5鹿 57 松若 風馬大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋ 21：08．51� 6．0�
22 スナークスカイ 牡4鹿 57

56 ☆	島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 448＋ 4 〃 クビ 19．5�
33 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿57 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 474－ 41：08．6
 44．3�
812� フジノパンサー 牡4鹿 57 四位 洋文久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 21：08．7
 6．3�
45 ロイヤルメジャー 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 444－ 8 〃 アタマ 30．4	
56 ネオフレグランス 牝3青鹿54 池添 謙一 �キャロットファーム 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422＋101：08．8
 8．2

69 レンイングランド 牡5芦 57 川島 信二田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 532－ 21：09．12 119．2�
711 キーナンバー 牡4栗 57 国分 恭介北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 508＋ 61：09．41� 21．6�
710 ヤマニンマンドール 牡5黒鹿57 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 460－ 6 〃 ハナ 19．6
44 ゲンパチケンシン 牡3芦 56

54 △森 裕太朗平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 470＋ 81：09．5
 2．5�
813 ケンシュナウザー 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 468＋ 41：09．6
 44．9�

11 マジックシャトル 牡5栗 57 小牧 太林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 506± 01：10．23
 18．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 64，805，800円 複勝： 70，202，900円 枠連： 38，986，900円
馬連： 166，073，100円 馬単： 69，766，400円 ワイド： 84，019，500円
3連複： 217，160，600円 3連単： 333，141，600円 計： 1，044，156，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 210円 � 430円 枠 連（5－6） 1，100円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，500円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 10，150円 3 連 単 ��� 49，530円

票 数

単勝票数 計 648058 的中 � 69389（4番人気）
複勝票数 計 702029 的中 � 98028（2番人気）� 93126（3番人気）� 35466（7番人気）
枠連票数 計 389869 的中 （5－6） 27312（5番人気）
馬連票数 計1660731 的中 �� 64137（5番人気）
馬単票数 計 697664 的中 �� 11691（15番人気）
ワイド票数 計 840195 的中 �� 37649（4番人気）�� 14019（17番人気）�� 12203（21番人気）
3連複票数 計2171606 的中 ��� 16031（33番人気）
3連単票数 計3331416 的中 ��� 4876（159番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．9―11．1―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．3―44．4―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 ・（1，4）－5，7，2，8（3，13）（6，9）（10，11）－12 4 ・（1，4）（5，7）－（2，8）3（6，13，9）（10，11）－12

勝馬の
紹 介

パーリオミノル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2015．9．5 札幌5着

2013．4．19生 牝4鹿 母 ヴィヴァシャスヴィヴィアン 母母 Tuzla 19戦3勝 賞金 46，024，000円
※出走取消馬 ベリースコール号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

５レース目



（29阪神5）第2日 12月3日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

197，150，000円
2，530，000円
18，280，000円
1，120，000円
21，750，000円
66，546，000円
5，052，800円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
528，581，900円
808，754，900円
246，027，800円
1，032，871，800円
569，289，800円
583，511，900円
1，367，411，500円
2，371，167，500円
587，258，900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 8，094，876，000円

総入場人員 29，000名 （有料入場人員 27，610名）
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