
3401312月2日 晴 良 （30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

66 タニノマイカ 牝2黒鹿54 �島 良太谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 468＋121：54．8 3．5�
811 ブロードハースト 牝2鹿 54

53 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 440－ 81：55．33 5．6�
22 メイショウヤワラギ 牝2鹿 54 武 豊松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 454－ 21：56．04 4．6�
78 サーチュイン 牝2芦 54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 470＋ 21：56．31� 23．6�
33 ロ ズ 牝2鹿 54 国分 恭介 	ローレルレーシング 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 B434＋ 21：56．72� 60．3

11 ノーブルアーレス 牝2鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 ノースガーデン 496－ 21：56．8� 104．4�
67 ララフォーナ 牝2栗 54

53 ☆荻野 極 �シルクレーシング 武 英智 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－ 41：57．11� 13．7�
44 アルモニーセレスト 牝2鹿 54 岩田 康誠	ノースヒルズ 河内 洋 新冠 平山牧場 444＋ 2 〃 クビ 3．4
810 ボーズキャット 牝2鹿 54 藤岡 康太 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 470＋ 81：57．41� 16．8�
79 メイショウミヤラビ 牝2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 450－ 81：58．78 65．2�
55 タマモキャーンズ 牝2青鹿 54

53 ☆加藤 祥太タマモ	 中竹 和也 新冠 守矢牧場 464＋ 42：00．18 138．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 25，373，800円 複勝： 32，298，300円 枠連： 9，313，100円
馬連： 45，048，200円 馬単： 24，357，800円 ワイド： 31，584，500円
3連複： 63，895，100円 3連単： 95，733，300円 計： 327，604，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 170円 � 170円 枠 連（6－8） 570円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 450円 �� 360円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 8，890円

票 数

単勝票数 計 253738 的中 � 60370（2番人気）
複勝票数 計 322983 的中 � 66375（2番人気）� 45855（3番人気）� 45824（4番人気）
枠連票数 計 93131 的中 （6－8） 12660（2番人気）
馬連票数 計 450482 的中 �� 30922（4番人気）
馬単票数 計 243578 的中 �� 8224（8番人気）
ワイド票数 計 315845 的中 �� 17582（5番人気）�� 23380（3番人気）�� 16516（6番人気）
3連複票数 計 638951 的中 ��� 31765（5番人気）
3連単票数 計 957333 的中 ��� 7806（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．1―50．1―1：02．9―1：15．7―1：28．3―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．1
1
3
2，6，4（5，10）11，7（8，9）＝3＝1
2，6（4，10）－11，9，7，8，3，5－1

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

勝馬の
紹 介

タニノマイカ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．9．2 小倉12着

2016．4．8生 牝2黒鹿 母 デ コ ル テ 母母 タニノホロホロ 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモキャーンズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月2日まで平地競

走に出走できない。

3401412月2日 晴 良 （30阪神5）第2日 第2競走 ��
��1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

812 オースミヌーベル 牡2芦 55
54 ☆川又 賢治�オースミ 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 450＋ 21：26．2 3．1�

57 テイエムメロディー 牝2鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 446＋ 41：26．41� 15．1�
813 ハ チ ヨ ウ 牡2鹿 55 松若 風馬髙田 秀信氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 498＋281：26．82	 27．8�
711 ボルンタード 牡2鹿 55

52 ▲服部 寿希西森 鶴氏 高橋 義博 新冠 オリエント牧場 456－ 2 〃 アタマ 135．7�
11 ナムラシェパード 牡2鹿 55 藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 464－ 21：27．01	 8．9�
45 キングオブコージ 牡2鹿 55 川田 将雅増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 61：27．21 2．5	
33 
 ピースプレイヤー 牡2鹿 55 岩田 康誠飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims B486＋ 41：27．83	 4．7

56 エンペラーワルツ 牡2黒鹿55 田中 健岡田 牧雄氏 坂口 正則 新ひだか 土田農場 428± 01：28．43	 187．3�
22 アイファーレーザー 牡2鹿 55

54 ☆義 英真中島 稔氏 田所 秀孝 新冠 川上 悦夫 426± 01：28．5� 400．1�
68 
 ヴィエントフレスコ 牡2鹿 55 酒井 学前田 幸治氏 中竹 和也 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

486＋ 41：28．71 31．8
710 トウケイダヴィンチ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 沖 芳夫 新ひだか 坂本 智広 450－ 2 〃 ハナ 178．2�
44 メイショウサザナミ 牝2黒鹿54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 新ひだか 三木田 明仁 482＋ 2 〃 アタマ 140．7�
69 カサブランカボーテ 牝2黒鹿 54

52 △森 裕太朗西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 矢野牧場 434－ 61：29．44 460．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，082，000円 複勝： 26，658，200円 枠連： 9，973，700円
馬連： 46，445，000円 馬単： 26，305，900円 ワイド： 32，343，200円
3連複： 63，351，200円 3連単： 98，408，600円 計： 329，567，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 290円 � 520円 枠 連（5－8） 1，560円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，000円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 13，090円 3 連 単 ��� 49，640円

票 数

単勝票数 計 260820 的中 � 68554（2番人気）
複勝票数 計 266582 的中 � 66001（1番人気）� 21104（5番人気）� 10200（7番人気）
枠連票数 計 99737 的中 （5－8） 4929（6番人気）
馬連票数 計 464450 的中 �� 21086（7番人気）
馬単票数 計 263059 的中 �� 6531（12番人気）
ワイド票数 計 323432 的中 �� 13113（8番人気）�� 8323（11番人気）�� 2160（21番人気）
3連複票数 計 633512 的中 ��� 3627（33番人気）
3連単票数 計 984086 的中 ��� 1437（128番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．2―12．5―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．2―47．4―59．9―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．8
3 7（8，12）（5，11，13）3，1，10（2，6）－4－9 4 7，12（8，13）11，5，3－1（2，6）4，10，9

勝馬の
紹 介

オースミヌーベル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．8 京都5着

2016．5．4生 牡2芦 母 オースミミズホ 母母 オースミハルカ 4戦1勝 賞金 6，950，000円
〔制裁〕 ボルンタード号の騎手服部寿希は，向正面での御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：12番）

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2日 晴 良 （30阪神5）第2日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時05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

79 アーデンフォレスト 牡2黒鹿55 川田 将雅 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452± 01：34．6 1．2�
44 ラ シ ェ ー ラ 牝2鹿 54 浜中 俊ニューワールドレー

シング� 笹田 和秀 浦河 フクオカファーム 450－ 21：34．91� 17．2�
11 マ レ シ ャ ル 牡2栗 55 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 猿橋 義昭 496＋ 61：35．64 7．2�
55 マテラサンオウ 牡2黒鹿55 松若 風馬大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 450－ 4 〃 クビ 141．8�
56 シャムラマート 牝2黒鹿54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 448－ 81：35．7� 15．8	
22 メイショウトーチ 牡2栗 55 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 508＋ 6 〃 アタマ 63．7

67 サンライズアキレス 牡2芦 55

54 ☆川又 賢治松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 494± 01：35．8� 80．6�
68 タカノアンジェラス 牡2青鹿55 酒井 学山口多賀司氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 456＋161：35．9アタマ 136．0�
710 ズヴィズダー 牝2鹿 54 池添 謙一�KTレーシング 武 英智 様似 猿倉牧場 390－ 61：36．0� 42．9
811 アルバリズム 牝2栗 54 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 506－ 81：36．1� 13．6�
33 オーミサルーテ 牡2鹿 55 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 田所 秀孝 新冠 松木 加代 454－ 41：36．41� 499．6�
812 ヴァイオリンソナタ 牝2黒鹿54 中谷 雄太吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 466＋ 41：38．1大差 38．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，922，400円 複勝： 126，907，200円 枠連： 10，480，600円
馬連： 49，400，000円 馬単： 42，557，800円 ワイド： 39，715，900円
3連複： 67，284，800円 3連単： 157，012，400円 計： 531，281，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 180円 � 130円 枠 連（4－7） 670円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 260円 �� 170円 �� 610円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，130円

票 数

単勝票数 計 379224 的中 � 242446（1番人気）
複勝票数 計1269072 的中 � 1002849（1番人気）� 39737（5番人気）� 72768（2番人気）
枠連票数 計 104806 的中 （4－7） 12106（4番人気）
馬連票数 計 494000 的中 �� 59672（3番人気）
馬単票数 計 425578 的中 �� 50099（3番人気）
ワイド票数 計 397159 的中 �� 38109（4番人気）�� 72909（1番人気）�� 13171（9番人気）
3連複票数 計 672848 的中 ��� 71506（1番人気）
3連単票数 計1570124 的中 ��� 53347（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．0―12．1―12．1―10．9―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．0―48．1―1：00．2―1：11．1―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーデンフォレスト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．11．3 京都2着

2016．2．8生 牡2黒鹿 母 ロ ザ リ ン ド 母母 シ ー ザ リ オ 2戦1勝 賞金 7，800，000円

3401612月2日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30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

78 メイショウゴウキ �4黒鹿60 田村 太雅松本 和子氏 沖 芳夫 安平 �橋本牧場 498＋163：21．6 7．9�
55 サウスオブボーダー 牡5鹿 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464± 03：22．45 7．0�
33 � セガールフォンテン 牡8栗 60 江田 勇亮吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 484－ 43：22．5	 4．9�
22 ト キ ノ オ ー 牡3黒鹿58 佐久間寛志田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 笹島 政信 510＋ 43：22．6
 21．0�
44 プリンシパルスター �5青鹿60 森 一馬 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 452＋ 43：22．81� 8．2�
11 レッドカーペット 牡5栗 60 植野 貴也 	泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 524＋ 43：23．86 40．9

79 インテグリティー 牡5鹿 60 難波 剛健前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 480＋163：23．9
 21．3�
811 トーアツキヒカリ �4鹿 60 草野 太郎高山ランド	 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 454－ 43：24．53
 7．7�
66 マイネルレオーネ 牡6黒鹿60 黒岩 悠 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 408＋ 23：24．71� 2．5
67 トウカイシーカー 牡3栗 58 中村 将之内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 452＋ 4 〃 クビ 200．8�
810 ベストサポーター 牡5青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 510－103：28．1大差 110．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，112，000円 複勝： 27，582，200円 枠連： 9，114，300円
馬連： 38，638，200円 馬単： 21，015，800円 ワイド： 28，191，200円
3連複： 58，008，300円 3連単： 86，299，100円 計： 289，961，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 190円 � 210円 � 150円 枠 連（5－7） 1，950円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 740円 �� 450円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 24，010円

票 数

単勝票数 計 211120 的中 � 21331（5番人気）
複勝票数 計 275822 的中 � 35117（3番人気）� 30089（5番人気）� 54337（2番人気）
枠連票数 計 91143 的中 （5－7） 3612（9番人気）
馬連票数 計 386382 的中 �� 13966（10番人気）
馬単票数 計 210158 的中 �� 2819（28番人気）
ワイド票数 計 281912 的中 �� 9440（11番人気）�� 16949（4番人気）�� 10870（9番人気）
3連複票数 計 580083 的中 ��� 13172（12番人気）
3連単票数 計 862991 的中 ��� 2605（86番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 50．5－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウゴウキ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．10．30 京都10着

2014．4．13生 �4黒鹿 母 ホワイトデイズ 母母 シンシンパッション 障害：13戦1勝 賞金 28，280，000円
〔発走状況〕 レッドカーペット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



3401712月2日 晴 良 （30阪神5）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時25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
2：00．8
1：59．6

良
良

44 ヒンドゥタイムズ 牡2鹿 55 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 454 ―2：02．7 4．6�
33 ピンクキャンディー 牝2黒鹿54 浜中 俊吉澤 克己氏 石坂 正 浦河 辻 牧場 478 ―2：03．33� 28．1�
22 ツールドフォース 牡2黒鹿55 岩田 康誠長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 528 ― 〃 クビ 11．2�
88 ホウオウアクセル 牡2栗 55 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 454 ―2：03．4� 42．6�
55 ラ プ タ ス 牡2鹿 55 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 464 ―2：03．5クビ 2．8	
66 クリノオウジャ 牡2鹿 55 岡田 祥嗣栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 450 ―2：03．81� 74．6

77 ショウナンタイガ 牡2鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 476 ―2：04．12 2．1�
11 ヒロシゲウェーブ 牡2栗 55 古川 吉洋阿尾 浩和氏 藤沢 則雄 新ひだか 高橋 義浩 424 ―2：05．8大差 69．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 35，349，800円 複勝： 29，864，300円 枠連： 発売なし
馬連： 48，395，800円 馬単： 28，663，300円 ワイド： 25，461，600円
3連複： 50，919，500円 3連単： 122，258，300円 計： 340，912，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 220円 � 470円 � 280円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 6，930円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 620円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 6，490円 3 連 単 ��� 39，920円

票 数

単勝票数 計 353498 的中 � 63126（3番人気）
複勝票数 計 298643 的中 � 40584（3番人気）� 14503（5番人気）� 28121（4番人気）
馬連票数 計 483958 的中 �� 8452（10番人気）
馬単票数 計 286633 的中 �� 3100（19番人気）
ワイド票数 計 254616 的中 �� 6020（11番人気）�� 10909（6番人気）�� 6321（10番人気）
3連複票数 計 509195 的中 ��� 5882（18番人気）
3連単票数 計1222583 的中 ��� 2220（94番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．7―13．2―12．6―12．4―12．0―12．0―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．9―37．6―50．8―1：03．4―1：15．8―1：27．8―1：39．8―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒンドゥタイムズ 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 ディープインパクト 初出走

2016．4．4生 牡2鹿 母 マハーバーラタ 母母 マ ハ ー ブ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ピンクキャンディー号の騎手浜中俊は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・7番）

3401812月2日 晴 良 （30阪神5）第2日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時55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
1：23．0
1：23．0

重
重

59 ペプチドオリバー 牡2栗 55 武 豊沼川 一彦氏 武 英智 日高 木村牧場 466 ―1：27．2 12．4�
48 オースミムテキ 牡2黒鹿55 酒井 学�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 466 ―1：27．41 18．3�
816 グッドヴィジョン 牝2栗 54 田中 健 IHR 佐々木晶三 新ひだか 仲野牧場 500 ― 〃 アタマ 23．9�
35 メイショウハート 牡2鹿 55 川田 将雅松本 好�氏 中内田充正 新冠 タニグチ牧場 470 ―1：27．82� 3．0�
713 メイショウナリカク 牡2鹿 55 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 502 ―1：27．9� 6．3	
611 ペイシャジョーダン 牡2青鹿55 古川 吉洋北所 直人氏 坂口 正則 平取 二風谷ファーム 458 ―1：28．0� 85．1

12 スリーコーズライン 牡2鹿 55 浜中 俊永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470 ―1：28．32 52．1�
24 ニューウェーブ 牝2栗 54 小崎 綾也飯田 正剛氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 482 ―1：28．83 21．8�
510 ニホンピロファルコ 牡2栗 55 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 478 ― 〃 クビ 256．1
815 エ ル カ ー ノ 牡2鹿 55 松若 風馬 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 480 ―1：29．11� 288．6�
23 サスクェハンナ 牡2鹿 55 藤岡 康太吉田 和美氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 460 ―1：29．2� 30．9�
36 	 ヘビーアタック 牡2鹿 55 岩田 康誠岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 米 Pegasus

Stud LLC 494 ―1：29．3� 10．3�
47 メイショウタイガン 牡2鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 504 ―1：29．4クビ 33．7�
612 サトノアイビス 牝2黒鹿54 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 454 ― 〃 アタマ 3．7�
714 サダムシオイノモリ 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極大西 定氏 中尾 秀正 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 502 ―1：29．5� 223．1�

11 タマモパスクワ 牡2鹿 55
54 ☆川又 賢治タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 鹿嶋牧場 458 ―1：29．6� 108．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，322，600円 複勝： 38，489，100円 枠連： 18，008，800円
馬連： 58，897，000円 馬単： 25，927，200円 ワイド： 44，121，000円
3連複： 80，299，200円 3連単： 92，898，700円 計： 393，963，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 330円 � 460円 � 640円 枠 連（4－5） 6，040円

馬 連 �� 11，200円 馬 単 �� 18，800円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 3，730円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 48，170円 3 連 単 ��� 253，200円

票 数

単勝票数 計 353226 的中 � 24113（5番人気）
複勝票数 計 384891 的中 � 32952（4番人気）� 21568（6番人気）� 14983（9番人気）
枠連票数 計 180088 的中 （4－5） 2307（21番人気）
馬連票数 計 588970 的中 �� 4075（33番人気）
馬単票数 計 259272 的中 �� 1034（59番人気）
ワイド票数 計 441210 的中 �� 4390（28番人気）�� 3039（41番人気）�� 3374（37番人気）
3連複票数 計 802992 的中 ��� 1250（135番人気）
3連単票数 計 928987 的中 ��� 266（713番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．3―47．8―1：01．0―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドオリバー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

2016．5．11生 牡2栗 母 スターオブジュニパー 母母 Good Luck Charm 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 メイショウタイガン号は，枠入り不良。
〔制裁〕 グッドヴィジョン号の騎手田中健は，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。
※グッドヴィジョン号・サトノアイビス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3401912月2日 晴 良 （30阪神5）第2日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時25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

24 カズマペッピーノ 牡4黒鹿57 浜中 俊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 492－ 21：11．8 5．2�
35 タガノプレトリア 牡3鹿 56 岩田 康誠八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 41：11．9� 3．6�
36 	 メイショウアワジ 牡4鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 478＋101：12．0クビ 90．3�
23 ダブルスプリット 牡4栗 57 藤岡 康太�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B490± 0 〃 クビ 5．6�
816 スナークライデン 牡4芦 57 中井 裕二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 490± 01：12．1クビ 20．7�
815 リリーメーカー 牝4鹿 55 
島 良太阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 506± 01：12．84 25．7	
611� テ ン モ ー ス 牝4鹿 55 武 豊前田 幸治氏 飯田 祐史 米 Mark Gittins 460－ 6 〃 アタマ 4．4

48 	 ベ ー 牡3栗 56

55 ☆義 英真北山 敏�氏 田所 秀孝 浦河 ヒダカフアーム 494＋ 61：13．01� 120．7�
47 フィールブリーズ 牡5鹿 57 高倉 稜水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 土田農場 524± 0 〃 ハナ 32．1
510	 レジスタンス 4鹿 57 松若 風馬前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 41：13．1クビ 55．1�
59 メイショウカギロイ 牡3鹿 56 国分 恭介松本 好雄氏 中村 均 浦河 村下 明博 504＋ 8 〃 ハナ 11．2�
612 ジャックビーンズ 牡3栗 56 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム B470＋ 41：13．2� 365．5�
12 スズカアカデミー 牡4鹿 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 498＋ 61：13．3クビ 31．0�
11 エイシンムー 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 502－ 21：13．4� 12．5�
713	 ダイシンフォルテ 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 556± 01：13．5� 238．9�
714 セイウンデルレイ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 藤巻 則弘 506＋181：13．71� 44．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，306，200円 複勝： 48，626，200円 枠連： 20，882，500円
馬連： 73，834，500円 馬単： 30，534，000円 ワイド： 51，160，100円
3連複： 104，300，600円 3連単： 120，771，800円 計： 483，415，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 160円 � 1，330円 枠 連（2－3） 500円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 480円 �� 4，200円 �� 3，880円

3 連 複 ��� 18，360円 3 連 単 ��� 64，050円

票 数

単勝票数 計 333062 的中 � 50666（3番人気）
複勝票数 計 486262 的中 � 57329（4番人気）� 101453（1番人気）� 6823（13番人気）
枠連票数 計 208825 的中 （2－3） 32268（1番人気）
馬連票数 計 738345 的中 �� 54147（3番人気）
馬単票数 計 305340 的中 �� 10812（5番人気）
ワイド票数 計 511601 的中 �� 30474（3番人気）�� 2973（45番人気）�� 3224（42番人気）
3連複票数 計1043006 的中 ��� 4260（60番人気）
3連単票数 計1207718 的中 ��� 1367（198番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．0―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．2―47．2―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．6
3 ・（1，4）14（2，6，15）16（3，13）5（9，12）10（7，8，11） 4 4，1（6，14，15）2（3，13，16）5，9（10，12）8（7，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カズマペッピーノ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．8．6 小倉4着

2014．3．17生 牡4黒鹿 母 オーデコロン 母母 マ キ ー ナ 20戦3勝 賞金 34，390，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 1頭 ノボリレーヴ号
（非抽選馬） 2頭 エナジーピエトラ号・ライクアジャーニー号

3402012月2日 晴 良 （30阪神5）第2日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （芝・右・外）
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
1：44．5
1：43．9

良
良

45 トゥザフロンティア 牡3鹿 56
55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B502－ 81：46．7 2．0�

33 ナンヨープランタン 牡3黒鹿56 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 450－ 61：47．01� 7．0�
22 アウステルリッツ 牡4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486＋ 8 〃 クビ 5．4�
34 デクレアラー 牡3栗 56 松若 風馬�G1レーシング 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 41：47．21 20．5�
712 ハクサンフエロ 
3鹿 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 浦河 	川 啓一 454± 01：47．3� 10．5	
11 グ リ エ ル マ 牝3鹿 54 岩田 康誠小川眞査雄氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 450－ 2 〃 ハナ 6．0

711 サダムラピュタ 牡3黒鹿56 池添 謙一大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B478＋141：47．51� 49．4�
813 ショウナンサニー 牡4鹿 57 藤岡 康太国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 480＋161：47．71� 35．7�
610 ア ン セ ム 牡4鹿 57 川田 将雅ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋101：48．44 16．0
69 � ダイシンサクセス 
5黒鹿 57

54 ▲服部 寿希大八木信行氏 森 秀行 新ひだか 矢野牧場 492± 01：48．82 575．3�
58 ミヤラビランド 牝4鹿 55 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 458－ 21：49．12 245．1�
46 サトノマサムネ 
4鹿 57 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 安平 ノーザンファーム 464－ 21：49．63 405．8�
57 ロードスターダスト 牡3栗 56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 464＋ 61：49．7クビ 216．0�
814 プリンセスケイト 牝3黒鹿54 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528－ 21：50．01� 85．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 38，760，900円 複勝： 51，757，600円 枠連： 17，206，000円
馬連： 76，326，400円 馬単： 39，033，000円 ワイド： 49，337，900円
3連複： 101，691，600円 3連単： 149，893，200円 計： 524，006，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 200円 � 150円 枠 連（3－4） 720円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 350円 �� 260円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 4，480円

票 数

単勝票数 計 387609 的中 � 149928（1番人気）
複勝票数 計 517576 的中 � 161043（1番人気）� 49701（4番人気）� 77808（2番人気）
枠連票数 計 172060 的中 （3－4） 18332（3番人気）
馬連票数 計 763264 的中 �� 70230（3番人気）
馬単票数 計 390330 的中 �� 25198（3番人気）
ワイド票数 計 493379 的中 �� 35091（3番人気）�� 54147（1番人気）�� 20989（8番人気）
3連複票数 計1016916 的中 ��� 66974（2番人気）
3連単票数 計1498932 的中 ��� 24252（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．4―12．5―12．6―12．2―11．3―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．0―47．5―1：00．1―1：12．3―1：23．6―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥザフロンティア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．7．22 中京1着

2015．2．10生 牡3鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 7戦2勝 賞金 25，844，000円
〔制裁〕 アウステルリッツ号の騎手川又賢治は，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：1番）



3402112月2日 晴 良 （30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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．3

良
良

77 ジュランビル 牝2黒鹿54 松若 風馬村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 460－ 21：21．2 4．2�
11 ダノンジャスティス 牡2鹿 55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：21．3� 1．5�
44 エルモンストロ 牡2鹿 55 岩田 康誠�KTレーシング 中竹 和也 浦河 三嶋牧場 468－ 21：21．4� 8．0�
33 トオヤリトセイト 牡2青鹿55 武 豊村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 474－ 41：21．61	 6．8�
22 
 ピュアドリーマー 牝2栗 54 城戸 義政岡田 隆寛氏 高柳 大輔 浦河 市川牧場 452＋ 6 〃 クビ 87．7�
66 � ショウナンアリアナ 牝2鹿 54 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 412－101：22．02� 27．5	
88 � マイネルエイブ 牡2鹿 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 米 Robert B.
Trussell Jr. 480＋ 81：22．53 46．1


55 クロムウェル 牡2栗 55 荻野 極�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 412－ 81：22．6� 125．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 58，469，000円 複勝： 104，428，800円 枠連： 発売なし
馬連： 89，353，000円 馬単： 59，939，900円 ワイド： 43，817，900円
3連複： 90，119，700円 3連単： 305，757，100円 計： 751，885，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 130円 �� 250円 �� 180円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 2，360円

票 数

単勝票数 計 584690 的中 � 114520（2番人気）
複勝票数 計1044288 的中 � 118529（2番人気）� 757350（1番人気）� 64195（3番人気）
馬連票数 計 893530 的中 �� 233126（1番人気）
馬単票数 計 599399 的中 �� 52042（4番人気）
ワイド票数 計 438179 的中 �� 101067（1番人気）�� 35281（4番人気）�� 60528（2番人気）
3連複票数 計 901197 的中 ��� 160519（2番人気）
3連単票数 計3057571 的中 ��� 93860（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．9―46．5―58．3―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュランビル 
�
父 キンシャサノキセキ 

�
母父 Deputy Minister デビュー 2018．8．26 小倉1着

2016．3．17生 牝2黒鹿 母 ア リ ー 母母 Secret Partner 4戦2勝 賞金 28，556，000円

3402212月2日 晴 良 （30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；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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

79 キ ク ノ ル ア 牡4栗 57 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 510＋ 21：50．7 3．9�
811 スーパーライナー 牡5鹿 57 松若 風馬谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488－ 61：51．12� 34．4�
11 テイエムグッドマン 牡4鹿 57 酒井 学竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 498± 01：51．41	 7．9�
55 マイネルブロッケン 牡4青鹿57 川田 将雅 �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 B438＋ 41：51．5� 5．6�
33 テンザワールド 牡4栗 57 古川 吉洋天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 434－ 21：51．6� 3．1�
812 ナムラヘラクレス 牡4鹿 57 田中 健奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 482－ 21：52．13 8．0	
22 ロイヤルクルーズ 牝5黒鹿55 川又 賢治
ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 456－10 〃 ハナ 125．9�
56 カタヨクノテンシ 牡5鹿 57 中井 裕二
協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B486－ 2 〃 ハナ 152．4�
68 ゼンノワスレガタミ 牡4鹿 57 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 B470＋ 41：52．42 10．1
44 アロマティカス 牡4鹿 57 国分 優作山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B462＋ 21：53．03� 153．0�
710 ダイシンカローリ 牡3栗 56 岩田 康誠大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 514＋ 8 〃 クビ 23．9�
67 ジェネラルゴジップ 牡6青鹿57 池添 謙一 
社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 476＋ 21：53．32 16．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，357，400円 複勝： 71，903，200円 枠連： 28，372，300円
馬連： 149，194，300円 馬単： 62，749，300円 ワイド： 81，648，500円
3連複： 186，180，700円 3連単： 270，846，000円 計： 907，251，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 530円 � 230円 枠 連（7－8） 1，080円

馬 連 �� 6，460円 馬 単 �� 9，490円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 520円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 12，110円 3 連 単 ��� 60，680円

票 数

単勝票数 計 563574 的中 � 114397（2番人気）
複勝票数 計 719032 的中 � 114155（3番人気）� 28605（8番人気）� 85561（5番人気）
枠連票数 計 283723 的中 （7－8） 20268（6番人気）
馬連票数 計1491943 的中 �� 17885（24番人気）
馬単票数 計 627493 的中 �� 4958（37番人気）
ワイド票数 計 816485 的中 �� 10836（26番人気）�� 43632（6番人気）�� 9712（28番人気）
3連複票数 計1861807 的中 ��� 11527（46番人気）
3連単票数 計2708460 的中 ��� 3236（216番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．7―49．4―1：01．7―1：14．0―1：26．0―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
12，9（3，8）－（1，11）－5，2，6，7，4－10
12（3，9）8（1，11）－（2，5）（6，7）4，10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ク ノ ル ア �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2016．7．9 中京2着

2014．3．9生 牡4栗 母 ライトハートリー 母母 オレンジカラー 15戦4勝 賞金 63，495，000円

２レース目



3402312月2日 晴 良 （30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，29．12．2以降30．11．25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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

33 カフェブリッツ 牡5鹿 56 荻野 極西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 538＋121：45．8 20．2�
66 オブリゲーション 牡5鹿 54 浜中 俊�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 468－ 21：46．11� 23．7�
78 カリビアンゴールド 牝4黒鹿53 藤岡 康太ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 2 〃 アタマ 4．1�
55 スカーレットカラー 牝3鹿 53 酒井 学前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 81：46．2クビ 6．1�
22 マイネルネーベル 牡6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 464－ 41：46．3� 42．7	
77 ワンダーピルエット 牝5鹿 51 岩崎 翼山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 492－ 41：46．4	 105．7

810 ヤマニンエルフィン 牝7鹿 52 田中 健土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 514＋ 41：46．5	 7．6�
11 
 エアシーラン 牡6黒鹿50 川又 賢治村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 490＋ 4 〃 クビ 69．7�
44 クリノヤマトノオー 牡4鹿 56 武 豊栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 472－ 21：47．13	 1．7
89 
 エリモジパング 牡8青鹿52 加藤 祥太山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 460± 0 〃 クビ 219．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 76，003，400円 複勝： 99，531，300円 枠連： 28，362，700円 馬連： 172，219，900円 馬単： 103，157，500円
ワイド： 83，664，200円 3連複： 214，786，200円 3連単： 536，614，500円 5重勝： 598，634，800円 計： 1，912，974，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 690円 � 630円 � 260円 枠 連（3－6） 12，370円

馬 連 �� 13，850円 馬 単 �� 26，160円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 1，040円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 15，450円 3 連 単 ��� 161，960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����� 2，436，300円

票 数

単勝票数 計 760034 的中 � 30030（5番人気）
複勝票数 計 995313 的中 � 34594（6番人気）� 38960（5番人気）� 117596（2番人気）
枠連票数 計 283627 的中 （3－6） 1776（21番人気）
馬連票数 計1722199 的中 �� 9633（23番人気）
馬単票数 計1031575 的中 �� 2957（43番人気）
ワイド票数 計 836642 的中 �� 6504（24番人気）�� 21036（11番人気）�� 21942（10番人気）
3連複票数 計2147862 的中 ��� 10420（36番人気）
3連単票数 計5366145 的中 ��� 2402（237番人気）
5重勝票数 計5986348 的中 ����� 172

ハロンタイム 12．4―11．2―12．1―12．4―12．2―11．7―10．7―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．7―48．1―1：00．3―1：12．0―1：22．7―1：34．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェブリッツ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2016．3．19 阪神6着

2013．5．24生 牡5鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 20戦5勝 賞金 79，021，000円

3402412月2日 晴 良 （30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

12 ミトノレインボー 牝3鹿 54 武 豊ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新ひだか 木村 秀則 470－ 21：08．8 5．0�
611 ピースマインド 牡5鹿 57 岩田 康誠小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 448－ 4 〃 ハナ 12．4�
816 ト ン ボ イ 牝3栗 54 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 428± 0 〃 クビ 7．1�
36 メイショウシャチ 牡5鹿 57 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 472± 01：08．9クビ 38．4�
23 ブレッシングテレサ 牝5青鹿55 藤岡 康太 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 486－ 61：09．11 5．4�
815 メジャーレート 牡3栗 56 川田 将雅 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B434－ 4 〃 ハナ 4．2	
48 ウ ィ ズ 牡3鹿 56 浜中 俊 
カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 478－ 6 〃 ハナ 6．9�
47 マ リ エ ラ 牡5鹿 57

56 ☆川又 賢治栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 536＋16 〃 ハナ 19．0�
35 ダイシンバルカン 牡6鹿 57 国分 恭介大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋121：09．31	 21．7
11 アドマイヤスカイ 牡6青鹿 57

56 ☆荻野 極近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 440－12 〃 クビ 78．9�
612
 シゲルノマオイ 牡6栗 57 古川 吉洋森中 蕃氏 武 英智 浦河 中村 雅明 492＋ 21：09．4� 52．0�
510� スペードクイーン 牝5栗 55 小崎 綾也吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 466－ 2 〃 クビ 24．5�
24 ウインハートビート 牡5栗 57 池添 謙一
ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 492＋101：09．61	 93．6�
714 イノバティブ 牡4鹿 57 松若 風馬畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 454－101：09．7 20．8�
713� レヴァンテライオン �4黒鹿57 国分 優作ライオンレースホース
 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

B480± 0 〃 ハナ 188．1�
59 シルヴァーコード 牝6芦 55

54 ☆加藤 祥太田上 雅春氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 21：09．9� 142．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 68，759，100円 複勝： 91，160，700円 枠連： 50，693，900円
馬連： 193，059，300円 馬単： 71，566，000円 ワイド： 112，792，000円
3連複： 292，217，000円 3連単： 382，872，300円 計： 1，263，120，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 340円 � 230円 枠 連（1－6） 3，040円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 910円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 47，800円

票 数

単勝票数 計 687591 的中 � 108728（2番人気）
複勝票数 計 911607 的中 � 129130（2番人気）� 61145（6番人気）� 104762（4番人気）
枠連票数 計 506939 的中 （1－6） 12922（13番人気）
馬連票数 計1930593 的中 �� 42708（12番人気）
馬単票数 計 715660 的中 �� 8690（22番人気）
ワイド票数 計1127920 的中 �� 24299（12番人気）�� 32674（9番人気）�� 15934（17番人気）
3連複票数 計2922170 的中 ��� 24536（22番人気）
3連単票数 計3828723 的中 ��� 5807（119番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．2―11．3―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．2―45．5―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミトノレインボー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．14 京都2着

2015．2．4生 牝3鹿 母 ラズベリータイム 母母 レディストロベリー 12戦3勝 賞金 39，618，000円
〔制裁〕 ダイシンバルカン号の騎手国分恭介は，4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：15番）

ブレッシングテレサ号の騎手藤岡康太は，後検量について注意義務を怠り過怠金100，000円。

５レース目



（30阪神5）第2日 12月2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 147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

201，000，000円
2，590，000円
21，250，000円
1，020，000円
22，170，000円
62，634，000円
4，462，200円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
512，818，600円
749，207，100円
202，407，900円
1，040，811，600円
535，807，500円
623，838，000円
1，373，053，900円
2，419，365，300円
598，634，800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 8，055，944，700円

総入場人員 31，601名 （有料入場人員 30，171名）
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