
3400111月30日 晴 良 （1阪神5） 第1日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；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

22 サウンドワイズ 牝2鹿 54 武 豊増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 山岡牧場 474－ 21：13．8 2．3�
811 シーハーハー 牝2黒鹿 54

52 △岩田 望来長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 468± 01：13．9� 3．9�
11 ハイスピードカム 牝2黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 486± 01：14．0� 9．0�
33 プレパレンセ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 440－ 21：14．32 31．2�
44 ビ ア イ 牝2青鹿54 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B486＋ 41：14．51� 13．9�
56 ゴーゴーレイワ 牝2黒鹿54 幸 英明上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B462＋ 21：14．6� 8．0	
67 シゲルハクチョウザ 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 森永 聡 446＋ 61：14．81� 15．4

55 ブレイヴガール 牝2黒鹿54 国分 恭介西森 功氏 吉田 直弘 新冠 隆栄牧場 436－ 21：15．01� 214．6�
68 ミヤコシスター 牝2鹿 54 岩田 康誠若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 480＋141：15．1クビ 12．4�
79 ウンダモシタン 牝2黒鹿54 古川 吉洋小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 456－ 61：15．2� 154．5
710 ダブルスカーレット 牝2鹿 54 竹之下智昭 �ニッシンホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋121：16．37 249．3�
812 ラブミーアーサー 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 元道牧場 450＋ 21：21．9大差 300．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，791，300円 複勝： 42，963，900円 枠連： 7，730，900円
馬連： 41，390，900円 馬単： 22，690，700円 ワイド： 33，371，800円
3連複： 63，013，700円 3連単： 83，843，200円 計： 320，796，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（2－8） 370円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 180円 �� 380円 �� 460円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 257913 的中 � 93158（1番人気）
複勝票数 計 429639 的中 � 143595（1番人気）� 104727（2番人気）� 42819（4番人気）
枠連票数 計 77309 的中 （2－8） 16083（1番人気）
馬連票数 計 413909 的中 �� 77101（1番人気）
馬単票数 計 226907 的中 �� 25527（1番人気）
ワイド票数 計 333718 的中 �� 58958（1番人気）�� 20296（4番人気）�� 15837（5番人気）
3連複票数 計 630137 的中 ��� 47830（2番人気）
3連単票数 計 838432 的中 ��� 18877（4番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．1―12．1―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．6―47．7―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドワイズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2019．10．14 京都15着

2017．2．14生 牝2鹿 母 ワイズドリーム 母母 Shappy 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブミーアーサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月31日まで平地競

走に出走できない。

3400211月30日 晴 良 （1阪神5） 第1日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

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

710 シゲルカセイ 牡2栗 55
52 ▲団野 大成森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 61：27．3 2．1�
69 ガストロノミスト 牡2黒鹿55 R．ムーア �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 488＋ 21：27．4� 3．1�

（英）

68 ヴ ィ サ ル ガ 牡2黒鹿55 幸 英明吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 490＋ 61：27．5クビ 15．9�
22 デジタルプレイヤー 牡2鹿 55 太宰 啓介寺田千代乃氏 武 英智 日高 下河辺牧場 448－ 41：27．71� 26．5�
57 ケイマジェスティ 牡2鹿 55 国分 恭介武田 敏也氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 ハナ 88．4�
813 スノーテーラー 牝2芦 54 柴田 未崎中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 クラウン日高牧場 442－ 41：28．12� 6．6	
812 イトシキオモイ 牝2鹿 54

52 △岩田 望来岡 浩二氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436＋101：28．2� 27．5


11 ヴ ィ ネ ッ ト 牝2鹿 54 和田 竜二水上ふじ子氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 470－ 41：28．3クビ 14．2�
711 バッファローボム 牡2栗 55 松山 弘平 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 526－ 21：28．4� 231．2�
45 バトルレイカ 牝2鹿 54 城戸 義政宮川 秋信氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 472＋ 21：28．82� 91．9
44 ゼンダンイワミ 牡2黒鹿55 小牧 太渡邊 善男氏 飯田 雄三 安平 �橋本牧場 500＋101：28．9クビ 104．7�
33 ジューンアクア 牝2芦 54 古川 吉洋吉川 潤氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 468－ 41：29．75 115．2�
56 アスピラシオン 牝2芦 54

51 ▲服部 寿希髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 大江牧場 362＋ 21：30．44 605．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，454，100円 複勝： 58，088，100円 枠連： 8，032，700円
馬連： 39，162，500円 馬単： 22，384，300円 ワイド： 32，032，400円
3連複： 59，426，100円 3連単： 84，656，200円 計： 328，236，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 240円 枠 連（6－7） 240円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 180円 �� 430円 �� 610円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 244541 的中 � 96817（1番人気）
複勝票数 計 580881 的中 � 385037（1番人気）� 57511（2番人気）� 19720（5番人気）
枠連票数 計 80327 的中 （6－7） 24917（1番人気）
馬連票数 計 391625 的中 �� 106907（1番人気）
馬単票数 計 223843 的中 �� 31906（1番人気）
ワイド票数 計 320324 的中 �� 57548（1番人気）�� 16907（4番人気）�� 11245（8番人気）
3連複票数 計 594261 的中 ��� 52822（2番人気）
3連単票数 計 846562 的中 ��� 20399（5番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．7―12．1―12．2―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―36．4―48．5―1：00．7―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルカセイ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．6 中京2着

2017．4．15生 牡2栗 母 グランオマージュ 母母 ジョリーザザ 8戦1勝 賞金 14，350，000円
〔制裁〕 シゲルカセイ号の騎手団野大成は，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30，000円。（被害馬：9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。

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１日



3400311月30日 曇 良 （1阪神5） 第1日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

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

55 ロンドンデリーエア 牡2栗 55 武 豊 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 464± 01：55．3 5．6�
810 クリノヴジュアル 牡2栗 55

53 △岩田 望来栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 476＋ 21：55．51� 8．9�

78 キッズアガチャー 牡2鹿 55 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 526－ 4 〃 アタマ 5．2�

44 エヴィーヴァ 牝2栗 54 C．ルメール �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 4 〃 クビ 2．0	
66 ウォータージョイ 牡2鹿 55 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 464＋ 21：56．03 237．4

11 ニホンピロストーム 牡2鹿 55 岩田 康誠小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 528± 01：56．1クビ 59．7�
89 マジックウォリアー 牡2鹿 55 和田 竜二吉田 晴哉氏 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 526± 01：56．42 5．6�
77 ブルベアカイリ 牡2栗 55 国分 恭介 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 浦河 斉藤英牧場 486－ 21：56．5� 110．8
22 デルマトルマリン 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 464± 01：57．56 112．7�
33 ジョウショーカード 牡2芦 55 小牧 太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 450＋ 21：58．56 362．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，573，100円 複勝： 41，837，700円 枠連： 7，522，200円
馬連： 36，265，300円 馬単： 23，626，900円 ワイド： 28，796，000円
3連複： 50，589，100円 3連単： 93，698，700円 計： 312，909，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 240円 � 220円 枠 連（5－8） 830円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 490円 �� 520円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 15，570円

票 数

単勝票数 計 305731 的中 � 45320（4番人気）
複勝票数 計 418377 的中 � 54343（3番人気）� 44744（5番人気）� 50389（4番人気）
枠連票数 計 75222 的中 （5－8） 6941（5番人気）
馬連票数 計 362653 的中 �� 15629（9番人気）
馬単票数 計 236269 的中 �� 5600（15番人気）
ワイド票数 計 287960 的中 �� 14964（8番人気）�� 14163（10番人気）�� 14867（9番人気）
3連複票数 計 505891 的中 ��� 13478（10番人気）
3連単票数 計 936987 的中 ��� 4361（58番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．8―13．0―13．2―12．9―12．3―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―38．4―51．4―1：04．6―1：17．5―1：29．8―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロンドンデリーエア �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．10．20 京都11着

2017．3．10生 牡2栗 母 オメガグレイス 母母 エリンバード 3戦1勝 賞金 7，000，000円

3400411月30日 曇 良 （1阪神5） 第1日 第4競走 ��1，400�2歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

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
1：20．8
1：20．3

良
良

712 メイショウチタン 牡2黒鹿55 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 466－ 41：20．5レコード 6．3�
59 ロ ジ ー ナ 牝2黒鹿 54

51 ▲団野 大成 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 450＋ 21：21．13� 30．8�
23 エスシーミホーク 牡2鹿 55 国分 恭介工藤 圭司氏 西橋 豊治 日高 三宅 正弘 478＋ 21：21．31 86．0�
814 ファイヤーテーラー 牝2栗 54 武 豊中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 478± 01：21．51� 1．3�
35 ゴープラチナム 牝2芦 54 C．ルメール 前田 剛氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 444－ 41：21．6� 11．1�
11 レイゲツニヤワラグ 牝2鹿 54 高倉 稜内田 玄祥氏 牧田 和弥 新ひだか 藤原牧場 420－16 〃 クビ 376．2	
611 ソウルユニバンス 牡2黒鹿55 和田 竜二亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：21．7クビ 8．9

58 ト ネ ー ル 牝2鹿 54 小牧 太�桑田牧場 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 422－101：22．01� 440．0�
46 ス テ ラ ー タ 牝2栗 54 北村 宏司小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 476＋10 〃 クビ 47．4
47 テ ゴ ナ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �Gリビエール・

レーシング 西浦 勝一 浦河 富田牧場 498－121：22．1� 83．5�
22 テ レ ー ザ 牝2青鹿 54

51 ▲三津谷隼人門野 重雄氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：22．31� 256．8�
610 リ ノ キ ア ナ 牝2鹿 54 幸 英明松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 442± 0 〃 クビ 57．2�
713 メイショウセイフウ 牝2鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 安達 昭夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 2 〃 アタマ 42．5�
815 グッドステージ 牡2鹿 55 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 504＋ 21：22．4� 109．3�
34 ショウナンワンガン 牡2鹿 55

53 △岩田 望来国本 哲秀氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 464－ 41：22．5� 119．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 47，328，500円 複勝： 139，152，600円 枠連： 12，187，400円
馬連： 46，096，600円 馬単： 35，728，300円 ワイド： 43，503，300円
3連複： 70，114，300円 3連単： 130，720，100円 計： 524，831，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 620円 � 1，630円 � 3，700円 枠 連（5－7） 6，200円

馬 連 �� 6，200円 馬 単 �� 11，010円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 2，110円 �� 5，720円

3 連 複 ��� 69，830円 3 連 単 ��� 287，180円

票 数

単勝票数 計 473285 的中 � 62367（2番人気）
複勝票数 計1391526 的中 � 63134（3番人気）� 22175（5番人気）� 9539（9番人気）
枠連票数 計 121874 的中 （5－7） 1521（11番人気）
馬連票数 計 460966 的中 �� 5759（15番人気）
馬単票数 計 357283 的中 �� 2432（24番人気）
ワイド票数 計 435033 的中 �� 7389（13番人気）�� 5319（20番人気）�� 1923（40番人気）
3連複票数 計 701143 的中 ��� 753（102番人気）
3連単票数 計1307201 的中 ��� 330（405番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―11．4―11．3―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―34．0―45．4―56．7―1：08．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウチタン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．6．29 函館5着

2017．3．12生 牡2黒鹿 母 ラルティスタ 母母 セクシーココナッツ 5戦1勝 賞金 7，750，000円



3400511月30日 曇 良 （1阪神5） 第1日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右・外）

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

57 ストーンリッジ 牡2鹿 55 L．デットーリ 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 454 ―1：36．8 2．8�
（英）

56 スリーコーズクライ 牡2栗 55 武 豊永井商事� 吉村 圭司 浦河 村中牧場 442 ―1：36．9� 46．3�
22 ヒメノカリス 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 434 ―1：37．32� 1．8�
45 ロ ル ベ ー ア 牡2鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 462 ―1：37．51� 20．2�
11 カレンブラッキーナ 牝2青鹿54 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456 ―1：37．71� 59．7	
710 マイネルアレマン 牡2鹿 55 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 日高 新井 昭二 432 ―1：38．01� 311．9

69 トーホウゴールデン 牡2栗 55 R．ムーア 東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 436 ― 〃 クビ 18．7�

（英）

33 エイシンアヴァロン 牡2鹿 55 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 494 ―1：38．21� 10．3�
813 ダコタブラックヒル 牡2鹿 55 C．ルメール K.C．タン氏 長谷川浩大 新ひだか 村上牧場 480 ―1：38．3� 35．2
68 アイワナトラスト 牡2黒鹿55 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512 ―1：38．4� 47．8�
711 タガノジャック 牡2黒鹿55 幸 英明八木 昌司氏 岡田 稲男 新ひだか 田中 裕之 480 ―1：38．61� 247．5�
812 ノ イ ノ コ 牡2黒鹿55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 402 ―1：39．02� 485．4�
44 メイショウクレディ 牡2鹿 55 松山 弘平松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 本巣 敦 476 ―1：41．3大差 263．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，294，200円 複勝： 79，245，000円 枠連： 10，680，000円
馬連： 53，849，200円 馬単： 33，955，800円 ワイド： 35，841，400円
3連複： 70，927，100円 3連単： 116，601，600円 計： 446，394，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 400円 � 110円 枠 連（5－5） 3，950円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 6，090円

ワ イ ド �� 960円 �� 140円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 12，380円

票 数

単勝票数 計 452942 的中 � 132040（2番人気）
複勝票数 計 792450 的中 � 135186（2番人気）� 13363（7番人気）� 480515（1番人気）
枠連票数 計 106800 的中 （5－5） 2092（10番人気）
馬連票数 計 538492 的中 �� 10413（10番人気）
馬単票数 計 339558 的中 �� 4181（17番人気）
ワイド票数 計 358414 的中 �� 7070（13番人気）�� 100315（1番人気）�� 7761（11番人気）
3連複票数 計 709271 的中 ��� 35531（5番人気）
3連単票数 計1166016 的中 ��� 6824（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．4―25．5―38．2―50．9―1：03．6―1：14．8―1：25．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．2
3 6，7，2（10，8）（5，3，11）（1，9，13，12）4 4 6（2，7，8，11）（5，10，3，13，12）1，4，9

勝馬の
紹 介

ストーンリッジ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2017．2．17生 牡2鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ダコタブラックヒル号の騎手C．ルメールは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：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。

3400611月30日 曇 良 （1阪神5） 第1日 第6競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時55分 （ダート・右）

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

33 フ ェ ル カ ド 牡2青鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 角田 晃一 千歳 社台ファーム 476 ―1：58．6 3．6�
88 エムテイフラッシュ 牡2青鹿55 幸 英明谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 478 ―1：58．81� 41．7�
22 グレアミラージュ 牡2鹿 55 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 456 ― 〃 クビ 15．9�
77 ベルウッドヤワラ 牡2栗 55 和田 竜二鈴木 照雄氏 杉山 晴紀 浦河 市川フアーム 494 ― 〃 アタマ 7．6�
55 サンラディウス 牡2栗 55 R．ムーア �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 476 ―1：58．9� 4．9	

（英）

44 テイエムミラージュ 牝2鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 468 ―1：59．0クビ 2．8

66 シ ャ ム エ ル 牡2黒鹿55 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 浦河 荻伏三好フ

アーム 498 ―1：59．31� 7．0�
11 ガ マ ン 牡2黒鹿55 太宰 啓介杉澤 光雄氏 本田 優 新ひだか 前谷 武志 464 ―2：00．47 76．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 35，810，800円 複勝： 31，973，900円 枠連： 発売なし
馬連： 43，775，400円 馬単： 23，651，600円 ワイド： 28，908，300円
3連複： 46，943，800円 3連単： 95，542，200円 計： 306，606，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 940円 � 370円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，480円 馬 単 �� 9，390円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 730円 �� 3，350円

3 連 複 ��� 14，030円 3 連 単 ��� 92，350円

票 数

単勝票数 計 358108 的中 � 82632（2番人気）
複勝票数 計 319739 的中 � 62562（2番人気）� 7052（7番人気）� 20944（6番人気）
馬連票数 計 437754 的中 �� 5231（16番人気）
馬単票数 計 236516 的中 �� 1889（32番人気）
ワイド票数 計 289083 的中 �� 3661（17番人気）�� 10644（12番人気）�� 2152（21番人気）
3連複票数 計 469438 的中 ��� 2508（37番人気）
3連単票数 計 955422 的中 ��� 750（192番人気）

ハロンタイム 13．5―12．0―14．0―13．4―13．5―13．1―12．9―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．5―39．5―52．9―1：06．4―1：19．5―1：32．4―1：45．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．1
1
3
・（2，3）7（4，5）－8，6，1・（2，3）7（4，5）（8，6）1

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

勝馬の
紹 介

フ ェ ル カ ド 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 アグネスワールド 初出走

2017．3．9生 牡2青鹿 母 リトルディッパー 母母 マンデーデライト 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。



3400711月30日 晴 良 （1阪神5） 第1日 第7競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走13時25分 （芝・右）
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
1：59．5

良
良

33 ハギノエスペラント 牡2青鹿55 C．ルメール 日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 472＋ 42：00．4レコード 5．4�
56 ホウオウエクレール 牡2鹿 55 幸 英明小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 22：00．5� 13．2�
55 ア ル セ ス ト 牡2黒鹿55 R．ムーア �シルクレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 62：00．71� 21．3�
（英）

812 ヴ ァ ル コ ス 牡2鹿 55 C．スミヨン 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋222：00．91� 4．8�
（仏）

79 	 アイロンワークス 牡2鹿 55 北村 宏司ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-
ley Stud 476－ 62：01．22 82．2�

22 ムーンベイビー 牡2鹿 55
53 △岩田 望来福本 純氏 池添 兼雄 新冠 三村 卓也 452－ 62：01．3
 52．4	

67 オメガエリタージュ 牡2青鹿55 L．デットーリ原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 448＋ 62：01．4
 1．9

（英）

11 ハッピールーラ 牡2鹿 55 松山 弘平会田 裕一氏 長谷川浩大 新ひだか 三木田牧場 448± 02：01．61� 56．4�
44 ネモフィラブルー 牡2栗 55 岩田 康誠青芝商事� 矢作 芳人 新ひだか 前谷 武志 444＋142：03．19 151．0
710 スリーグルーヴ 牡2鹿 55 和田 竜二永井商事� 橋田 満 浦河 辻 牧場 486－ 22：03．2
 137．1�
811 ノーセキュリティ 牡2鹿 55 古川 吉洋竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 506－ 22：03．83� 11．9�
68 マイネルアルファー 牡2青鹿55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 82：04．86 59．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 44，619，300円 複勝： 51，121，800円 枠連： 12，140，200円
馬連： 55，654，400円 馬単： 33，041，000円 ワイド： 44，983，800円
3連複： 79，001，000円 3連単： 120，092，600円 計： 440，654，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 400円 � 390円 枠 連（3－5） 1，620円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 730円 �� 880円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 10，520円 3 連 単 ��� 43，880円

票 数

単勝票数 計 446193 的中 � 69886（3番人気）
複勝票数 計 511218 的中 � 77195（2番人気）� 30888（6番人気）� 31905（5番人気）
枠連票数 計 121402 的中 （3－5） 5774（6番人気）
馬連票数 計 556544 的中 �� 19813（9番人気）
馬単票数 計 330410 的中 �� 6624（12番人気）
ワイド票数 計 449838 的中 �� 16362（9番人気）�� 13376（10番人気）�� 4080（24番人気）
3連複票数 計 790010 的中 ��� 5628（31番人気）
3連単票数 計1200926 的中 ��� 1984（120番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．4―12．6―12．2―11．7―11．6―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．4―47．8―1：00．4―1：12．6―1：24．3―1：35．9―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノエスペラント �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．23 阪神3着

2017．2．25生 牡2青鹿 母 ハギノクィーン 母母 エリモセレブ 4戦1勝 賞金 8，850，000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。

3400811月30日 晴 良 （1阪神5） 第1日 第8競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）（1000万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

712 スマートフルーレ 牝3黒鹿53 武 豊大川 徹氏 南井 克巳 浦河 高松牧場 506－ 61：53．3 2．4�
34 � スエルテミノル 牝5鹿 55 藤岡 康太吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム 466－ 21：53．51� 21．3�
33 エイシンムジカ 牝5栗 55

53 △岩田 望来平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 492＋101：53．6� 17．2�
46 ワタシノロザリオ 牝5青鹿55 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 452＋ 61：53．7� 132．3�
58 ス ペ ク タ ー 牝5鹿 55 C．ルメール 川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 510＋ 41：53．8クビ 13．6�
45 ワンダーエカルテ 牝3芦 53 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 506＋ 41：53．9� 50．4	
813 シンコーメグチャン 牝4鹿 55 国分 恭介豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 488＋ 41：54．0� 36．0

814� フ ワ ト ロ 牝4鹿 55 和田 竜二佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 486＋ 81：54．1クビ 32．2�
610 アドマイヤビーナス 牝3栗 53 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：54．52� 2．2�
711 ファステンバーグ 牝4青鹿 55

52 ▲団野 大成上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 460± 01：54．6� 117．8
57 ナ ム ラ キ ヌ 牝4鹿 55 松山 弘平奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 466＋ 21：54．7クビ 31．8�
22 パ レ ニ ア 牝3鹿 53

50 ▲服部 寿希今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 500＋ 61：55．23 15．5�
69 アオイテソーロ 牝5黒鹿55 幸 英明了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 ハナ 71．3�
11 インバウンド 牝3鹿 53 中谷 雄太保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：03．3大差 61．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，513，100円 複勝： 66，158，200円 枠連： 18，636，800円
馬連： 84，907，500円 馬単： 41，636，400円 ワイド： 62，052，700円
3連複： 120，271，900円 3連単： 165，173，400円 計： 599，350，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 530円 � 340円 枠 連（3－7） 1，110円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 530円 �� 4，370円

3 連 複 ��� 12，780円 3 連 単 ��� 44，300円

票 数

単勝票数 計 405131 的中 � 131198（2番人気）
複勝票数 計 661582 的中 � 183755（2番人気）� 24370（6番人気）� 41419（3番人気）
枠連票数 計 186368 的中 （3－7） 12973（2番人気）
馬連票数 計 849075 的中 �� 21298（8番人気）
馬単票数 計 416364 的中 �� 5857（14番人気）
ワイド票数 計 620527 的中 �� 15519（8番人気）�� 32120（2番人気）�� 3427（39番人気）
3連複票数 計1202719 的中 ��� 7054（36番人気）
3連単票数 計1651734 的中 ��� 2703（113番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．9―12．7―12．6―12．7―12．9―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．6―49．3―1：01．9―1：14．6―1：27．5―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートフルーレ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Shamardal デビュー 2018．12．28 阪神4着

2016．4．17生 牝3黒鹿 母 ベルエアメイダン 母母 Bella Vitessa 10戦3勝 賞金 38，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インバウンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月31日まで平地競走

に出走できない。



3400911月30日 晴 良 （1阪神5） 第1日 第9競走 ��
��1，800�

ふ た た び さ ん

再 度 山 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

11 ブ ラ ヴ ァ ス 牡3鹿 55 C．スミヨン 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：47．9 2．4�
（仏）

55 ドラグーンシチー 牡4鹿 57 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 500＋ 8 〃 クビ 24．0�
77 ダンスディライト 牡3黒鹿55 L．デットーリ �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 484－ 8 〃 アタマ 2．4�

（英）

88 デルニエオール 牝4栗 55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 416－ 41：48．21� 100．8�

66 ウルクラフト 牝3黒鹿53 松山 弘平 �サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420＋ 61：48．3クビ 18．6	

33 アドマイヤジョラス 牡5黒鹿57 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：48．51	 6．1

22 ミヤビパーフェクト 
3鹿 55 R．ムーア 村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 470＋101：49．03 6．6�

（英）

44 トーラスジェミニ 牡3鹿 55 岩田 康誠柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 494＋22 〃 クビ 43．4�
（8頭）

売 得 金
単勝： 49，212，600円 複勝： 51，952，400円 枠連： 発売なし
馬連： 79，988，200円 馬単： 41，855，800円 ワイド： 42，419，500円
3連複： 86，694，500円 3連単： 199，870，200円 計： 551，993，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 290円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 550円 �� 150円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 10，200円

票 数

単勝票数 計 492126 的中 � 158055（2番人気）
複勝票数 計 519524 的中 � 176746（1番人気）� 22792（6番人気）� 134132（2番人気）
馬連票数 計 799882 的中 �� 29211（8番人気）
馬単票数 計 418558 的中 �� 11209（12番人気）
ワイド票数 計 424195 的中 �� 16363（7番人気）�� 94851（1番人気）�� 11876（10番人気）
3連複票数 計 866945 的中 ��� 40657（5番人気）
3連単票数 計1998702 的中 ��� 14198（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．7―49．4―1：02．2―1：14．6―1：25．3―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ラ ヴ ァ ス 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．7．8 中京3着

2016．1．22生 牡3鹿 母 ヴィルシーナ 母母 ハルーワスウィート 8戦3勝 賞金 41，932，000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。

3401011月30日 晴 良 （1阪神5） 第1日 第10競走 ��
��1，400�

み か げ

御影ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

12 クリノケンリュウ 牡5栗 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 510＋ 21：23．8 40．1�
612 エルプシャフト 牡6青鹿57 岩田 望来 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464＋14 〃 アタマ 44．0�
611� ジャスパープリンス 牡4鹿 57 松山 弘平加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

490＋ 21：24．01	 38．3�
510 キラービューティ 牝5栗 55 C．スミヨン �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：24．1クビ 14．2�

（仏）

815
 ワンダーアマービレ 牝5鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 466± 0 〃 クビ 16．9�
816� アメリカンファクト 牡4栗 57 L．デットーリ吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B504－ 4 〃 ハナ 2．7	

（英）

47 ハルクンノテソーロ 牡5黒鹿57 C．ルメール 了德寺健二ホール
ディングス
 高木 登 新冠 長浜牧場 476－ 41：24．41� 7．1�

713 ク ラ イ シ ス 牡6鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490－ 2 〃 ハナ 6．4�

35 
 タガノジーニアス 牡6鹿 57 団野 大成八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B512＋ 61：24．5クビ 7．7

11 バーニングペスカ 牡4鹿 57 藤岡 康太山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 484＋ 21：24．71 16．0�
59 デピュティプライム 6栗 57 岩田 康誠丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 クビ 15．1�
24 スズカフェスタ 牡4栗 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 512＋ 41：24．91	 33．1�
714 セパヌイール 牝4栗 55 北村 宏司レキップモンターニュ 吉村 圭司 新ひだか 藤巻 則弘 464＋ 81：25．11	 273．1�
36 シンゼンドリーム 牡6黒鹿57 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 486＋10 〃 クビ 320．9�
48 メイショウラケーテ 牡5黒鹿57 幸 英明松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 B464－ 21：25．84 24．8�
23 カ タ ナ 牡4鹿 57 武 豊椎名 節氏 上原 博之 新冠 松浦牧場 502± 01：26．97 17．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，787，000円 複勝： 77，657，400円 枠連： 33，908，200円
馬連： 131，838，100円 馬単： 49，267，100円 ワイド： 88，251，500円
3連複： 187，607，300円 3連単： 207，873，700円 計： 825，190，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，010円 複 勝 � 1，080円 � 1，380円 � 1，380円 枠 連（1－6） 10，950円

馬 連 �� 73，870円 馬 単 �� 147，210円

ワ イ ド �� 15，830円 �� 19，030円 �� 17，780円

3 連 複 ��� 736，670円 3 連 単 ��� 6，279，510円

票 数

単勝票数 計 487870 的中 � 9729（13番人気）
複勝票数 計 776574 的中 � 19352（11番人気）� 14894（13番人気）� 14810（14番人気）
枠連票数 計 339082 的中 （1－6） 2398（31番人気）
馬連票数 計1318381 的中 �� 1383（94番人気）
馬単票数 計 492671 的中 �� 251（189番人気）
ワイド票数 計 882515 的中 �� 1440（89番人気）�� 1197（93番人気）�� 1282（91番人気）
3連複票数 計1876073 的中 ��� 191（465番人気）
3連単票数 計2078737 的中 ��� 24（2962番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―12．2―12．4―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．9―46．1―58．5―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノケンリュウ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．12．11 阪神5着

2014．4．11生 牡5栗 母 オサマジョール 母母 スプリングバンブー 18戦4勝 賞金 58，407，000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） 4頭 エテルニテ号・スズカフリオーソ号・バティスティーニ号・メイショウヤクシマ号
※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。



3401111月30日 晴 良 （1阪神5） 第1日 第11競走 ��
��2，000�第70回チャレンジカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，30．12．1以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，30．11．30以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2
歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

44 ロードマイウェイ 牡3鹿 54 C．ルメール �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 474＋ 61：59．1 4．7�
67 ト リ オ ン フ �5黒鹿56 岩田 康誠�桑田牧場 須貝 尚介 洞	湖 レイクヴィラファーム 550＋18 〃 アタマ 19．9�
11 ブレステイキング 牡4鹿 56 R．ムーア �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480－ 41：59．2
 7．2�

（英）

68 � ハッピーグリン 牡4栗 56 武 豊会田 裕一氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 458－ 41：59．3
 54．4�
812 ゴーフォザサミット 牡4黒鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 500－ 2 〃 アタマ 37．9	
55 ブラックスピネル 牡6黒鹿56 C．スミヨン �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：59．4
 9．7


（仏）

56 ケイアイノーテック 牡4鹿 57 幸 英明亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 474＋ 6 〃 クビ 11．7�
710 ノーブルマーズ 牡6栗 56 川田 将雅吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 500＋ 61：59．5
 15．0�
22 ギ ベ オ ン 牡4鹿 56 L．デットーリ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508＋ 2 〃 ハナ 2．7

（英）

79 ステイフーリッシュ 牡4鹿 56 中谷 雄太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 460＋141：59．71
 7．3�
33 ベステンダンク 牡7栗 56 和田 竜二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 518＋ 61：59．8クビ 89．5�
811 テリトーリアル 牡5栗 56 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 42：00．22
 24．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 163，911，900円 複勝： 248，265，700円 枠連： 60，278，000円
馬連： 444，558，600円 馬単： 162，019，500円 ワイド： 295，279，900円
3連複： 719，024，800円 3連単： 922，388，600円 計： 3，015，727，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 580円 � 220円 枠 連（4－6） 3，750円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 630円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 8，830円 3 連 単 ��� 43，330円

票 数

単勝票数 計1639119 的中 � 275677（2番人気）
複勝票数 計2482657 的中 � 344720（2番人気）� 91788（9番人気）� 312874（4番人気）
枠連票数 計 602780 的中 （4－6） 12428（18番人気）
馬連票数 計4445586 的中 �� 71083（18番人気）
馬単票数 計1620195 的中 �� 16174（30番人気）
ワイド票数 計2952799 的中 �� 42953（22番人気）�� 126557（5番人気）�� 33104（29番人気）
3連複票数 計7190248 的中 ��� 61045（34番人気）
3連単票数 計9223886 的中 ��� 15433（149番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―13．0―12．6―11．8―11．9―11．6―11．1―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．8―49．4―1：01．2―1：13．1―1：24．7―1：35．8―1：47．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードマイウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．10．14 新潟4着

2016．3．4生 牡3鹿 母 フ ェ リ ス 母母 レディミューズ 10戦6勝 賞金 121，368，000円
〔制裁〕 ギベオン号の騎手L．デットーリは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬のを追い抜こうとしたことについて過

怠金10，000円。（被害馬：9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。

3401211月30日 晴 良 （1阪神5） 第1日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時20分 （500万円以下） （ダート・右）
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

815 テルモードーサ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム B514± 01：11．6 6．7�
611 ファイアーボーラー 牡3黒鹿56 武 豊 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 464＋ 41：12．55 7．1�
35 メ デ ィ ク ス 牡3栗 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 464－ 21：12．6クビ 9．5�
713 アストロノーティカ 牡5鹿 57 川田 将雅ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 41：12．7� 5．0�
58 エイシンネメシス 牝4青鹿55 和田 竜二�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 B474－ 6 〃 クビ 53．1	
34 メジャーハリケーン 牡3青鹿56 R．ムーア 林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 B474＋ 21：13．12� 2．7


（英）

59 メイショウヤシャ 牡3栗 56
53 ▲団野 大成松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 474＋ 41：13．31� 19．3�

610 ダブルスプリット 牡5栗 57 藤岡 康太椎名 節氏 西園 正都 日高 山際 辰夫 B484－ 2 〃 ハナ 17．7�
814 スズカアカデミー 牡5鹿 57

56 ☆森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 498＋ 61：13．4クビ 35．7
47 ミヤジシルフィード 牡3芦 56 幸 英明曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 B478＋ 41：13．71	 70．2�
23 
 エ ル ズ リ ー 牝3栗 54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 米 Springlan
d Farm 504－ 61：13．91 30．0�

11 � キングヴァラール 牡7黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 バンブー牧場 504－ 61：14．0� 67．2�
712� ワンパーパス 牝5黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 444＋ 21：14．42� 356．1�
22 メイショウカササギ 牝3鹿 54

52 △岩田 望来松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 466－ 21：15．35 14．3�
46 � ウインストロベリー 牝4栗 55 水口 優也村岡 曉憲氏 服部 利之 日高 モリナガファーム 448－181：15．83 375．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 70，469，900円 複勝： 90，509，500円 枠連： 37，072，000円
馬連： 149，099，700円 馬単： 59，412，800円 ワイド： 110，411，700円
3連複： 217，312，900円 3連単： 253，185，900円 計： 987，474，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 270円 � 260円 � 260円 枠 連（6－8） 1，520円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 4，770円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，090円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 7，410円 3 連 単 ��� 38，730円

票 数

単勝票数 計 704699 的中 � 83022（3番人気）
複勝票数 計 905095 的中 � 85199（5番人気）� 90386（4番人気）� 90682（3番人気）
枠連票数 計 370720 的中 （6－8） 18877（7番人気）
馬連票数 計1490997 的中 �� 49529（9番人気）
馬単票数 計 594128 的中 �� 9339（18番人気）
ワイド票数 計1104117 的中 �� 30169（10番人気）�� 26088（11番人気）�� 20083（16番人気）
3連複票数 計2173129 的中 ��� 21977（23番人気）
3連単票数 計2531859 的中 ��� 4739（112番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―11．9―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．3―47．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テルモードーサ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．6．17 阪神3着

2016．4．22生 牝3鹿 母 ペンテシレイア 母母 アコースティクス 11戦2勝 賞金 18，420，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインストロベリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月31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。

ギベオン号の騎手L．デットーリは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過
（被害馬：



（1阪神5）第1日 11月30日（土曜日） 晴一時曇 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

250，320，000円
2，530，000円
28，210，000円
1，390，000円
29，710，000円
64，296，000円
4，052，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
626，765，800円
978，926，200円
208，188，400円
1，206，586，400円
549，270，200円
845，852，300円
1，770，926，500円
2，473，646，400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 8，660，162，200円

総入場人員 28，775名 （有料入場人員 27，427名）
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