
3406112月17日 晴 良 （29阪神5）第6日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時05分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

11 マ ニ ク ー ル 牝2栗 54 C．ルメール 寺田 寿男氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 494＋ 21：13．6 1．2�
23 スリーヘリオス 牡2黒鹿55 国分 恭介永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 478± 01：13．91� 17．0�
36 � キタサンデイジー 牝2栗 54 福永 祐一�大野商事 梅田 智之 米 Blackstone

Farm LLC 450± 01：14．54 5．6�
815 ラ ド ル ク ス 牝2栗 54 松山 弘平水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 494± 01：14．92	 58．9�
47 ネオブラスト 牡2黒鹿55 岩田 康誠杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 426＋ 2 〃 クビ 77．3	
612 ハルキストン 牡2鹿 55 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 434－ 6 〃 アタマ 25．8

35 サンデンクレール 牝2黒鹿54 水口 優也山田 春枝氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 454－ 21：15．0クビ 36．2�
48 クールウイン 牡2鹿 55 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 472＋ 41：15．31� 90．2�
59 ブルベアクレソン 牡2鹿 55 幸 英明 �ブルアンドベア 川村 禎彦 様似 猿倉牧場 460± 01：15．4	 219．6
714 スリーゴーディー 牝2栗 54 小林 徹弥永井商事� 目野 哲也 浦河 村中牧場 458－ 21：15．93 384．0�
12 メモリーゴールデン 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太橋元 幸次氏 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 474± 01：16．0� 400．6�
510 ハンサムウーマン 牝2栗 54 畑端 省吾福本 次雄氏 作田 誠二 新冠 安達 洋生 436＋121：16．21
 136．7�
713 バロンエール 牝2黒鹿54 川島 信二永見 貴昭氏 青木 孝文 新冠 競優牧場 414± 01：16．3	 114．1�
816 ノボサプライズ 牝2栗 54 酒井 学�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 414－ 61：16．4� 284．0�
611 マインキング 牡2芦 55 高倉 稜峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 468－ 21：17．03	 310．0�
24 ラガーデリゲート 牝2芦 54 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 前川 正美 432－ 61：17．1	 32．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，510，900円 複勝： 130，452，800円 枠連： 14，467，300円
馬連： 54，425，700円 馬単： 45，378，100円 ワイド： 37，315，100円
3連複： 78，393，500円 3連単： 171，186，000円 計： 561，129，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 180円 � 100円 枠 連（1－2） 470円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 300円 �� 130円 �� 530円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，680円

票 数

単勝票数 計 295109 的中 � 193161（1番人気）
複勝票数 計1304528 的中 � 1069281（1番人気）� 27289（3番人気）� 99790（2番人気）
枠連票数 計 144673 的中 （1－2） 23770（2番人気）
馬連票数 計 544257 的中 �� 49491（2番人気）
馬単票数 計 453781 的中 �� 36202（3番人気）
ワイド票数 計 373151 的中 �� 25614（3番人気）�� 106820（1番人気）�� 12747（8番人気）
3連複票数 計 783935 的中 ��� 85247（2番人気）
3連単票数 計1711860 的中 ��� 46195（6番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．4―12．5―13．3

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．2
3 1－（3，4）（5，8）（6，14）（7，9）10（2，15）－（11，12）－13，16 4 1，4（3，8）（6，5）14，9（7，15）－（2，10，12）－11，13－16

勝馬の
紹 介

マ ニ ク ー ル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2017．10．22 京都2着

2015．2．14生 牝2栗 母 フェミニンガール 母母 Money Madam 4戦1勝 賞金 10，550，000円

3406212月17日 晴 良 （29阪神5）第6日 第2競走 ��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

712 ミニョンヌヴェリテ 牡2栗 55 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 548－ 41：56．8 16．2�

813 ウインネプチューン 牡2青鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 81：56．9� 40．4�
22 ロイヤルパールス 牡2鹿 55 高倉 稜ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B498－ 21：57．0� 37．9�
711 マイネルカイノン 牡2青鹿55 V．シュミノー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 4 〃 ハナ 2．8�

（仏）

610 テイエムギフテッド 牡2黒鹿55 岡田 祥嗣竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 462＋ 41：57．1� 55．3�
46 カ タ ギ 牡2黒鹿55 国分 恭介杉澤 光雄氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 452＋ 21：57．63 88．4	
57 ブ ー ス タ ー 牡2鹿 55 幸 英明吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム 518± 01：58．02� 88．7

11 ノーブルスピリット 牡2黒鹿55 川田 将雅 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 クビ 9．4�
814 ハギノアグレッシブ 牡2栗 55 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 478＋101：58．63� 48．5
45 レッドラギド 牡2栗 55 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 526＋ 81：58．81� 124．2�
33 ブ ン ゴ 牡2鹿 55 浜中 俊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 488－ 21：58．9� 113．9�
34 ボ リ ウ ッ ド 牝2黒鹿54 C．ルメール 吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 460－ 41：59．32 2．0�
69 ラ ヴ シ ー フ 牡2青 55 岩田 康誠門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 61：59．4� 16．6�
58 モズオラクル 牡2栗 55 小牧 太 �キャピタル・システム 飯田 祐史 新ひだか 野坂牧場 486－142：02．2大差 261．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，362，600円 複勝： 68，631，000円 枠連： 15，083，300円
馬連： 62，239，600円 馬単： 39，801，400円 ワイド： 41，196，600円
3連複： 85，852，800円 3連単： 135，637，500円 計： 483，804，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 590円 � 1，580円 � 1，280円 枠 連（7－8） 1，720円

馬 連 �� 20，960円 馬 単 �� 33，840円

ワ イ ド �� 5，410円 �� 4，290円 �� 8，400円

3 連 複 ��� 142，450円 3 連 単 ��� 717，780円

票 数

単勝票数 計 353626 的中 � 18446（4番人気）
複勝票数 計 686310 的中 � 32579（5番人気）� 11113（9番人気）� 13861（6番人気）
枠連票数 計 150833 的中 （7－8） 6792（7番人気）
馬連票数 計 622396 的中 �� 2301（32番人気）
馬単票数 計 398014 的中 �� 882（51番人気）
ワイド票数 計 411966 的中 �� 1966（36番人気）�� 2491（28番人気）�� 1261（46番人気）
3連複票数 計 858528 的中 ��� 452（162番人気）
3連単票数 計1356375 的中 ��� 137（747番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．6―12．9―12．9―13．1―13．0―13．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．1―51．0―1：03．9―1：17．0―1：30．0―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミニョンヌヴェリテ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Cozzene デビュー 2017．12．2 阪神6着

2015．5．17生 牡2栗 母 ルミエールヴェリテ 母母 Play School 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ウインネプチューン号の騎手松山弘平は，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〕 モズオラクル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月17日まで平地競

走に出走できない。
※テイエムギフテッド号は，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。

第５回 阪神競馬 第６日

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



3406312月17日 晴 良 （29阪神5）第6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

24 エイシンデジタル 牡2栗 55 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 506＋ 81：26．3 38．4�
713 メイショウアキツ 牡2黒鹿55 福永 祐一松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 458＋ 21：26．4� 4．0�
510 ノ ー ウ ェ イ 牡2鹿 55 和田 竜二宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 474－ 61：26．61� 3．8�
815 サンシャンペーン 牡2鹿 55 竹之下智昭加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 464－ 41：26．91� 242．7�
611 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 B508＋ 21：27．0� 6．8�
59 シ ャ テ ー ヌ 牝2栗 54 幸 英明�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－10 〃 ハナ 7．9	
48 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 496－ 21：27．21� 46．5

714 カネトシピュール 牝2鹿 54 国分 恭介兼松 昌男氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 438－ 2 〃 ハナ 65．5�
612 ヘ イ デ イ 牡2鹿 55 C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 21：27．4� 5．8�
（仏）

23 ウエスタンヒューズ 牝2黒鹿54 酒井 学西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 472＋ 41：27．5� 12．1
47 ア レ ー グ ル 牡2鹿 55 松山 弘平安原 浩司氏 奥村 豊 新ひだか 岡田牧場 458＋10 〃 クビ 289．0�
35 モンテガナール 牡2鹿 55 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 484＋ 41：27．71� 220．1�
816 ヒ ナ マ ツ リ 牝2鹿 54 岡田 祥嗣西尾誠一郎氏 村山 明 日高 下河辺牧場 404± 01：27．8クビ 210．4�
36 ホクトスズラン 牝2鹿 54 小牧 太�大島牧場 沖 芳夫 浦河 大島牧場 498－ 41：28．54 16．7�
12 タガノイチベエ 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 518＋141：29．13� 194．5�

11 デンコウメジャー 牡2栗 55 高倉 稜田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム B464－ 21：29．42 328．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，629，900円 複勝： 48，813，800円 枠連： 17，830，400円
馬連： 64，159，100円 馬単： 30，109，200円 ワイド： 42，159，400円
3連複： 87，791，200円 3連単： 109，237，900円 計： 433，730，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，840円 複 勝 � 580円 � 160円 � 160円 枠 連（2－7） 1，720円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 21，670円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 2，090円 �� 330円

3 連 複 ��� 8，860円 3 連 単 ��� 107，890円

票 数

単勝票数 計 336299 的中 � 7420（8番人気）
複勝票数 計 488138 的中 � 15077（8番人気）� 93501（2番人気）� 94189（1番人気）
枠連票数 計 178304 的中 （2－7） 8026（7番人気）
馬連票数 計 641591 的中 �� 6127（24番人気）
馬単票数 計 301092 的中 �� 1042（53番人気）
ワイド票数 計 421594 的中 �� 4951（21番人気）�� 4793（23番人気）�� 37479（1番人気）
3連複票数 計 877912 的中 ��� 7428（27番人気）
3連単票数 計1092379 的中 ��� 734（289番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．6―12．8―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．0―47．6―1：00．4―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンデジタル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2017．6．17 阪神5着

2015．4．23生 牡2栗 母 エーシンカルメン 母母 Bohemian Lady 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 エイシンデジタル号の騎手岩田康誠は，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：12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。

3406412月17日 晴 良 （29阪神5）第6日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時35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 シャフトオブライト 牡2栗 55 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458－ 22：02．3 5．2�
710 ピボットポイント 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 22：02．62 2．6�
45 ノストラダムス 牡2鹿 55 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 494－ 6 〃 ハナ 2．8�
711 ロードジパング 牡2栗 55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 446－ 22：02．92 26．3�
57 アメイジングセンス 牡2鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ B494－ 62：03．11� 25．6	
68 ウォーターエルピス 牡2黒鹿55 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 526± 02：03．31� 180．2

44 カズグレゴリオ 牡2栗 55 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 458± 02：03．51� 95．3�
813 ウインエスキース 牝2栗 54 C．デムーロ�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 438－ 22：03．6� 7．9�

（仏）

33 マイネルベッカー 牡2鹿 55 国分 恭介 �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 474－ 42：03．92 160．1

11 ル リ ジ オ ン 牡2鹿 55 浜中 俊�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 486＋102：04．11� 28．4�

812 キュアサニー 牝2黒鹿54 松山 弘平吉澤 克己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 416＋ 22：05．59 248．5�
56 アルファーティハ 牡2栗 55 川島 信二清水 敏氏 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 480－142：05．81� 201．6�
69 ジツリキダッシュ 牡2黒鹿55 高倉 稜河合實貴男氏 佐藤 正雄 浦河 冨岡牧場 466－ 42：07．07 324．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，399，100円 複勝： 47，217，600円 枠連： 13，657，800円
馬連： 68，475，900円 馬単： 39，829，200円 ワイド： 45，517，300円
3連複： 94，087，600円 3連単： 148，017，400円 計： 504，201，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 130円 � 120円 � 110円 枠 連（2－7） 730円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 290円 �� 190円 �� 160円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 4，600円

票 数

単勝票数 計 473991 的中 � 76286（3番人気）
複勝票数 計 472176 的中 � 75123（3番人気）� 86819（2番人気）� 153817（1番人気）
枠連票数 計 136578 的中 （2－7） 14433（3番人気）
馬連票数 計 684759 的中 �� 59247（3番人気）
馬単票数 計 398292 的中 �� 15915（8番人気）
ワイド票数 計 455173 的中 �� 33200（4番人気）�� 61778（2番人気）�� 79776（1番人気）
3連複票数 計 940876 的中 ��� 138070（1番人気）
3連単票数 計1480174 的中 ��� 23280（10番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．8―12．6―12．5―12．3―12．0―11．8―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．0―49．6―1：02．1―1：14．4―1：26．4―1：38．2―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャフトオブライト �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．12．2 阪神2着

2015．3．11生 牡2栗 母 ブ リ リ ン 母母 ダイヤモンドクイン 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※ロードジパング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



3406512月17日 晴 良 （29阪神5）第6日 第5競走 ��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：45．6

良
良

810 ギ ベ オ ン 牡2鹿 55 C．デムーロ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 516 ―1：49．6 1．4�
（仏）

66 ミ ア グ ア 牝2青鹿54 幸 英明五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 440 ―1：49．7� 8．1�
78 マイネルハイルング 牡2黒鹿55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 480 ―1：50．44 41．9�

89 アンバービーチ 牝2鹿 54 C．ルメール 小川眞査雄氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476 ― 〃 クビ 8．9	
22 イシュトヴァーン 牡2鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 514 ―1：50．61� 5．6

44 レディーキティ 牝2鹿 54 浜中 俊廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 404 ―1：50．91� 18．7�
77 アンナベルガイト 牡2鹿 55 池添 謙一 �シルクレーシング 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム B504 ―1：51．96 45．4�
33 コスモハバネロ 牝2黒鹿54 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 390 ― 〃 クビ 175．4
55 フ ワ ト ロ 牝2鹿 54 和田 竜二佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 504 ―1：52．21� 68．9�
11 エ ル モ ー ソ 牝2黒鹿54 松山 弘平�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448 ―1：55．7大差 176．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 47，094，200円 複勝： 120，659，800円 枠連： 10，761，700円
馬連： 51，159，200円 馬単： 41，888，900円 ワイド： 35，405，800円
3連複： 65，281，300円 3連単： 158，070，700円 計： 530，321，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 310円 枠 連（6－8） 400円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 190円 �� 530円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 3，640円

票 数

単勝票数 計 470942 的中 � 257251（1番人気）
複勝票数 計1206598 的中 � 952284（1番人気）� 65330（3番人気）� 18988（6番人気）
枠連票数 計 107617 的中 （6－8） 20385（2番人気）
馬連票数 計 511592 的中 �� 97877（2番人気）
馬単票数 計 418889 的中 �� 64063（2番人気）
ワイド票数 計 354058 的中 �� 58450（2番人気）�� 15392（7番人気）�� 6821（13番人気）
3連複票数 計 652813 的中 ��� 25301（8番人気）
3連単票数 計1580707 的中 ��� 31416（9番人気）

ハロンタイム 13．5―12．0―12．4―12．7―12．8―12．4―11．4―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．5―37．9―50．6―1：03．4―1：15．8―1：27．2―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．8
3 9，10（2，8）（3，5，6，7）－4，1 4 ・（9，10，8）（2，7，4）（5，6）3＝1

勝馬の
紹 介

ギ ベ オ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper 初出走

2015．2．20生 牡2鹿 母 コンテスティッド 母母 Gold Vault 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エルモーソ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月17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。

3406612月17日 晴 良 （29阪神5）第6日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時55分 （芝・右）

牝，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

36 エアシンフォニー 牝2鹿 54 C．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 466 ―1：22．2 4．5�
（仏）

816 ラ ノ カ ウ 牝2栗 54 松田 大作畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 450 ― 〃 クビ 166．1�
12 リバティハイツ 牝2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 452 ― 〃 ハナ 2．1�
510 ギンコイエレジー 牝2黒鹿54 和田 竜二飯田 吉哉氏 南井 克巳 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448 ― 〃 アタマ 69．5�
11 レオコックブルー 牝2黒鹿54 国分 恭介親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 438 ―1：22．62� 167．5	
59 ジョーカナチャン 牝2鹿 54 武 豊上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 448 ―1：22．81� 13．8

818 サーキュラーリング 牝2栗 54 池添 謙一�G1レーシング 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430 ―1：23．11� 14．3�
817 ビーチタイム 牝2鹿 54 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 430 ―1：23．2� 6．8�
714 リ ー ズ ン 牝2鹿 54 福永 祐一林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 450 ― 〃 アタマ 15．6
611 ドラゴンダナ 牝2栗 54 酒井 学副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 478 ―1：23．62 230．8�
35 エイシンセレブ 牝2栗 54 高倉 稜�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 448 ―1：23．92 121．9�
24 ジョーダンヒロイン 牝2青鹿54 V．シュミノー 廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 432 ―1：24．11 17．6�

（仏）

612 メイショウマユズミ 牝2栗 54 四位 洋文松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 片山牧場 430 ―1：24．31 280．5�
23 オ ア ハ カ 牝2栗 54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450 ― 〃 ハナ 75．3�
47 モ ス ロ ー ズ 牝2鹿 54 松山 弘平吉田 勝己氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 394 ―1：24．4� 155．3�
715 エイシンエポカル 牝2黒鹿54 幸 英明�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 八田ファーム 468 ―1：24．5� 32．1�
48 タニノテーブル 牝2黒鹿54 岩田 康誠谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 454 ― 〃 クビ 249．7�
713 エイシンレゼルブ 牝2鹿 54 川島 信二�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 426 ―1：25．67 246．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，949，400円 複勝： 46，219，300円 枠連： 21，326，900円
馬連： 66，867，700円 馬単： 36，954，400円 ワイド： 45，150，400円
3連複： 91，048，100円 3連単： 116，535，900円 計： 470，052，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 1，750円 � 130円 枠 連（3－8） 1，190円

馬 連 �� 40，390円 馬 単 �� 48，030円

ワ イ ド �� 8，670円 �� 220円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 19，000円 3 連 単 ��� 221，750円

票 数

単勝票数 計 459494 的中 � 85234（2番人気）
複勝票数 計 462193 的中 � 75760（2番人気）� 4030（13番人気）� 128616（1番人気）
枠連票数 計 213269 的中 （3－8） 13804（5番人気）
馬連票数 計 668677 的中 �� 1283（54番人気）
馬単票数 計 369544 的中 �� 577（80番人気）
ワイド票数 計 451504 的中 �� 1150（60番人気）�� 65662（1番人気）�� 2125（36番人気）
3連複票数 計 910481 的中 ��� 3593（50番人気）
3連単票数 計1165359 的中 ��� 381（455番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．4―11．6―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．0―57．6―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアシンフォニー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

2015．4．21生 牝2鹿 母 エアデジャヴー 母母 アイドリームドアドリーム 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。



3406712月17日 晴 良 （29阪神5）第6日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時25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

55 メイショウヒサカタ 牝2栗 54 福永 祐一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 三嶋牧場 472＋101：12．4 9．5�
810 ガ ウ ル 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 486＋ 61：12．61� 8．5�

22 � セイウンスパイ 牡2栗 55 松田 大作西山 茂行氏 池上 昌和 米 James Millar &
Janice Millar 486－ 41：12．92 60．0�

44 タガノプレトリア 牡2鹿 55 松山 弘平八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442± 0 〃 クビ 14．9�

11 ヴーディーズピアス 牝2青鹿54 幸 英明田島 大史氏 青木 孝文 新冠 オリエント牧場 464＋ 41：13．0クビ 51．1�
66 ヤマニンレジスタ 牡2栗 55 小坂 忠士土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 488± 01：13．53 3．1�
77 ガウラミディ 牝2栗 54 高倉 稜村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 492－ 41：13．6クビ 135．5	
78 タガノヒバナ 牡2栗 55 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 61：13．81� 9．4

89 オーロスターキス 牝2栗 54 C．デムーロ 加藤 徹氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 474＋ 41：14．12 2．3�

（仏）

33 ビコーズオブユー 	2栗 55 川田 将雅前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492± 0 〃 アタマ 49．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，422，100円 複勝： 52，457，000円 枠連： 15，399，600円
馬連： 78，171，900円 馬単： 45，377，100円 ワイド： 46，584，800円
3連複： 94，196，600円 3連単： 180，045，100円 計： 557，654，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 280円 � 270円 � 1，100円 枠 連（5－8） 650円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 7，800円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 3，690円 �� 5，420円

3 連 複 ��� 42，300円 3 連 単 ��� 248，630円

票 数

単勝票数 計 454221 的中 � 40084（5番人気）
複勝票数 計 524570 的中 � 53836（4番人気）� 54957（3番人気）� 10507（8番人気）
枠連票数 計 153996 的中 （5－8） 18355（2番人気）
馬連票数 計 781719 的中 �� 17034（10番人気）
馬単票数 計 453771 的中 �� 4360（23番人気）
ワイド票数 計 465848 的中 �� 10846（12番人気）�� 3212（27番人気）�� 2174（34番人気）
3連複票数 計 941966 的中 ��� 1670（69番人気）
3連単票数 計1800451 的中 ��� 525（350番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―12．1―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．9―47．0―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒサカタ 
�
父 シニスターミニスター 

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2017．9．16 中山1着

2015．4．15生 牝2栗 母 メイショウマンテン 母母 メイショウサンサン 4戦2勝 賞金 16，740，000円
※出走取消馬 ヌーディーカラー号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※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。

3406812月17日 晴 良 （29阪神5）第6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

611 エネルムサシ 牡4鹿 57 岩田 康誠鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 512± 01：11．7 2．2�
816 タ テ ヤ マ 牡3栗 56 松山 弘平小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 460＋ 21：12．12� 26．6�
713 ワイルドフォックス 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 鳥井 征士 518＋141：12．2クビ 39．7�
714 バルコラベーロ 牡3栗 56 酒井 学 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 57．0�
510 アユツリオヤジ 牡3栗 56 国分 恭介 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 490± 01：12．41� 32．4	
47 ダノンメモリー 	4鹿 57 幸 英明�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 534＋ 21：12．61� 4．9

11 トウケイフクキタル 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 472± 01：12．7クビ 32．0�
59 キョウワエステル 牝4鹿 55 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 478－ 61：12．8
 13．5�
815 メイショウヤクシマ 牡4栗 57 福永 祐一松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 470＋ 21：13．01� 6．1
12 ガールズブランド 牝3栗 54 小林 徹弥吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 村下 清志 454＋ 4 〃 アタマ 405．7�
23 � ハクユウロゼ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 山本 昇寿 468＋ 21：13．1クビ 170．7�
35 レッドルドラ 牡3黒鹿56 V．シュミノー �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 500－ 41：13．2� 27．4�

（仏）

612� ブレインハート 牡3栗 56 松田 大作村上 稔氏 佐藤 正雄 千歳 社台ファーム 576＋16 〃 クビ 6．8�
36 ディナスティーア 牝5鹿 55 小牧 太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 516＋11 〃 アタマ 64．4�
48 モンスールデジール 牝3鹿 54 高倉 稜五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 450＋ 81：13．3クビ 118．9�
24 メイクグローリー 牡3栗 56 池添 謙一ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 482＋ 21：14．04 231．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，842，000円 複勝： 57，127，000円 枠連： 25，431，100円
馬連： 100，781，200円 馬単： 46，283，500円 ワイド： 59，106，600円
3連複： 126，915，000円 3連単： 171，419，400円 計： 635，905，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 560円 � 690円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，430円 �� 6，640円

3 連 複 ��� 26，240円 3 連 単 ��� 105，760円

票 数

単勝票数 計 488420 的中 � 175438（1番人気）
複勝票数 計 571270 的中 � 144000（1番人気）� 21297（7番人気）� 16900（10番人気）
枠連票数 計 254311 的中 （6－8） 38061（2番人気）
馬連票数 計1007812 的中 �� 24314（11番人気）
馬単票数 計 462835 的中 �� 7744（14番人気）
ワイド票数 計 591066 的中 �� 12889（11番人気）�� 10767（15番人気）�� 2224（57番人気）
3連複票数 計1269150 的中 ��� 3627（78番人気）
3連単票数 計1714194 的中 ��� 1175（302番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―12．0―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―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 11，13（5，12）14－10（2，15，7）9，1，16，3，6（4，8） 4 11，13（5，12）14（10，7）－（2，15）9（1，16）3，8，6，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エネルムサシ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2016．1．10 京都2着

2013．4．15生 牡4鹿 母 クリノトップレディ 母母 ビーバップアルー 6戦3勝 賞金 23，120，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アタミ号・ゲキリン号・ゼセル号・テイエムアニマンテ号・マリエラ号・メジャーガラメキ号・リッカクロフネ号
※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。



3406912月17日 晴 良 （29阪神5）第6日 第9競走 ��
��1，400�

い な が わ

猪 名 川 特 別
発走14時25分 （芝・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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

610 レインボーフラッグ 牡4鹿 57 川田 将雅 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 464＋ 61：21．2 11．2�
34 テ ラ ノ ヴ ァ 牝4芦 55 C．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494＋ 4 〃 クビ 2．5�

（仏）

22 オーマイガイ 牡4栗 57 国分 恭介廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 468＋ 61：21．41� 14．5�
59 キアロスクーロ 	4黒鹿57 松山 弘平水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 494± 01：21．5
 11．0�
11 ビヨンジオール 牡5鹿 57 四位 洋文林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 502－ 6 〃 ハナ 52．4	
712 ラベンダーヴァレイ 牝4鹿 55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 ハナ 5．7

46 クードラパン 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 500－ 81：21．6クビ 19．6�
611 キッズライトオン 牡5栗 57 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 61：21．7
 44．6
35 タガノカムイ 牡5栗 57 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋ 6 〃 ハナ 35．1�
23 カトルラポール 牝4鹿 55 小牧 太石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 472－ 4 〃 ハナ 208．8�
58 ブ リ ク ス ト 牡5黒鹿57 福永 祐一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：21．8クビ 32．8�
47 ドルチャーリオ 牡4栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444± 0 〃 クビ 6．1�
814 コパノピエール 牡3鹿 56 浜中 俊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 478± 01：21．9� 21．8�
815 ナムラアッパー 牡6鹿 57 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B426＋ 21：22．0
 129．8�
713 グロワールシチー 牡3鹿 56 V．シュミノー �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 470＋ 41：22．1� 16．0�

（仏）

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，126，900円 複勝： 89，123，000円 枠連： 29，694，800円
馬連： 135，155，800円 馬単： 58，156，100円 ワイド： 82，802，500円
3連複： 175，514，900円 3連単： 228，455，200円 計： 853，029，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 260円 � 130円 � 340円 枠 連（3－6） 1，030円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，580円 �� 800円

3 連 複 ��� 7，210円 3 連 単 ��� 51，590円

票 数

単勝票数 計 541269 的中 � 38453（5番人気）
複勝票数 計 891230 的中 � 75894（5番人気）� 241095（1番人気）� 51754（6番人気）
枠連票数 計 296948 的中 （3－6） 22324（3番人気）
馬連票数 計1351558 的中 �� 80672（4番人気）
馬単票数 計 581561 的中 �� 11492（10番人気）
ワイド票数 計 828025 的中 �� 45155（3番人気）�� 7719（29番人気）�� 26523（7番人気）
3連複票数 計1755149 的中 ��� 18247（21番人気）
3連単票数 計2284552 的中 ��� 3210（154番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．2―11．2―11．4―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．1―45．3―56．7―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レインボーフラッグ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．1．11 京都1着

2013．5．10生 牡4鹿 母 レインボーシーカー 母母 ラ ゲ ラ 14戦4勝 賞金 64，763，000円
〔制裁〕 レインボーフラッグ号の騎手川田将雅は，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10，000円。（被害馬：4番）
※コパノピエール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

3407012月17日 晴 良 （29阪神5）第6日 第10競走 ��
��1，600�

もとまち

元町ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

47 ミエノサクシード 牝4栗 55 和田 竜二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 454－ 21：33．8 4．4�
510 テ ィ ソ ー ナ �4黒鹿57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488± 01：34．01	 5．4�
815 マイネルメリエンダ 牡6栗 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 498－ 2 〃 ハナ 89．3�
23 ワントゥワン 牝4黒鹿55 幸 英明青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 456＋10 〃 クビ 8．2�
612 クリアザトラック 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446＋ 8 〃 ハナ 4．1	
59 ボーダーオブライフ 牡3鹿 56 C．デムーロ 片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 498＋ 21：34．21	 13．6


（仏）

35 ロ ジ ク ラ イ 牡4黒鹿57 浜中 俊久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 520＋14 〃 クビ 23．3�
611 ナイトオブナイツ 牡4栗 57 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 ハナ 7．1�
713 マ リ オ ー ロ 牡5鹿 57 加藤 祥太菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504＋ 21：34．41	 269．1
12 ネオスターダム 牡5黒鹿57 高倉 稜一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 アタマ 93．7�
817 マテンロウハピネス 牡5鹿 57 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 468± 0 〃 ハナ 115．2�
36 レッドライジェル 牡5鹿 57 V．シュミノー �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 アタマ 51．6�

（仏）

816 オコレマルーナ 牡8青鹿57 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 460± 01：34．5
 208．7�

24 ティーエスネオ 牡6芦 57 川島 信二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 532± 0 〃 アタマ 93．8�
48 マコトサダイジン �6栗 57 松山 弘平�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 41：34．7� 39．6�
714 ロイカバード 牡4黒鹿57 武 豊寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：34．91 8．3�
11 オースミナイン 牡7鹿 57 酒井 学�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 474－ 41：35．11 93．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 74，723，000円 複勝： 108，608，500円 枠連： 44，648，500円
馬連： 191，285，400円 馬単： 77，013，600円 ワイド： 103，652，000円
3連複： 250，307，900円 3連単： 328，680，100円 計： 1，178，919，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 220円 � 1，490円 枠 連（4－5） 940円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 670円 �� 5，560円 �� 7，540円

3 連 複 ��� 38，280円 3 連 単 ��� 143，720円

票 数

単勝票数 計 747230 的中 � 134842（2番人気）
複勝票数 計1086085 的中 � 191434（2番人気）� 137978（3番人気）� 13986（12番人気）
枠連票数 計 446485 的中 （4－5） 36784（3番人気）
馬連票数 計1912854 的中 �� 95969（6番人気）
馬単票数 計 770136 的中 �� 19219（9番人気）
ワイド票数 計1036520 的中 �� 42638（7番人気）�� 4642（45番人気）�� 3412（57番人気）
3連複票数 計2503079 的中 ��� 4903（97番人気）
3連単票数 計3286801 的中 ��� 1658（381番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．5―47．6―59．5―1：10．9―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミエノサクシード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2016．1．10 京都4着

2013．3．10生 牝4栗 母 ハピネスフォーユー 母母 Sophorific 19戦5勝 賞金 96，884，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

２レース目



3407112月17日 晴 良 （29阪神5）第6日 第11競走 ��
��1，600�第69回朝日杯フューチュリティステークス（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牡・牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 1，148，000円 328，000円 164，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード
レースレコード
［参考記録］

1：33．1
1：32．3
1：34．4
1：33．4

良
良
良
良 （中山）

11 ダノンプレミアム 牡2青鹿55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 81：33．3 2．3�
510 ステルヴィオ 牡2鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：33．93� 5．3�

（仏）

23 タワーオブロンドン 牡2鹿 55 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518＋ 2 〃 クビ 3．9�

35 ケイアイノーテック 牡2鹿 55 幸 英明亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 470－ 2 〃 ハナ 26．3�
612 ダノンスマッシュ 牡2鹿 55 福永 祐一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 81：34．0� 8．7	
48 ファストアプローチ 牡2栗 55 V．シュミノー 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 540＋ 4 〃 クビ 46．9


（仏）

611 カ シ ア ス 牡2鹿 55 浜中 俊 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 480＋101：34．1クビ 48．0�

12 フロンティア 牡2栗 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－ 21：34．41� 29．6�

714	 ダブルシャープ 牡2鹿 55 和田 竜二天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 478± 0 〃 クビ 30．0
36 
 アサクサゲンキ 牡2鹿 55 武 豊田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

462＋121：34．82� 31．9�
815 ケイティクレバー 牡2鹿 55 小林 徹弥瀧本 和義氏 目野 哲也 千歳 社台ファーム 444＋ 6 〃 ハナ 150．5�
24 ライトオンキュー 牡2鹿 55 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 41：35．01� 190．8�
59 ムスコローソ 牡2栗 55 池添 謙一落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：35．1クビ 146．4�
713 アイアンクロー 牡2栗 55 酒井 学藤井聡一郎氏 斉藤 崇史 日高 チャンピオン

ズファーム 436＋ 81：35．52� 453．9�
47 ヒシコスマー 牡2黒鹿55 松山 弘平阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 厚賀古川牧場 476－ 21：35．71 111．0�
816	 イ シ マ ツ 牡2鹿 55 加藤 祥太吉田 勝利氏 森 秀行 日高 新生ファーム 454－ 81：36．97 443．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 654，498，200円 複勝： 600，164，800円 枠連： 308，292，500円 馬連： 1，736，677，500円 馬単： 930，738，100円
ワイド： 774，053，600円 3連複： 2，744，409，400円 3連単： 5，648，778，100円 5重勝： 650，322，800円 計： 14，047，935，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（1－5） 530円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 230円 �� 210円 �� 330円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，630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����� 329，870円

票 数

単勝票数 計6544982 的中 � 2303670（1番人気）
複勝票数 計6001648 的中 � 1679673（1番人気）� 963231（3番人気）� 1137875（2番人気）
枠連票数 計3082925 的中 （1－5） 447761（2番人気）
馬連票数 計17366775 的中 �� 2430816（2番人気）
馬単票数 計9307381 的中 �� 829321（2番人気）
ワイド票数 計7740536 的中 �� 884603（2番人気）�� 987668（1番人気）�� 536451（3番人気）
3連複票数 計27444094 的中 ���2935662（1番人気）
3連単票数 計56487781 的中 ���1551589（2番人気）
5重勝票数 計6503228 的中 ����� 1380

ハロンタイム 12．6―10．8―11．8―12．0―12．1―11．3―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―35．2―47．2―59．3―1：10．6―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．0
3 15，8（1，11）（6，14）（2，3，9）（5，13）10，12，16（7，4） 4 15，8，11（1，14）6（2，3，9）（5，10，13）12（7，16，4）

勝馬の
紹 介

ダノンプレミアム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Intikhab デビュー 2017．6．25 阪神1着

2015．4．3生 牡2青鹿 母 インディアナギャル 母母 Genial Jenny 3戦3勝 賞金 111，799，000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。

3407212月17日 晴 良 （29阪神5）第6日 第12競走 ��
��1，400�

み ょ う け ん さ ん

妙 見 山 特 別
発走16時20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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

47 � ラ バ ニ ー ユ 牝5芦 55 川田 将雅前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 440＋ 61：24．5 13．3�
612 ダンツゴウユウ 牡3栗 56 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 472＋ 61：24．6	 67．7�
713 ク ラ シ コ 牡5鹿 57 C．ルメール 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 512－ 4 〃 クビ 2．2�
12 ケルティックソード 牡4栗 57 浜中 俊吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 B496＋ 81：24．81
 7．5�
24 � メイショウボンロク 牡6栗 57 小牧 太松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 502＋ 81：24．9� 16．2�
59 タマモユウトウセイ 牡6栗 57 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B490＋ 61：25．0	 55．5	
48 エメラルエナジー 牡5栗 57 松田 大作高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B514－ 41：25．1クビ 74．3

816 ミスズスター 牡4鹿 57 四位 洋文永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 470＋ 81：25．2	 23．5�
510 ヴェンジェンス 牡4栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 486－ 2 〃 クビ 3．2�
36 ア バ ン サ ル �6栗 57 国分 恭介�ノースヒルズ 中村 均 新冠 石田牧場 512＋ 2 〃 アタマ 177．2
11 スターカットダイヤ 牡3栗 56 松山 弘平小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 454＋ 41：25．3クビ 18．0�
35 ロードヴォルケーノ 牡6鹿 57 岩田 康誠 �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 488＋10 〃 クビ 54．0�
611 ハーツジュニア 牡5鹿 57 川島 信二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 500＋ 21：25．4クビ 37．1�
714 ミトノゴールド 牡5栗 57 高倉 稜ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B488－ 2 〃 クビ 323．8�
23 � ゼットマックイーン 牡4鹿 57 水口 優也�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 458＋ 81：25．93 328．6�
815 ベ ル ク リ ア 牝4芦 55 和田 竜二水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 460＋ 2 〃 ハナ 40．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 112，096，900円 複勝： 128，654，700円 枠連： 63，076，300円
馬連： 260，290，600円 馬単： 130，917，700円 ワイド： 150，444，200円
3連複： 375，175，100円 3連単： 626，360，300円 計： 1，847，015，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 270円 � 1，060円 � 140円 枠 連（4－6） 11，370円

馬 連 �� 39，490円 馬 単 �� 77，070円

ワ イ ド �� 8，430円 �� 590円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 27，310円 3 連 単 ��� 292，590円

票 数

単勝票数 計1120969 的中 � 67150（4番人気）
複勝票数 計1286547 的中 � 109250（4番人気）� 21958（13番人気）� 347707（1番人気）
枠連票数 計 630763 的中 （4－6） 4297（26番人気）
馬連票数 計2602906 的中 �� 5107（60番人気）
馬単票数 計1309177 的中 �� 1274（111番人気）
ワイド票数 計1504442 的中 �� 4370（57番人気）�� 70923（3番人気）�� 15224（25番人気）
3連複票数 計3751751 的中 ��� 10302（75番人気）
3連単票数 計6263603 的中 ��� 1552（577番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．2―12．2―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．9―47．1―59．3―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラ バ ニ ー ユ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス

2012．3．12生 牝5芦 母 スパンゴールド 母母 ファレノプシス 22戦2勝 賞金 44，194，000円
初出走 JRA

５レース目



（29阪神5）第6日 12月17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 177頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

318，790，000円
25，000，000円
3，270，000円
38，550，000円
73，180，000円
5，194，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
1，228，655，200円
1，498，129，300円
579，670，200円
2，869，689，600円
1，522，447，300円
1，463，388，300円
4，268，973，400円
8，022，423，600円
650，322，800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 22，103，699，700円

総入場人員 25，128名 （有料入場人員 23，504名）
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