
3402512月9日 晴 良 （29阪神5）第3日 第1競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

56 ダンツチョイス 牝2栗 54 C．ルメール 山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 448± 01：13．4 4．6�
68 エナジーピエトラ 牝2栗 54 幸 英明 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 宮内牧場 442± 01：13．5� 5．7�
33 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 478－ 21：13．71� 2．0�
44 ファステンバーグ 牝2青鹿54 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 436± 01：14．23 168．4�
11 タマモカトルズ 牝2鹿 54 太宰 啓介タマモ� 高橋 亮 新冠 守矢牧場 454－ 2 〃 クビ 57．3�
812 ナイトスプライト 牝2栗 54 岩田 康誠 	社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 456－ 41：14．62� 5．8

69 ナガラリバー 牝2栗 54 国分 優作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 426± 01：14．81� 24．3�
22 メイショウヴァルス 牝2鹿 54

51 ▲富田 暁松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村下 明博 412－121：15．01� 78．3�
45 エコロプリンセス 牝2栗 54 秋山真一郎原村 正紀氏 鈴木 伸尋 浦河 中村 雅明 418－101：15．1クビ 90．5
813 アースフライト 牝2黒鹿54 酒井 学伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 420－ 21：15．84 29．3�
710 キ フ ジ ン 牝2黒鹿 54

52 △森 裕太朗阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 山田 昇史 380± 0 〃 クビ 102．6�
57 スリーゴーディー 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人永井商事� 目野 哲也 浦河 村中牧場 460＋101：16．01� 291．2�
711 ソッフィダモーレ 牝2栗 54 荻野 琢真	ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 446－ 41：17．38 332．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，354，400円 複勝： 40，921，800円 枠連： 10，292，900円
馬連： 46，888，100円 馬単： 26，017，800円 ワイド： 31，449，400円
3連複： 61，582，500円 3連単： 96，988，400円 計： 340，495，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（5－6） 900円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 320円 �� 180円 �� 210円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 4，500円

票 数

単勝票数 計 263544 的中 � 47377（2番人気）
複勝票数 計 409218 的中 � 68500（2番人気）� 64829（3番人気）� 155786（1番人気）
枠連票数 計 102929 的中 （5－6） 8782（4番人気）
馬連票数 計 468881 的中 �� 30545（5番人気）
馬単票数 計 260178 的中 �� 9486（8番人気）
ワイド票数 計 314494 的中 �� 21665（5番人気）�� 48123（1番人気）�� 37887（3番人気）
3連複票数 計 615825 的中 ��� 85479（1番人気）
3連単票数 計 969884 的中 ��� 15601（11番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．1―12．3―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．3―36．4―48．7―1：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 ・（8，4）11（1，10）12（6，13）（5，7）（3，9）2 4 ・（8，4）（1，10，11）12，6（3，13）（5，9）7，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツチョイス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．11．19 京都4着

2015．3．2生 牝2栗 母 アンティークカラー 母母 ロ ー ズ ボ ー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※ファステンバーグ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3402612月9日 晴 良 （29阪神5）第3日 第2競走 ��1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

56 エンジェルウィング 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：26．9 3．5�
69 リンクスナナ 牝2栗 54 太宰 啓介目谷 一幸氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 450± 01：27．0� 21．4�
812 タイセイビスタ 牡2青鹿55 C．ルメール 田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 506＋24 〃 アタマ 2．2�
33 メイショウバイタル 牡2青鹿55 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 赤田牧場 504＋ 41：27．31� 4．2�
711 テーオージーニアス 牡2鹿 55 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 494± 01：28．15 34．9�
813 ガ ブ リ ヨ リ 牡2栗 55

53 △森 裕太朗中西 功氏 加藤 敬二 新ひだか 小河 豊水 492－ 61：28．31 82．9	
44 ラインアスター 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太大澤 繁昌氏 沖 芳夫 浦河 有限会社
松田牧場 514－ 21：28．51 236．8


45 テイエムナナイロ 牡2栗 55 小牧 太竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 460＋ 41：28．71� 50．7�
11 コパノメンデス 牡2栗 55

52 ▲富田 暁小林 祥晃氏 宮 徹 日高 若林 順一 444－ 21：28．8� 240．5�
68 タ ン ロ ン 牡2芦 55 四位 洋文中辻 明氏 寺島 良 白老 習志野牧場 470－ 41：29．75 216．3
22 スズカワークシップ 牡2鹿 55 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 470＋ 81：30．44 10．8�
710 ジツリキナカヤマ 牝2黒鹿54 酒井 学河合實貴男氏 服部 利之 浦河 冨岡牧場 442－ 41：30．82� 305．2�
57 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 B478＋ 41：31．01� 98．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，830，000円 複勝： 42，751，000円 枠連： 10，314，400円
馬連： 46，046，300円 馬単： 29，503，600円 ワイド： 32，965，200円
3連複： 64，103，100円 3連単： 104，594，900円 計： 364，108，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 260円 � 120円 枠 連（5－6） 2，790円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 710円 �� 230円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 14，070円

票 数

単勝票数 計 338300 的中 � 80486（2番人気）
複勝票数 計 427510 的中 � 85783（3番人気）� 27244（5番人気）� 124923（1番人気）
枠連票数 計 103144 的中 （5－6） 2859（10番人気）
馬連票数 計 460463 的中 �� 13611（9番人気）
馬単票数 計 295036 的中 �� 5226（15番人気）
ワイド票数 計 329652 的中 �� 10815（8番人気）�� 43040（3番人気）�� 10678（9番人気）
3連複票数 計 641031 的中 ��� 26460（6番人気）
3連単票数 計1045949 的中 ��� 5387（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―36．6―49．2―1：01．5―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンジェルウィング �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2017．9．24 阪神6着

2015．4．19生 牝2鹿 母 レースウィング 母母 レ ー ス 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走状況〕 ガブリヨリ号は，枠入り不良。

クリノウィルディス号は，発進不良〔出遅れ〕。
※ジツリキナカヤマ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

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３日



3402712月9日 晴 良 （29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

813 バーンフライ 牡2黒鹿55 岩田 康誠�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478± 01：55．0 1．4�

69 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＋ 2 〃 ハナ 24．6�
22 ツーエムアリエス 牡2鹿 55 古川 吉洋水谷 昌晃氏 本田 優 新ひだか 水丸牧場 478－ 21：55．1クビ 29．6�
812 クリノカポネ 牡2鹿 55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460± 01：55．41� 3．6�
33 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 476＋ 41：56．57 15．3�
56 リリーマイスター 牡2黒鹿55 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 504＋ 2 〃 アタマ 16．1	
45 メイショウカクウン 牡2青鹿55 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 456－ 81：56．71� 78．6

710 ローレルティーダ 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 450＋ 4 〃 ハナ 94．1�
711 インフレーション 牡2青鹿55 川島 信二アルツト組合 高橋 康之 新冠 柏木 一則 466＋ 61：56．8� 175．6�
11 シゲルシイタケ 牡2鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 462－101：58．18 256．9
44 オーミスマイル 牡2鹿 55 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 松木 加代 534－ 41：58．2� 390．5�
68 プリティーキッズ 牝2鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 472＋ 21：58．62� 303．8�
57 タマモリング 牡2鹿 55

52 ▲富田 暁タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 460＋ 22：01．0大差 109．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，962，400円 複勝： 87，042，600円 枠連： 14，610，100円
馬連： 41，758，900円 馬単： 34，321，300円 ワイド： 26，828，800円
3連複： 56，105，100円 3連単： 120，515，600円 計： 411，144，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 320円 � 330円 枠 連（6－8） 1，120円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 530円 �� 600円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 13，700円

票 数

単勝票数 計 299624 的中 � 166937（1番人気）
複勝票数 計 870426 的中 � 655048（1番人気）� 19457（5番人気）� 18658（6番人気）
枠連票数 計 146101 的中 （6－8） 10049（4番人気）
馬連票数 計 417589 的中 �� 21747（4番人気）
馬単票数 計 343213 的中 �� 13835（5番人気）
ワイド票数 計 268288 的中 �� 13475（6番人気）�� 11734（7番人気）�� 2576（20番人気）
3連複票数 計 561051 的中 ��� 7404（15番人気）
3連単票数 計1205156 的中 ��� 6374（40番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．5―12．8―13．2―13．1―12．8―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．8―50．6―1：03．8―1：16．9―1：29．7―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バーンフライ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．11．25 京都3着

2015．3．20生 牡2黒鹿 母 ロードクロサイト 母母 Folklore 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモリング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月9日まで平地競走に

出走できない。

3402812月9日 晴 良 （29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

11 リュヌルージュ 牝2鹿 54 福永 祐一窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 446－ 22：02．3 40．1�
58 ユーキャンスマイル 牡2鹿 55 武 豊金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478± 02：02．51 2．9�
33 エ イ コ ー ン 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太西森 鶴氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 450＋ 62：02．82 278．1�
45 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 510＋ 2 〃 クビ 50．5�
22 ブルベアトリュフ 牡2鹿 55 太宰 啓介 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 448± 0 〃 アタマ 15．9	
712 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 466－ 42：02．9クビ 6．9

46 エルカラファテ 牝2鹿 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 クビ 2．0�
34 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 488－ 22：03．64 58．9�
610 コンキスタドール 牡2鹿 55 松田 大作�KTレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：03．91� 17．5
813 ラベンデュラン 牡2鹿 55 池添 謙一ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 428－ 2 〃 ハナ 176．1�
711 ヴィーヴァバッカス 牡2栗 55 古川 吉洋芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド 466＋ 42：04．54 642．8�
814 イ サ ミ ア シ 牡2鹿 55 岩田 康誠中西 功氏 牧田 和弥 新冠 中本牧場 446－ 22：04．71 39．7�
57 ケイティノーブル 牡2栗 55

52 ▲三津谷隼人瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 454－ 22：05．01	 594．2�

69 イズジョーブラック 牡2鹿 55 国分 優作泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 加野牧場 510－ 22：06．38 860．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 46，289，400円 複勝： 51，280，000円 枠連： 13，582，100円
馬連： 59，885，200円 馬単： 35，993，600円 ワイド： 39，992，300円
3連複： 82，517，700円 3連単： 125，617，100円 計： 455，157，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，010円 複 勝 � 600円 � 140円 � 3，000円 枠 連（1－5） 4，120円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 11，050円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 27，940円 �� 6，730円

3 連 複 ��� 129，740円 3 連 単 ��� 827，930円

票 数

単勝票数 計 462894 的中 � 9777（7番人気）
複勝票数 計 512800 的中 � 17619（7番人気）� 143762（2番人気）� 3179（11番人気）
枠連票数 計 135821 的中 （1－5） 2551（14番人気）
馬連票数 計 598852 的中 �� 12846（11番人気）
馬単票数 計 359936 的中 �� 2443（27番人気）
ワイド票数 計 399923 的中 �� 8660（14番人気）�� 361（57番人気）�� 1510（37番人気）
3連複票数 計 825177 的中 ��� 477（112番人気）
3連単票数 計1256171 的中 ��� 110（651番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．6―12．9―12．0―12．7―12．7―12．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．4―49．3―1：01．3―1：14．0―1：26．7―1：39．0―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リュヌルージュ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2017．11．19 京都5着

2015．3．10生 牝2鹿 母 ムーンハウリング 母母 アスカシーズ 2戦1勝 賞金 5，700，000円



3402912月9日 晴 良 （29阪神5）第3日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．6
1：07．8

良
良

22 ベ ル ガ ド 牡2栗 55 高倉 稜�サンコウ牧場 森田 直行 新ひだか サンコウ牧場 464 ―1：10．3 47．8�
59 マキナガラージュ 牡2栗 55 C．ルメール 野田 善己氏 角居 勝彦 新冠 中村 弘昭 400 ―1：10．4� 8．5�
610 グ リ ム 牡2芦 55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 新ひだか 服部 牧場 490 ―1：10．5� 6．6�
712 リュウドカズマ 牡2鹿 55 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 466 ―1：10．6クビ 4．8�
35 ブラックブラック 牝2黒鹿 54

52 △森 裕太朗三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 394 ―1：10．7� 222．5	
34 エ ヴ ァ イ エ 牝2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 448 ―1：10．91� 2．1

815 トワイライトタイム 牡2青鹿55 岩田 康誠三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 468 ― 〃 ハナ 19．6�
46 チムニースイーパー 牡2芦 55 池添 謙一吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 416 ― 〃 クビ 68．3�
47 バトードラムール 牝2鹿 54 小牧 太村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 452 ―1：11．0クビ 27．4
11 	 アメリカンドミンゴ 牝2鹿 54 福永 祐一吉澤 克己氏 今野 貞一 米 Queen Of The

Night Syndicate 422 ― 〃 クビ 14．7�
58 カ シ ャ ー サ 牝2黒鹿 54

51 ▲富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 442 ―1：11．21� 171．3�

814 マリーベリー 牝2栗 54 秋山真一郎薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 428 ―1：11．51� 148．6�
611 エレスチャル 牝2鹿 54 古川 吉洋ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 444 ―1：13．3大差 58．5�
713 スマートリゲル 牡2栗 55 酒井 学大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 500 ―1：15．0大差 194．8�
23 カレンヒップスター 牡2鹿 55 川田 将雅鈴木 隆司氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 470 ―1：17．8大差 60．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，576，500円 複勝： 49，368，500円 枠連： 13，351，100円
馬連： 56，792，600円 馬単： 29，708，300円 ワイド： 39，396，100円
3連複： 71，447，200円 3連単： 91，766，000円 計： 397，406，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，780円 複 勝 � 830円 � 260円 � 190円 枠 連（2－5） 6，240円

馬 連 �� 17，470円 馬 単 �� 37，440円

ワ イ ド �� 4，710円 �� 2，280円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 22，660円 3 連 単 ��� 303，790円

票 数

単勝票数 計 455765 的中 � 8089（8番人気）
複勝票数 計 493685 的中 � 12468（8番人気）� 50546（4番人気）� 79286（2番人気）
枠連票数 計 133511 的中 （2－5） 1656（22番人気）
馬連票数 計 567926 的中 �� 2518（37番人気）
馬単票数 計 297083 的中 �� 595（76番人気）
ワイド票数 計 393961 的中 �� 2100（36番人気）�� 4412（21番人気）�� 10160（8番人気）
3連複票数 計 714472 的中 ��� 2364（60番人気）
3連単票数 計 917660 的中 ��� 219（586番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―11．5―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．2―46．7―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．1
3 ・（10，12）－2－1（6，8，9）7（5，14）（15，3）（4，11）－13 4 ・（10，12，1，9）－（2，6）7（5，8）（15，14）－4＝11＝（13，3）

勝馬の
紹 介

ベ ル ガ ド �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2015．3．16生 牡2栗 母 エンジェルファタル 母母 サクセスウーマン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ベルガド号の騎手高倉稜は，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70，000円。（被害馬：5番・1番）
〔その他〕 カレンヒップスター号は，3コーナーで外側に逃避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〕 スマートリゲル号・カレンヒップスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

1月9日まで平地競走に出走できない。
※カシャーサ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3403012月9日 晴 良 （29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

44 ウェルカムゴールド 牡2栗 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 512 ―1：54．8 6．0�
66 モズノーブルギフト 牡2黒鹿55 M．デムーロ �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 536 ―1：55．54 1．8�
11 グランサージュ 牡2黒鹿55 池添 謙一宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 480 ―1：56．45 16．4�
55 ウイントラゲット 牡2鹿 55 幸 英明�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 504 ― 〃 アタマ 8．9�
77 セイリスペクト 牡2黒鹿 55

52 ▲富田 暁金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 474 ―1：56．5� 9．8	
22 アフラマズダー 牡2鹿 55 国分 優作田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 502 ― 〃 ハナ 28．1

89 ファストフラッシュ 牡2栗 55 武 豊間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 458 ―1：57．56 8．0�
88 コウユープリプリ 牝2栗 54 川島 信二加治屋貞光氏 斉藤 崇史 日高 旭 牧場 420 ―1：59．4大差 145．1�
33 タガノメビウス 牡2黒鹿55 藤懸 貴志八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452 ―2：00．03� 30．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 44，748，600円 複勝： 50，016，300円 枠連： 8，431，300円
馬連： 48，264，100円 馬単： 32，646，500円 ワイド： 31，232，400円
3連複： 54，993，200円 3連単： 117，617，100円 計： 387，949，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 140円 � 110円 � 210円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 230円 �� 720円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 9，030円

票 数

単勝票数 計 447486 的中 � 62709（2番人気）
複勝票数 計 500163 的中 � 69637（2番人気）� 222207（1番人気）� 33799（6番人気）
枠連票数 計 84313 的中 （4－6） 14903（1番人気）
馬連票数 計 482641 的中 �� 72225（1番人気）
馬単票数 計 326465 的中 �� 15099（6番人気）
ワイド票数 計 312324 的中 �� 39577（1番人気）�� 9886（11番人気）�� 16308（5番人気）
3連複票数 計 549932 的中 ��� 25984（6番人気）
3連単票数 計1176171 的中 ��� 9438（30番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．2―12．9―13．1―13．1―12．9―12．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．6―50．5―1：03．6―1：16．7―1：29．6―1：42．3

コーナー
通過順位

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

2
4

・（6，9）7（2，3）－1－4－5＝8・（9，6）7（2，1，4）－3，5＝8
勝馬の
紹 介

ウェルカムゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Deputy Minister 初出走

2015．5．4生 牡2栗 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※コウユープリプリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

追 加 記 事（第 5回阪神競馬第 2日第 2競走）
〔その他〕　　アチェンティ号は，競走中に疾病〔右第３手根骨矢状骨折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3403112月9日 晴 良 （29阪神5）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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

714 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 B500－101：25．5 7．5�
48 � キーネットワーク 牡3鹿 56 池添 謙一北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊田田村牧場 492＋ 3 〃 ハナ 15．1�
816 エスペランサリュウ 牡4鹿 57 国分 優作江上 幸�氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 492＋ 4 〃 クビ 71．6�
35 ララベスラーナ 牝3栗 54 川田 将雅ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ B482＋ 61：25．6� 3．5�
611 バ リ キ 牡5栗 57

55 △森 裕太朗杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 456＋ 41：25．7� 4．7	
24 マコトシャムロック 牡4青鹿57 岩田 康誠�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 512＋241：25．8� 6．8

612 メイショウオオヅツ 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 552＋101：25．9クビ 10．0�
713 スズカチャレンジ 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 静内山田牧場 486＋ 41：26．0� 14．0�
59 ロワゾブルー 牡4黒鹿57 太宰 啓介吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 512± 01：26．21� 52．0
12 � ビービーリフレクト 	4栗 57 福永 祐一成富 直行氏 森 秀行 平取 坂東牧場 472－161：26．3クビ 27．3�
36 ペプチドホープ 牡3鹿 56 松田 大作沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 474＋ 81：26．51� 31．3�
11 プラチナコード 牡5芦 57 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 502－ 91：26．6� 9．7�
23 � スイートアリエッタ 牝4鹿 55 酒井 学岩﨑 僖澄氏 柴田 光陽 浦河 杵臼牧場 436＋ 21：27．13 216．4�
47 バ タ ラ 牡3黒鹿56 川島 信二杉澤 光雄氏 五十嵐忠男 新冠 川島牧場 478＋ 81：27．31
 104．7�
510 アイファーマグオー 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 516＋101：27．4クビ 190．5�
815� アイファーフドオー 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太中島 稔氏 柴田 光陽 新冠 川上 悦夫 476－13 〃 クビ 56．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，085，200円 複勝： 42，450，900円 枠連： 17，574，400円
馬連： 66，253，900円 馬単： 30，898，600円 ワイド： 41，964，800円
3連複： 87，118，400円 3連単： 100，860，200円 計： 418，206，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 280円 � 450円 � 1，070円 枠 連（4－7） 4，070円

馬 連 �� 6，940円 馬 単 �� 15，070円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 7，360円 �� 18，300円

3 連 複 ��� 258，250円 3 連 単 ��� 1，305，770円

票 数

単勝票数 計 310852 的中 � 33115（4番人気）
複勝票数 計 424509 的中 � 44931（3番人気）� 24582（7番人気）� 9239（11番人気）
枠連票数 計 175744 的中 （4－7） 3341（14番人気）
馬連票数 計 662539 的中 �� 7391（27番人気）
馬単票数 計 308986 的中 �� 1537（54番人気）
ワイド票数 計 419648 的中 �� 4201（29番人気）�� 1466（59番人気）�� 586（84番人気）
3連複票数 計 871184 的中 ��� 253（321番人気）
3連単票数 計1008602 的中 ��� 56（1696番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―12．5―12．6―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．5―47．0―59．6―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．5
3 8，9（1，14）（2，15）16（4，5，12）11，7（13，10）（3，6） 4 ・（8，9）（1，14）16（2，15）12（4，5，11）10（6，7）（3，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ライオネルカズマ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Monsun デビュー 2016．10．23 京都5着

2014．2．12生 牡3鹿 母 モンスーンウェディング 母母 Hyabella 12戦2勝 賞金 16，250，000円
※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 ラインフィール号
（非抽選馬） 3頭 テイエムハヤブサ号・ペリコール号・マルヨシャバーリー号

3403212月9日 晴 良 （29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

810 ユ ラ ノ ト 牡3栗 56 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 496＋ 81：52．6 2．3�
67 エンパイアブルー 牝5鹿 55 福永 祐一広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 470－ 41：53．23� 2．7�
44 � サハラファイター 牡4鹿 57 秋山真一郎本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 530＋101：53．3� 12．4�
79 メイショウノボサン 牡4栗 57 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 482－ 41：53．51 16．8�
811 ドライバーズハイ 牡4鹿 57 M．デムーロ藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 460＋ 61：53．81� 4．5	
33 シ ベ リ ウ ス 牡4栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B458± 01：53．9� 41．7

55 キングラディウス 牡4栗 57 古川 吉洋菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B474＋ 21：54．11	 46．7�
66 エヴォリューション 牝6鹿 55 小牧 太岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 496＋ 41：54．31� 120．7�
78 ドゥリーミン 牝4黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 454－ 21：54．61� 45．2
22 エンクエントロス 牡5鹿 57

54 ▲富田 暁山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B494－ 41：54．7クビ 103．0�
11 � ヒロノカマオレ 
5栗 57 太宰 啓介守内ひろ子氏 西橋 豊治 浦河 猿橋 義昭 490－ 31：56．19 190．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，150，800円 複勝： 52，617，500円 枠連： 19，164，500円
馬連： 69，457，000円 馬単： 42，716，300円 ワイド： 38，618，000円
3連複： 91，861，900円 3連単： 187，129，000円 計： 543，715，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（6－8） 170円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 160円 �� 410円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，640円

票 数

単勝票数 計 421508 的中 � 145600（1番人気）
複勝票数 計 526175 的中 � 167412（2番人気）� 168689（1番人気）� 36653（4番人気）
枠連票数 計 191645 的中 （6－8） 85123（1番人気）
馬連票数 計 694570 的中 �� 195654（1番人気）
馬単票数 計 427163 的中 �� 57183（2番人気）
ワイド票数 計 386180 的中 �� 82591（1番人気）�� 20433（4番人気）�� 16779（7番人気）
3連複票数 計 918619 的中 ��� 67484（2番人気）
3連単票数 計1871290 的中 ��� 37253（10番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―13．2―12．5―12．6―12．6―12．4―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―38．1―50．6―1：03．2―1：15．8―1：28．2―1：40．1

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

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

勝馬の
紹 介

ユ ラ ノ ト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．5．20 京都4着

2014．2．16生 牡3栗 母 コ イ ウ タ 母母 ヴァイオレットラブ 8戦3勝 賞金 29，250，000円
※サハラファイター号・ドゥリーミン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3403312月9日 晴 良 （29阪神5）第3日 第9競走 ��
��1，800�

もみ き

樅 の 木 賞
発走14時35分 （ダート・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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

88 ワークアンドラブ 牡2栗 55 岩田 康誠小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 B470－ 21：54．4 16．4�
44 サージュミノル 牡2黒鹿55 C．ルメール 吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458－ 2 〃 クビ 2．2�
11 サトノプライド 牡2栗 55 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 526－ 41：54．82� 6．4�
33 ユイノシンドバッド 牡2青鹿55 池添 謙一由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 492± 01：55．11� 52．3�
22 	 ディライトプロミス 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith
E Nichols Trust Dated
February18，1999 452± 01：55．52� 7．7	

77 サクラアリュール 牡2栗 55 福永 祐一�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 458－ 4 〃 クビ 3．1

55 テイエムディラン 牡2黒鹿55 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 466＋ 41：56．45 27．8�
66 ブルベアジネンジョ 牡2栗 55 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B448± 01：58．5大差 48．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 56，555，000円 複勝： 40，552，600円 枠連： 発売なし
馬連： 82，882，300円 馬単： 46，971，000円 ワイド： 39，192，000円
3連複： 88，856，800円 3連単： 214，862，700円 計： 569，872，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 240円 � 120円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 540円 �� 720円 �� 280円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 26，040円

票 数

単勝票数 計 565550 的中 � 29030（5番人気）
複勝票数 計 405526 的中 � 32434（5番人気）� 115282（1番人気）� 51286（4番人気）
馬連票数 計 828823 的中 �� 34102（8番人気）
馬単票数 計 469710 的中 �� 6582（18番人気）
ワイド票数 計 391920 的中 �� 17805（8番人気）�� 12809（10番人気）�� 39356（2番人気）
3連複票数 計 888568 的中 ��� 21198（10番人気）
3連単票数 計2148627 的中 ��� 5981（78番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．4―12．9―13．4―12．9―13．0―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．3―49．2―1：02．6―1：15．5―1：28．5―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワークアンドラブ 
�
父 シニスターミニスター 

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2017．11．5 東京2着

2015．3．11生 牡2栗 母 ハ ナ ラ イ 母母 Primo Star 4戦2勝 賞金 18，225，000円

3403412月9日 晴 良 （29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，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

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
2：24．1
2：22．1

良
良

810 レジェンドセラー 牡3鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 532＋ 82：29．1 2．9�
44 � サンタフェチーフ 牝5黒鹿54 M．デムーロ吉田 和美氏 斉藤 崇史 愛 Gestut Bona 478＋ 8 〃 ハナ 6．9�
78 サトノケンシロウ 牡4黒鹿56 武 豊 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 6．7�
33 スズカルパン 牡8鹿 55 小牧 太永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 476＋ 62：29．31� 36．4�
811 ノーブルマーズ 牡4栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 498＋ 22：29．4クビ 4．2�
67 ペンタトニック 牡6栗 55 岩田 康誠吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B506＋12 〃 ハナ 49．8	
66 ジャズファンク 牡5鹿 54 川田 将雅市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 ハナ 32．0

55 カ ラ ビ ナ 牡4鹿 55 幸 英明 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＋ 6 〃 クビ 10．2�
79 レトロロック 牡5鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 484＋ 22：29．71	 10．4�
22 メイケイレジェンド 牡4鹿 54 富田 暁名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 486－ 22：30．12	 14．7
11 エクセレントミスズ 牡4鹿 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 464－ 22：30．42 22．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 63，256，600円 複勝： 88，656，200円 枠連： 29，691，500円
馬連： 127，536，800円 馬単： 56，777，600円 ワイド： 78，538，300円
3連複： 168，260，600円 3連単： 243，664，200円 計： 856，381，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 210円 � 190円 枠 連（4－8） 730円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 470円 �� 420円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 9，720円

票 数

単勝票数 計 632566 的中 � 171624（1番人気）
複勝票数 計 886562 的中 � 175254（2番人気）� 95794（4番人気）� 119974（3番人気）
枠連票数 計 296915 的中 （4－8） 31266（3番人気）
馬連票数 計1275368 的中 �� 70411（4番人気）
馬単票数 計 567776 的中 �� 19360（4番人気）
ワイド票数 計 785383 的中 �� 43654（4番人気）�� 50162（3番人気）�� 21138（11番人気）
3連複票数 計1682606 的中 ��� 51361（6番人気）
3連単票数 計2436642 的中 ��� 18162（16番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―13．2―13．6―13．2―12．9―12．7―12．8―11．8―10．8―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．0―38．2―51．8―1：05．0―1：17．9―1：30．6―1：43．4―1：55．2―2：06．0―2：17．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レジェンドセラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．6．12 東京2着

2014．3．14生 牡3鹿 母 トップセラー 母母 プロモーション 12戦4勝 賞金 66，886，000円



3403512月9日 晴 良 （29阪神5）第3日 第11競走 ��
��1，600�リゲルステークス

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，日本馬：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，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 1，150，000
1，150，000

円
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

11 レッドアンシェル 牡3青鹿55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 456＋121：33．2 5．6�
68 サトノアーサー 牡3青鹿55 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：33．41	 2．8�
57 ディバインコード 牡3鹿 55 C．ルメール �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 496± 0 〃 アタマ 6．4�
44 キ ョ ウ ヘ イ 牡3鹿 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 444＋ 21：33．5	 21．8�
33 グァンチャーレ 牡5青鹿56 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 478± 01：33．6	 27．6	
813 ブラックムーン 牡5鹿 58 M．デムーロ Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 506＋ 4 〃 同着 5．1

711 タガノブルグ 牡6鹿 56 酒井 学八木 秀之氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458＋101：33．7	 320．0�
812 ダノンリバティ 牡5鹿 57 武 豊�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 526＋ 2 〃 クビ 17．6�
69 ファンディーナ 牝3青鹿53 岩田 康誠ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 510－ 81：33．8	 5．3�
22 オールザゴー 牡3鹿 55 秋山真一郎 サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 4 〃 クビ 130．7�
710 ベステンダンク 牡5栗 56 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 512＋ 61：33．9� 224．4�
45 トーキングドラム 牡7鹿 58 幸 英明下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 480± 01：34．11 173．1�
56 ボンセルヴィーソ 牡3栗 55 四位 洋文名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 478＋16 〃 クビ 46．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 131，487，300円 複勝： 153，776，800円 枠連： 60，931，500円
馬連： 299，213，800円 馬単： 125，793，700円 ワイド： 149，858，300円
3連複： 383，988，300円 3連単： 605，236，300円 計： 1，910，286，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 160円 � 130円 � 160円 枠 連（1－6） 550円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 320円 �� 580円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 9，260円

票 数

単勝票数 計1314873 的中 � 187624（4番人気）
複勝票数 計1537768 的中 � 227493（2番人気）� 347697（1番人気）� 222624（3番人気）
枠連票数 計 609315 的中 （1－6） 85365（2番人気）
馬連票数 計2992138 的中 �� 299547（1番人気）
馬単票数 計1257937 的中 �� 51308（6番人気）
ワイド票数 計1498583 的中 �� 128180（1番人気）�� 62113（6番人気）�� 93796（4番人気）
3連複票数 計3839883 的中 ��� 166813（4番人気）
3連単票数 計6052363 的中 ��� 47363（19番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―11．9―12．1―11．1―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．1―47．0―59．1―1：10．2―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアンシェル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．8．20 札幌1着

2014．4．9生 牡3青鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 7戦3勝 賞金 81，840，000円

3403612月9日 晴 良 （29阪神5）第3日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．7

良
良

44 ソーグリッタリング 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 488＋ 21：35．5 2．3�
79 ド ゥ ー カ 牡4栗 57 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 508＋ 21：35．71� 25．1�
710 ブライトボイス 牡5栗 57

54 ▲富田 暁宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 500－ 61：35．91� 180．0�
55 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＋ 4 〃 クビ 3．7�
22 ショウボート 牡5栗 57 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476－ 41：36．0	 6．6	
812 ロードプレミアム 牡4黒鹿57 川田 将雅 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 488－ 2 〃 ハナ 7．3

67 デ リ ス モ ア 牝3鹿 54 四位 洋文 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 476＋ 6 〃 クビ 6．5�
11 ビナイーグル 牡4鹿 57 松田 大作井之口二三雄氏 作田 誠二 新ひだか 塚田 達明 506－121：36．1クビ 21．5�
68 
 キングカーティス 牡5鹿 57 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 468＋201：36．2� 161．7
33 アドマイヤスパーズ 牡7鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 494－ 21：36．3� 209．0�
811 クリノサンスーシ 牝4鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 448＋ 21：37．04 94．2�
56 フ ァ シ ー ノ 牡6鹿 57 酒井 学 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 476－ 2 （競走中止） 118．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 82，668，700円 複勝： 92，738，400円 枠連： 27，119，100円
馬連： 147，054，100円 馬単： 79，988，700円 ワイド： 87，965，900円
3連複： 180，480，200円 3連単： 354，343，900円 計： 1，052，359，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 480円 � 2，530円 枠 連（4－7） 2，380円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 950円 �� 5，620円 �� 16，370円

3 連 複 ��� 64，180円 3 連 単 ��� 218，450円

票 数

単勝票数 計 826687 的中 � 276952（1番人気）
複勝票数 計 927384 的中 � 248650（1番人気）� 41415（7番人気）� 6850（10番人気）
枠連票数 計 271191 的中 （4－7） 8800（10番人気）
馬連票数 計1470541 的中 �� 42195（10番人気）
馬単票数 計 799887 的中 �� 15906（16番人気）
ワイド票数 計 879659 的中 �� 25077（12番人気）�� 3953（27番人気）�� 1346（48番人気）
3連複票数 計1804802 的中 ��� 2109（81番人気）
3連単票数 計3543439 的中 ��� 1176（314番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．2―12．8―12．3―11．4―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．4―49．2―1：01．5―1：12．9―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．0
3 10－12，8，9，1（4，5）（3，2，7，11）6 4 10，12，9（8，1，4）5（3，2）（6，7）11

勝馬の
紹 介

ソーグリッタリング �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．24 中京4着

2014．2．19生 牡3鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 10戦3勝 賞金 38，882，000円
〔競走中止〕 ファシーノ号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



（29阪神5）第3日 12月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 148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

216，570，000円
5，060，000円
21，760，000円
1，040，000円
23，470，000円
61，220，000円
3，848，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
633，964，900円
792，172，600円
225，062，900円
1，092，033，100円
571，337，000円
638，001，500円
1，391，315，000円
2，363，195，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，707，082，400円

総入場人員 15，019名 （有料入場人員 13，723名）
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