
3404912月16日 曇 良 （29阪神5）第5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）

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

69 セパヌイール 牝2栗 54 福永 祐一レキップモンターニュ 松元 茂樹 新ひだか 藤巻 則弘 446＋ 61：13．3 47．4�
44 ビ ッ グ ボ ス 牡2黒鹿55 松山 弘平小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 486＋ 4 〃 クビ 9．6�
711 メイショウカギロイ 牡2鹿 55 M．デムーロ松本 好雄氏 中村 均 浦河 村下 明博 492± 01：13．4クビ 3．9�
11 ブライトエンパイア 牡2鹿 55 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 440± 0 〃 アタマ 1．9�
33 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 476＋ 41：13．71� 12．2�
812 マコトキッショウ 牡2芦 55 C．ルメール	ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 456－ 21：14．12� 7．6

56 ダイメイギンガ 牝2栗 54 幸 英明宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 454－ 21：14．2クビ 56．8�
68 リリープリンセス 牝2黒鹿54 藤岡 佑介村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 B464－ 4 〃 クビ 22．8�
22 カイザーメランジェ 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 464＋ 21：14．62� 203．3
710 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 476－ 21：15．13 99．5�
45 ホッコータピタン 牝2栗 54 秋山真一郎北幸商事	 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 450－ 21：15．31� 137．1�
813 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 422＋ 21：15．4� 440．6�
57 アイファーフォルテ 牝2鹿 54 小林 徹弥中島 稔氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 392－ 21：15．71� 486．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，260，800円 複勝： 55，292，000円 枠連： 11，369，100円
馬連： 57，491，500円 馬単： 31，539，400円 ワイド： 42，015，300円
3連複： 82，886，600円 3連単： 116，768，500円 計： 435，623，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，740円 複 勝 � 840円 � 230円 � 170円 枠 連（4－6） 3，970円

馬 連 �� 12，660円 馬 単 �� 32，090円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 1，580円 �� 500円

3 連 複 ��� 10，550円 3 連 単 ��� 152，260円

票 数

単勝票数 計 382608 的中 � 6847（7番人気）
複勝票数 計 552920 的中 � 13044（7番人気）� 62966（3番人気）� 102898（2番人気）
枠連票数 計 113691 的中 （4－6） 2214（14番人気）
馬連票数 計 574915 的中 �� 3519（22番人気）
馬単票数 計 315394 的中 �� 737（49番人気）
ワイド票数 計 420153 的中 �� 3553（23番人気）�� 6645（14番人気）�� 23359（6番人気）
3連複票数 計 828866 的中 ��� 5889（30番人気）
3連単票数 計1167685 的中 ��� 556（282番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．2―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．9―48．1―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セパヌイール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．26 小倉7着

2015．4．18生 牝2栗 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 カイザーメランジェ号の調教師中野栄治は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

3405012月16日 曇 良 （29阪神5）第5日 第2競走 ��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

68 ゴッドスパロウ 牡2鹿 55 C．ルメール 中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 540＋ 61：55．6 1．9�
69 ニホンピロレスター 牡2黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 490－ 2 〃 クビ 13．2�
812 グランデミノル 牝2鹿 54 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 480－ 41：56．34 7．1�
22 メイショウアドリア 牡2鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 474＋ 41：56．61� 17．8�
710 スズカビレッジ 牡2栗 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 442＋ 81：56．7� 32．9�
813 ブルーブルイヤール 牡2青鹿55 国分 恭介吉田 千津氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 532－ 4 〃 ハナ 52．8�
45 サンライズコロン 牡2栗 55 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 470－ 21：56．91� 4．1	
33 メイショウバルコラ 牡2鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 514＋101：57．0クビ 14．5

57 ア ラ ウ ン 牡2鹿 55 小林 徹弥一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 498－ 2 〃 同着 32．1�
711 スリースプリング 牡2青鹿55 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 様似 様似共栄牧場 452± 0 〃 クビ 136．9
44 モダンクラシック 牡2栗 55 柴田 未崎中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 今井 秀樹 448－101：57．63� 245．5�
56 ジューンシェイカー 牡2鹿 55 水口 優也吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 468－101：57．7クビ 239．8�
11 ジツリキナカヤマ 牝2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太河合實貴男氏 服部 利之 浦河 冨岡牧場 440－ 22：00．0大差 373．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，523，100円 複勝： 52，839，600円 枠連： 10，466，700円
馬連： 45，555，100円 馬単： 28，114，300円 ワイド： 30，413，100円
3連複： 63，626，800円 3連単： 96，990，900円 計： 356，529，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 190円 枠 連（6－6） 850円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 330円 �� 350円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 6，540円

票 数

単勝票数 計 285231 的中 � 120992（1番人気）
複勝票数 計 528396 的中 � 273074（1番人気）� 40525（4番人気）� 41889（3番人気）
枠連票数 計 104667 的中 （6－6） 9471（4番人気）
馬連票数 計 455551 的中 �� 38356（4番人気）
馬単票数 計 281143 的中 �� 19710（4番人気）
ワイド票数 計 304131 的中 �� 25302（2番人気）�� 23389（3番人気）�� 6164（15番人気）
3連複票数 計 636268 的中 ��� 22704（8番人気）
3連単票数 計 969909 的中 ��� 10749（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．4―50．5―1：04．0―1：17．5―1：30．4―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴッドスパロウ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．9．30 阪神5着

2015．4．29生 牡2鹿 母 ゴッドダンシング 母母 ゴッドインチーフ 5戦1勝 賞金 9，500，000円
※モダンクラシック号は，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５日



3405112月16日 曇 良 （29阪神5）第5日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時10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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

47 オメガラヴィサン 牡2鹿 55 C．ルメール 原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 476＋ 61：35．3 3．0�
610 レッドヴェイロン 牡2鹿 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474－ 21：35．51� 2．3�
22 ニシノキントウン 牡2黒鹿55 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 454± 01：35．6	 18．1�
58 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 450＋ 61：35．81
 42．2�
814 ネプチュナイト 牡2黒鹿55 福永 祐一吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：35．9	 5．1�
23 クリノフラッシュ 牝2青鹿 54

53 ☆加藤 祥太栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 428＋ 41：36．0� 139．6	
34 フィールドドウサン 牡2黒鹿55 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 518－ 61：36．21
 26．5

712 ド ゥ リ ト ル 牡2黒鹿55 藤岡 佑介大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 482＋ 41：36．41 112．3�
35 ビーユアヒーロー 牡2青鹿55 酒井 学 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新冠 飛渡牧場 464－ 21：36．61
 230．9�
11 アドマイヤサン 牡2鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 洞�湖 レイクヴィラファーム 462＋28 〃 クビ 63．7
713 カフジデューク 牡2芦 55 小牧 太加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 462＋ 61：36．81
 77．6�
815 ウインハピネス 牡2黒鹿55 松山 弘平�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 500＋ 61：36．9	 162．8�
46 プリメラビスタ 牝2栗 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 426－ 81：37．0� 16．8�
611 クリノルーベンス 牡2栗 55 水口 優也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 鹿戸 正幸 426－ 4 〃 クビ 458．0�
59 ケンイーサリアム 牡2鹿 55 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 青森 ワールドファーム 466＋ 21：37．1	 519．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，606，600円 複勝： 54，204，000円 枠連： 13，106，600円
馬連： 58，284，000円 馬単： 34，344，200円 ワイド： 42，201，600円
3連複： 83，503，300円 3連単： 124，127，000円 計： 451，377，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 110円 � 220円 枠 連（4－6） 260円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 190円 �� 520円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 3，770円

票 数

単勝票数 計 416066 的中 � 113260（2番人気）
複勝票数 計 542040 的中 � 111283（2番人気）� 205980（1番人気）� 34263（4番人気）
枠連票数 計 131066 的中 （4－6） 38396（1番人気）
馬連票数 計 582840 的中 �� 142349（1番人気）
馬単票数 計 343442 的中 �� 36485（2番人気）
ワイド票数 計 422016 的中 �� 68147（1番人気）�� 18144（6番人気）�� 22935（4番人気）
3連複票数 計 835033 的中 ��� 55946（2番人気）
3連単票数 計1241270 的中 ��� 23818（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―36．0―48．5―1：00．9―1：12．4―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガラヴィサン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．22 東京2着

2015．3．10生 牡2鹿 母 オメガグレイス 母母 エリンバード 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 オメガラヴィサン号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2番）

3405212月16日 曇 良 （29阪神5）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時40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

710 リシュブール 牡2鹿 55 M．デムーロ窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：48．1 2．7�
33 ムーンレイカー 牡2鹿 55 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 470－ 21：48．2� 2．4�
45 インスピレーション 牡2黒鹿55 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 486＋ 21：48．41� 6．6�
69 ジューンスクスク 牝2鹿 54 秋山真一郎吉川 潤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 412－ 61：49．03	 145．7�
57 キングポセイドン 牡2栗 55 岩田 康誠 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 452－ 41：49．21 67．8�
68 レインボーナンバー 牡2黒鹿55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464－ 41：49．3� 25．8	
813 ラプトレックス 牡2栗 55 C．ルメール �キャロットファーム 宮本 博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 21：49．61� 6．8

56 マリーナセブン 牝2鹿 54 酒井 学廣崎利洋HD� 河内 洋 平取 清水牧場 448± 01：49．81� 461．8�
711 サ イ ン 牡2芦 55 幸 英明�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 2 〃 クビ 71．5
812 マディソンスクエア 牡2鹿 55 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 476＋ 21：49．9	 73．4�
22 スプリングダイヤ 牝2黒鹿54 国分 優作 �ブルースターズファーム 岩戸 孝樹 日高 若林 順一 458－ 21：50．11	 465．5�
11 ディープエクセル 牝2黒鹿54 福永 祐一前原 敏行氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 418± 01：50．2� 32．8�
44 グランドフサイチ 牡2青鹿55 小牧 太田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 450± 01：50．73 314．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，587，200円 複勝： 72，716，900円 枠連： 13，366，800円
馬連： 66，676，100円 馬単： 39，378，800円 ワイド： 45，805，200円
3連複： 97，789，400円 3連単： 157，106，600円 計： 541，427，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（3－7） 300円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 140円 �� 240円 �� 180円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，800円

票 数

単勝票数 計 485872 的中 � 147836（2番人気）
複勝票数 計 727169 的中 � 202083（2番人気）� 279313（1番人気）� 78392（3番人気）
枠連票数 計 133668 的中 （3－7） 34473（1番人気）
馬連票数 計 666761 的中 �� 179872（1番人気）
馬単票数 計 393788 的中 �� 49515（2番人気）
ワイド票数 計 458052 的中 �� 98701（1番人気）�� 40195（3番人気）�� 60603（2番人気）
3連複票数 計 977894 的中 ��� 187271（1番人気）
3連単票数 計1571066 的中 ��� 63225（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．3―12．0―12．7―12．4―11．7―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．7―48．7―1：01．4―1：13．8―1：25．5―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リシュブール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．8．20 札幌2着

2015．2．25生 牡2鹿 母 ラストグルーヴ 母母 エアグルーヴ 3戦1勝 賞金 9，800，000円



3405312月16日 曇 良 （29阪神5）第5日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時30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

22 ダイアトニック 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 468 ―1：36．6 2．9�
56 カンタービレ 牝2鹿 54 M．デムーロ石川 達絵氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 434 ― 〃 ハナ 3．2�
68 ミッキードーヴィル 牡2黒鹿55 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466 ―1：37．02� 13．8�
710 プリヒストリー 牡2黒鹿55 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478 ― 〃 クビ 2．7�
57 ジ ョ ユ ウ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介藤井聡一郎氏 野中 賢二 日高 チャンピオン

ズファーム 464 ―1：37．63� 139．1�
44 ノーブルレゼル 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 460 ― 〃 アタマ 51．6	
711 ベラソヴラーノ 牝2鹿 54 幸 英明 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 上村 清志 460 ― 〃 アタマ 27．6�
45 フリーガーアス 牡2青鹿55 岩田 康誠吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 クビ 55．7�
33 アスクハードスパン 牡2鹿 55 国分 恭介廣崎利洋HD
 河内 洋 新冠 川上牧場 514 ―1：37．81 226．8
69 サヴォアフェール 牝2鹿 54 池添 謙一青山 洋一氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 410 ―1：38．01� 91．5�
812 エイシンエーブル 牡2鹿 55 秋山真一郎
栄進堂 藤岡 健一 新ひだか 松本牧場 472 ―1：38．21� 40．4�
813 クリノタカラモノ 牝2鹿 54 柴田 未崎栗本 博晴氏 飯田 雄三 新冠 海馬沢 明 438 ―1：38．84 429．8�
11 マコトスクラリキ 牝2青 54 酒井 学
ディアマント 	島 一歩 安平 ノーザンファーム 424 ―1：39．22� 231．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，552，400円 複勝： 33，916，300円 枠連： 12，413，900円
馬連： 51，297，600円 馬単： 30，472，100円 ワイド： 31，300，500円
3連複： 67，223，100円 3連単： 113，282，900円 計： 379，458，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 180円 枠 連（2－5） 360円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 210円 �� 550円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 3，370円

票 数

単勝票数 計 395524 的中 � 112204（2番人気）
複勝票数 計 339163 的中 � 92082（1番人気）� 65286（3番人気）� 36136（4番人気）
枠連票数 計 124139 的中 （2－5） 26476（1番人気）
馬連票数 計 512976 的中 �� 115546（1番人気）
馬単票数 計 304721 的中 �� 33731（1番人気）
ワイド票数 計 313005 的中 �� 45957（3番人気）�� 12832（6番人気）�� 15347（5番人気）
3連複票数 計 672231 的中 ��� 42435（2番人気）
3連単票数 計1132829 的中 ��� 24299（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．7―49．5―1：02．1―1：13．8―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．5
3 7，11（6，12）（1，8）（2，9，10）－（3，4，13）5 4 ・（7，11）（6，12）（8，10）（1，9）（4，13）2（3，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイアトニック �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2015．5．12生 牡2鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※サヴォアフェール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3405412月16日 曇 良 （29阪神5）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00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
1：11．0
1：10．2

良
不良

815 クリノイダテン 牡2青鹿55 福永 祐一栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 438 ―1：13．8 5．9�
611 ミルトシャトル 牡2栗 55 松山 弘平永山 勝敏氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 462 ―1：14．11� 14．6�
35 ミヤジフランガン 牡2青鹿55 小牧 太曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 嶋田牧場 464 ―1：14．31� 67．1�
22 トウケイアインマル 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 沖 芳夫 新ひだか 坂本 智広 472 ― 〃 クビ 30．4�
58 アメリカズハート 牝2栗 54 畑端 省吾栗山 良子氏 	島 一歩 新ひだか U・M・A 464 ―1：14．4
 36．7�
814 コマノジャスパ 牡2黒鹿55 秋山真一郎長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 434 ― 〃 アタマ 98．7�
23 ラ フ ァ イ エ 牝2鹿 54 幸 英明寺田 寿男氏 角田 晃一 日高 田端牧場 478 ―1：14．93 2．2	
34 ヘ ー ザ 牝2栗 54 水口 優也岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 448 ―1：15．11� 70．8

47 マンテンファースト 牡2栗 55 佐久間寛志小島 將之氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 美明 482 ―1：15．31 17．7�
713 バージニアビーチ 牡2青 55 藤岡 佑介�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 478 ―1：15．4
 21．6
712 セトノブルグ 牡2鹿 55 国分 恭介難波 澄子氏 南井 克巳 日高 新井 昭二 490 ―1：15．5
 7．1�
610 ルールブレイカー 牝2栗 54 岩田 康誠鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 様似 山本 和彦 486 ―1：15．92
 9．0�
46 ワンダーゲッティン 牝2栗 54 酒井 学山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 406 ―1：16．21� 53．3�
59 アシャカチムサー 牝2栗 54 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 藤沢牧場 480 ―1：16．94 35．8�
11 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 456 ― 〃 アタマ 223．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，533，900円 複勝： 39，116，100円 枠連： 15，937，000円
馬連： 50，311，000円 馬単： 28，239，500円 ワイド： 35，052，600円
3連複： 68，885，200円 3連単： 83，402，200円 計： 355，477，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 280円 � 1，290円 枠 連（6－8） 1，210円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 3，660円 �� 6，780円

3 連 複 ��� 39，860円 3 連 単 ��� 160，380円

票 数

単勝票数 計 345339 的中 � 49061（2番人気）
複勝票数 計 391161 的中 � 59026（3番人気）� 38304（4番人気）� 6334（11番人気）
枠連票数 計 159370 的中 （6－8） 10131（5番人気）
馬連票数 計 503110 的中 �� 13014（9番人気）
馬単票数 計 282395 的中 �� 3856（19番人気）
ワイド票数 計 350526 的中 �� 8909（10番人気）�� 2433（34番人気）�� 1301（59番人気）
3連複票数 計 688852 的中 ��� 1296（108番人気）
3連単票数 計 834022 的中 ��� 377（444番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．4―12．4―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―36．0―48．4―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノイダテン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ゴールドヘイロー 初出走

2015．5．31生 牡2青鹿 母 モエレエターナル 母母 カ ト リ ア 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3405512月16日 曇 良 （29阪神5）第5日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時30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

816 メンターモード 牡3鹿 56 C．ルメール 青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 510± 01：25．3 3．6�
47 アシャカリアン 牡3栗 56 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 478＋ 61：25．4� 17．6�
612 ラインフィール 牡4栗 57 秋山真一郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 504＋ 2 〃 クビ 7．5�
12 ジ オ ラ マ 牡4栗 57 M．デムーロ�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 522－ 21：25．5クビ 2．6�
36 ピ カ ロ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 458＋ 41：25．71� 65．1�
24 クリノキング 	3栗 56 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B468＋ 61：25．8クビ 8．4	
510
 ペ リ コ ー ル 牝4栗 55 国分 恭介門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 21：25．9� 197．0

23 テイエムハヤブサ 牡4青鹿57 池添 謙一竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 B470－ 2 〃 クビ 202．1�
815 ウインクレド 牡4鹿 57 H．ボウマン �ウイン 飯田 雄三 新ひだか 平野牧場 506＋121：26．0クビ 12．4�

（豪）

35 ティーティクイーン 牝3鹿 54 岩田 康誠ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 450＋ 6 〃 ハナ 168．0
11 ララメダイユドール 牡3鹿 56 藤岡 佑介フジイ興産� 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 502＋ 41：26．53 25．1�
611 ウイングフリオーソ 牝3鹿 54 小林 徹弥 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 456＋ 3 〃 ハナ 248．0�
714
 オリエンタルポリス 牡4芦 57 松山 弘平下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 490＋141：26．6� 144．0�
713 ティーエスバラ 牡5鹿 57 岡田 祥嗣田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 508＋121：26．92 214．6�
48 シュエットヌーベル 牝3栗 54 国分 優作 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B450－ 41：27．64 225．4�
59 シャイニングボルト 牡3黒鹿56 小牧 太�ラ・メール 友道 康夫 浦河 辻 牧場 486＋201：28．45 8．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，230，000円 複勝： 49，135，100円 枠連： 17，421，600円
馬連： 70，705，100円 馬単： 34，859，100円 ワイド： 45，225，300円
3連複： 94，377，200円 3連単： 118，447，700円 計： 465，401，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 320円 � 250円 枠 連（4－8） 2，080円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 870円 �� 480円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 21，640円

票 数

単勝票数 計 352300 的中 � 78178（2番人気）
複勝票数 計 491351 的中 � 88924（2番人気）� 35136（6番人気）� 47539（5番人気）
枠連票数 計 174216 的中 （4－8） 6473（10番人気）
馬連票数 計 707051 的中 �� 21544（11番人気）
馬単票数 計 348591 的中 �� 6305（16番人気）
ワイド票数 計 452253 的中 �� 13110（11番人気）�� 25580（3番人気）�� 7803（19番人気）
3連複票数 計 943772 的中 ��� 16490（13番人気）
3連単票数 計1184477 的中 ��� 3968（67番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―12．1―12．4―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．7―46．8―59．2―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メンターモード �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．1．28 京都4着

2014．3．24生 牡3鹿 母 プロヴィナージュ 母母 ボーンスター 7戦2勝 賞金 18，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 オトコギマサムネ号・キタサンシーザー号・キングヴァラール号・シゲルポインター号・タイバーカット号・

ハッピーマテリアル号・フェリシアルチア号・マルヨシャバーリー号・ロッキーバローズ号
※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。

3405612月16日 晴 良 （29阪神5）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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

11 メイショウテムズ 牡3栗 56 幸 英明松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 504＋ 81：53．6 13．0�
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 518＋ 41：53．7� 13．6�
815 スズカフリオーソ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド 486－ 21：53．8� 4．3�
12 オースミメテオール 牡3黒鹿56 酒井 学�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 532－ 81：54．11� 225．4�
612 アドラメレク 牡3黒鹿56 C．ルメール �G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 6 〃 クビ 2．8�
816� シャイニングスター 牡5鹿 57 国分 恭介杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 514＋ 21：54．2� 90．4	
59 ジ ェ ニ シ ス 牡3鹿 56 H．ボウマン �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 B516－101：54．4� 14．4

（豪）

24 サンライズカラマ 牡3栗 56 水口 優也松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 490＋ 2 〃 ハナ 83．1�

713 タ イ ユ ー ル 牡5芦 57 福永 祐一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 500＋ 21：54．82� 4．9�
36 ウインベラシアス 牡3栗 56 岩田 康誠�ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 504＋ 61：55．11� 12．4
48 アサケハーツ 牡3栗 56 小林 徹弥大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 468－ 41：55．2� 64．0�
23 ワンダーアビルマン 牡4黒鹿57 小牧 太山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 494－ 21：55．51� 10．8�
714 ジューンアンカー 牡3栗 56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B460＋ 6 〃 アタマ 60．9�
611 オモイサイフ 牡3栗 56 松山 弘平小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ

アーム 498－ 4 〃 クビ 216．9�
510� メイショウヒカル 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 462＋ 51：55．6クビ 97．2�
47 � コウザンアプローチ 牡4鹿 57 池添 謙一山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 526＋ 2 （競走中止） 239．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，407，200円 複勝： 54，204，200円 枠連： 18，690，400円
馬連： 86，317，400円 馬単： 39，135，300円 ワイド： 51，021，800円
3連複： 104，317，200円 3連単： 125，790，000円 計： 520，883，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 350円 � 350円 � 200円 枠 連（1－3） 3，630円

馬 連 �� 7，850円 馬 単 �� 16，120円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 1，000円 �� 940円

3 連 複 ��� 8，950円 3 連 単 ��� 69，350円

票 数

単勝票数 計 414072 的中 � 25460（6番人気）
複勝票数 計 542042 的中 � 37703（5番人気）� 37461（6番人気）� 81842（3番人気）
枠連票数 計 186904 的中 （1－3） 3982（18番人気）
馬連票数 計 863174 的中 �� 8514（25番人気）
馬単票数 計 391353 的中 �� 1820（49番人気）
ワイド票数 計 510218 的中 �� 5615（24番人気）�� 13343（11番人気）�� 14258（10番人気）
3連複票数 計1043172 的中 ��� 8741（26番人気）
3連単票数 計1257900 的中 ��� 1315（235番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．1―49．9―1：02．5―1：15．2―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウテムズ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．10．22 京都1着

2014．3．8生 牡3栗 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 4戦2勝 賞金 17，035，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 コウザンアプローチ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 スズカフリオーソ号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ゴテツ号・ヒミノブリランテ号
※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。



3405712月16日 晴 良 （29阪神5）第5日 第9競走 ��
��1，200�さ ざ ん か 賞

発走14時35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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

66 アンフィトリテ 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：10．0 1．8�
55 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 454＋ 2 〃 クビ 2．6�
22 タイセイソニック 牡2黒鹿55 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 446＋101：10．1クビ 14．9�
78 ヤマニンルネッタ 牝2鹿 54 岡田 祥嗣土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422－ 4 〃 アタマ 31．4�
33 ト ン ボ イ 牝2栗 54 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 420± 01：10．2� 23．3�
44 ナムラバンザイ 牡2鹿 55 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 430＋ 41：10．41� 68．4	
810 ガ ゼ ボ 牡2青 55 福永 祐一吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 508＋ 8 〃 クビ 12．4

89 サ イ エ ン 牝2栗 54 藤岡 佑介 �二風谷ファーム 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 412－ 41：10．61� 36．3�
77 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 456－ 21：10．7クビ 56．9�
11 オマツリサワギ 牝2鹿 54 国分 恭介�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 岡田スタツド 438－ 61：10．91� 230．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，970，900円 複勝： 77，583，600円 枠連： 15，796，100円
馬連： 88，101，700円 馬単： 58，621，700円 ワイド： 48，490，800円
3連複： 108，908，600円 3連単： 262，610，600円 計： 715，084，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（5－6） 240円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 130円 �� 310円 �� 330円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，340円

票 数

単勝票数 計 549709 的中 � 245754（1番人気）
複勝票数 計 775836 的中 � 412079（1番人気）� 174337（2番人気）� 42278（4番人気）
枠連票数 計 157961 的中 （5－6） 50275（1番人気）
馬連票数 計 881017 的中 �� 358366（1番人気）
馬単票数 計 586217 的中 �� 141338（1番人気）
ワイド票数 計 484908 的中 �� 134395（1番人気）�� 31605（3番人気）�� 29402（4番人気）
3連複票数 計1089086 的中 ��� 143713（2番人気）
3連単票数 計2626106 的中 ��� 141748（2番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―11．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．7―46．5―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンフィトリテ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．9．18 中山1着

2015．3．29生 牝2鹿 母 アドマイヤフッキー 母母 トキオリアリティー 2戦2勝 賞金 17，273，000円

3405812月16日 曇 良 （29阪神5）第5日 第10競走 ��
��1，800�

あ こ う

赤 穂 特 別
発走15時10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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

23 キーグラウンド 牡3鹿 56 岩田 康誠北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 492－ 21：52．9 11．2�
611� ロードアルペジオ 牡4栗 57 C．ルメール �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 506＋ 2 〃 ハナ 2．9�
34 フォーハンドレッド 牡3黒鹿56 福永 祐一窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 478－ 2 〃 クビ 13．1�
11 ダノンロッソ 牡3青鹿56 M．デムーロ�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 440± 01：53．11	 3．6�
814 プレシャスルージュ 
5黒鹿57 松山 弘平 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466－ 21：53．2クビ 72．2	
815 クレマンダルザス 
4鹿 57 H．ボウマン 吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：53．41� 6．4


（豪）

46 テイエムグッドマン 牡3鹿 56 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 502± 0 〃 クビ 35．3�
59 シンゼンドリーム 牡4黒鹿57 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 498＋241：53．5クビ 6．3�
35 フィールドセンス 牡3鹿 56 小牧 太前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 526－ 21：53．6� 114．5
713 ビ ス カ リ ア 牝5鹿 55 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：53．7	 16．3�
58 アフターミー 牡4鹿 57 酒井 学下河�美智子氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 440＋ 21：53．8� 263．3�
712 ランドハイパワー 牡4鹿 57 池添 謙一木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 494＋ 41：53．9	 62．9�
47 テイエムテツジン 牡5栗 57 国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 470＋181：54．0	 117．1�
610 ストロベリーキング 
6黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 476－ 21：54．42	 171．1�
22  アメリカントップ 牡4鹿 57 藤岡 佑介吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Barron-

stown Stud B528＋ 41：58．1大差 67．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 56，195，500円 複勝： 79，474，400円 枠連： 28，855，400円
馬連： 141，674，500円 馬単： 65，075，100円 ワイド： 77，674，900円
3連複： 180，391，800円 3連単： 242，667，700円 計： 872，009，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 260円 � 150円 � 310円 枠 連（2－6） 1，720円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，190円 �� 940円

3 連 複 ��� 7，540円 3 連 単 ��� 47，670円

票 数

単勝票数 計 561955 的中 � 39814（5番人気）
複勝票数 計 794744 的中 � 71095（5番人気）� 178964（1番人気）� 54730（7番人気）
枠連票数 計 288554 的中 （2－6） 12931（7番人気）
馬連票数 計1416745 的中 �� 64198（5番人気）
馬単票数 計 650751 的中 �� 11122（19番人気）
ワイド票数 計 776749 的中 �� 31798（6番人気）�� 8702（23番人気）�� 21363（12番人気）
3連複票数 計1803918 的中 ��� 17940（25番人気）
3連単票数 計2426677 的中 ��� 3690（149番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．5―12．3―12．9―12．9―12．7―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．9―49．2―1：02．1―1：15．0―1：27．7―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F37．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

キーグラウンド �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2016．11．5 京都4着

2014．4．16生 牡3鹿 母 キ ー ツ ヨ イ 母母 ゴールデンミル 14戦3勝 賞金 36，229，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメリカントップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月16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。



3405912月16日 曇 良 （29阪神5）第5日 第11競走 ��
��1，200�タンザナイトステークス

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，28．12．17以降29．12．10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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

47 ミッキーラブソング 牡6黒鹿55 松山 弘平野田みづき氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 468＋ 41：08．8 25．4�
36 ラインスピリット 牡6黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 446＋ 4 〃 ハナ 8．6�
12 アクティブミノル 牡5黒鹿56 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B490＋ 21：08．9� 7．8�
59 コスモドーム 牡6鹿 54 幸 英明 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 516－101：09．0� 18．3�
11 アットザシーサイド 牝4鹿 53 四位 洋文吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 442＋ 2 〃 アタマ 4．1�
714 アドマイヤゴッド 牡5鹿 54 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B502＋ 8 〃 アタマ 3．6	
611 メイソンジュニア 牡3鹿 54 C．ルメール 
カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 498＋101：09．1� 5．8�
816 ユキノアイオロス 	9鹿 53 秋山真一郎井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 41：09．2クビ 90．3�
612 フルールシチー 牝6鹿 51 水口 優也 
友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 524＋ 2 〃 ハナ 63．7
23 テイエムヒッタマゲ 牡3栗 53 国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 490＋ 8 〃 ハナ 87．4�
510 タマモブリリアン 牝4黒鹿52 国分 恭介タマモ
 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 480＋ 2 〃 クビ 15．0�
713 ホッコーサラスター 牝6鹿 51 小林 徹弥北幸商事
 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 470－ 21：09．41� 372．3�
815
 オ ウ ノ ミ チ 牡6黒鹿53 加藤 祥太小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 486＋141：09．5クビ 165．8�
48 ピ ン ポ ン 牡7鹿 53 池添 謙一小田切有一氏 寺島 良 新冠 大栄牧場 476＋ 6 〃 アタマ 114．8�
35 
 アペルトゥーラ 牡6栗 56 福永 祐一 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 498－ 61：09．71� 9．9�
24 ゴーイングパワー 牡8鹿 55 小牧 太林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 502＋ 41：09．91� 123．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 108，342，600円 複勝： 130，270，100円 枠連： 72，894，100円
馬連： 302，583，200円 馬単： 119，877，200円 ワイド： 149，126，200円
3連複： 420，960，300円 3連単： 555，223，100円 計： 1，859，276，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，540円 複 勝 � 430円 � 290円 � 270円 枠 連（3－4） 4，450円

馬 連 �� 7，680円 馬 単 �� 18，390円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 2，360円 �� 930円

3 連 複 ��� 14，720円 3 連 単 ��� 119，510円

票 数

単勝票数 計1083426 的中 � 33991（9番人気）
複勝票数 計1302701 的中 � 72339（9番人気）� 123626（5番人気）� 131580（4番人気）
枠連票数 計 728941 的中 （3－4） 12693（14番人気）
馬連票数 計3025832 的中 �� 30515（29番人気）
馬単票数 計1198772 的中 �� 4888（64番人気）
ワイド票数 計1491262 的中 �� 17729（29番人気）�� 16011（31番人気）�� 42542（10番人気）
3連複票数 計4209603 的中 ��� 21443（55番人気）
3連単票数 計5552231 的中 ��� 3368（402番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．4―11．1―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．7―45．8―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．1
3 2（6，11）（3，7，14）10（1，4，15）9，16（5，12）13－8 4 ・（2，6，11）（3，7，10，14）（1，4，9，15）（12，16）（5，13）－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーラブソング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．11．23 京都6着

2011．4．4生 牡6黒鹿 母 コ イ ウ タ 母母 ヴァイオレットラブ 33戦7勝 賞金 154，537，000円
※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 ペイシャモンシェリ号

3406012月16日 曇 良 （29阪神5）第5日 第12競走 ��
��1，800�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
1：44．5
1：43．9

良
良

56 トレクァルティスタ �6黒鹿57 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 480－ 61：47．1 3．6�
22 ヤマニンエルフィン 牝6鹿 55 国分 優作土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 504＋ 61：47．31	 117．8�
44 レプランシュ 牡4鹿 57 H．ボウマン �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476＋10 〃 クビ 6．4�

（豪）

67 メイショウミツボシ 牡5鹿 57
56 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 480± 01：47．4クビ 40．0�

55 タガノアシュラ 牡3黒鹿56 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 522＋ 21：47．5
 15．8�

11 プリンセスアスク 牝6青鹿55 幸 英明廣崎利洋HD	 河内 洋 新冠 川上牧場 470－ 21：47．6� 7．6

710 プリンセスルーラー 牝3黒鹿54 福永 祐一大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 478＋ 2 〃 アタマ 4．6�
33 レ ン ト ラ ー �5黒鹿57 小牧 太 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：47．7
 20．6�
812 ジェネラルゴジップ 牡5青鹿57 松山 弘平 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 488＋ 21：47．8� 5．0
79 サウンドバーニング 牡5鹿 57 池添 謙一増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 420＋ 21：47．9クビ 10．2�
811 ブレイズガール 牝4鹿 55 秋山真一郎岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B504－ 21：48．32� 40．1�
68 メイショウオオゼキ �7鹿 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B500＋ 41：48．61
 82．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 71，540，700円 複勝： 80，560，000円 枠連： 32，939，100円
馬連： 148，173，400円 馬単： 65，324，800円 ワイド： 84，033，600円
3連複： 179，553，400円 3連単： 275，123，500円 計： 937，248，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 1，850円 � 250円 枠 連（2－5） 11，270円

馬 連 �� 20，640円 馬 単 �� 27，110円

ワ イ ド �� 5，940円 �� 490円 �� 6，960円

3 連 複 ��� 25，820円 3 連 単 ��� 157，550円

票 数

単勝票数 計 715407 的中 � 155668（1番人気）
複勝票数 計 805600 的中 � 145233（1番人気）� 8494（12番人気）� 85688（6番人気）
枠連票数 計 329391 的中 （2－5） 2264（25番人気）
馬連票数 計1481734 的中 �� 5563（41番人気）
馬単票数 計 653248 的中 �� 1807（74番人気）
ワイド票数 計 840336 的中 �� 3457（44番人気）�� 48288（3番人気）�� 2948（52番人気）
3連複票数 計1795534 的中 ��� 5214（78番人気）
3連単票数 計2751235 的中 ��� 1266（467番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．1―48．4―1：00．7―1：12．8―1：24．1―1：35．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トレクァルティスタ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．6 東京1着

2011．2．6生 �6黒鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 17戦4勝 賞金 60，832，000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。

追 加 記 事（第 5回阪神競馬第 5日第 12 競走）
〔その他〕　　ジェネラルゴジップ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　ジェネラルゴジップ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平

成 30 年 1月 16 日まで出走できない。



（29阪神5）第5日 12月16日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

204，850，000円
2，530，000円
21，180，000円
1，350，000円
22，590，000円
69，600，000円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
598，750，900円
779，312，300円
263，256，800円
1，167，170，600円
574，981，500円
682，360，900円
1，552，422，900円
2，271，540，700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
計 7，889，796，600円

総入場人員 14，465名 （有料入場人員 13，230名）
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