
3401312月1日 晴 良 （1阪神5） 第2日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10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
1：11．0
1：10．2

良
不良

810 サイクロトロン 牡2鹿 55 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：15．1 10．3�

33 ナオミラフィネ 牝2栗 54 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：15．2� 1．4�
79 タガノコットン 牡2栗 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506＋ 21：15．41� 11．0�
55 マーブルレディー 牝2鹿 54 池添 謙一下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 444± 01：15．5	 17．9�
811 ジュンジュン 牡2黒鹿55 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 ハシモトフアーム 476± 01：15．6クビ 20．6�
44 ダイアナマロン 牝2栗 54 松山 弘平�駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 432－ 41：15．81 63．4	
66 メイショウニッコウ 牡2栗 55 古川 吉洋松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 松栄牧場 460＋ 41：15．9	 208．9

22 ネクサスアルカナム 牡2栗 55

53 △岩田 望来吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 500＋181：16．0	 17．8�
11 ダンシングジュエル 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 414－ 41：16．1クビ 87．8�
67 アンタルクティクス 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新冠 村上 進治 488＋ 21：16．63 8．6
78 エキストラライト 牝2栗 54 松若 風馬岡田 牧雄氏 高柳 大輔 新ひだか 八田ファーム 432＋ 21：16．91	 22．8�
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売 得 金
単勝： 28，239，000円 複勝： 92，866，000円 枠連： 9，244，000円
馬連： 43，859，700円 馬単： 29，251，400円 ワイド： 35，665，000円
3連複： 62，489，100円 3連単： 109，861，500円 計： 411，475，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 180円 � 110円 � 160円 枠 連（3－8） 410円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 300円 �� 880円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 10，540円

票 数

単勝票数 計 282390 的中 � 23213（3番人気）
複勝票数 計 928660 的中 � 37398（4番人気）� 687720（1番人気）� 49717（2番人気）
枠連票数 計 92440 的中 （3－8） 17316（2番人気）
馬連票数 計 438597 的中 �� 57152（2番人気）
馬単票数 計 292514 的中 �� 10790（9番人気）
ワイド票数 計 356650 的中 �� 31512（3番人気）�� 8694（11番人気）�� 43456（1番人気）
3連複票数 計 624891 的中 ��� 37539（1番人気）
3連単票数 計1098615 的中 ��� 7556（36番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．6―12．6―13．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―36．3―48．9―1：02．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイクロトロン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．6．2 阪神5着

2017．2．28生 牡2鹿 母 キャレモンショコラ 母母 スウィートダンス 5戦1勝 賞金 5，700，000円
〔騎手変更〕 ナオミラフィネ号の騎手斎藤新は，第4回中京競馬第1日第7競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
〔制裁〕 ナオミラフィネ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番）
※出走取消馬 テンテキセンセキ号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）

3401412月1日 晴 良 （1阪神5） 第2日 第2競走 ��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

44 ライトウォーリア 牡2鹿 55
53 △岩田 望来 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：54．8 3．7�

711 マテンロウスパーク 牡2黒鹿55 古川 吉洋寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 508± 01：55．12 2．0�
710 ザ フ ー ン 牡2鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 41：55．95 13．9�
22 ア サ シ ン 牡2栗 55 国分 優作中村 忠彦氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 21：57．07 63．8�
45 ラボンダンス 牝2栗 54 松山 弘平�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 4 〃 ハナ 8．2	
33 キズナハイトーン �2黒鹿55 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 水上 習孝 476＋141：57．31� 27．9

56 モズナガレボシ 牡2芦 55

54 ☆坂井 瑠星 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 488－ 61：57．4� 189．0�
813 クレアトゥール 牡2鹿 55 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 460－ 41：57．5� 116．3�
11 トーホウジャック 牡2栗 55 北村 友一東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 528＋ 81：57．7� 6．4
68 トラストナオトラ 牝2栗 54

51 ▲亀田 温心菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 474－ 21：58．02 48．6�
69 ジョウショーカーブ 牡2栗 55 小牧 太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 462－ 61：58．1クビ 202．9�
812 キッズヒヤミカチ 牡2青鹿55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 486－ 41：58．63 286．2�
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57 リアルシング 牡2黒鹿55 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 518＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，904，300円 複勝： 39，556，900円 枠連： 10，798，000円
馬連： 45，322，200円 馬単： 25，964，000円 ワイド： 32，786，600円
3連複： 59，414，000円 3連単： 87，228，000円 計： 333，974，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 110円 � 190円 枠 連（4－7） 260円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 250円 �� 700円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 差引計 329043（返還計 6509） 的中 � 74134（2番人気）
複勝票数 差引計 395569（返還計 6737） 的中 � 63469（2番人気）� 138563（1番人気）� 36524（5番人気）
枠連票数 差引計 107980（返還計 47） 的中 （4－7） 31400（1番人気）
馬連票数 差引計 453222（返還計 22523） 的中 �� 73014（1番人気）
馬単票数 差引計 259640（返還計 12386） 的中 �� 17043（4番人気）
ワイド票数 差引計 327866（返還計 22246） 的中 �� 37508（1番人気）�� 10428（9番人気）�� 25370（4番人気）
3連複票数 差引計 594140（返還計 65559） 的中 ��� 38083（4番人気）
3連単票数 差引計 872280（返還計 89530） 的中 ��� 11044（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．1―50．0―1：02．8―1：16．3―1：29．2―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．5
1
3
・（4，5）11－8－（10，12）6（1，2，9）－3，13・（4，5）11（8，10）（1，12，9）2，3（6，13）

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

勝馬の
紹 介

ライトウォーリア �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．18 小倉4着

2017．2．13生 牡2鹿 母 スペクトロライト 母母 バ ラ ン セ ラ 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔騎手変更〕 ライトウォーリア号の騎手斎藤新は，第4回中京競馬第1日第7競走での落馬負傷のため岩田望来に変更。
〔競走除外〕 リアルシング号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。

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1日 晴 良 （1阪神5） 第2日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時05分 （芝・右・外）

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
1：45．6
1：44．5

良
良

78 ボンオムトゥック 牝2芦 54 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 456－ 41：48．4 2．8�
66 チ ャ イ カ 牝2鹿 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 8 〃 ハナ 16．3�
55 アトリビュート 牝2鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 428－101：48．82� 2．5�
44 クイーンカピオラニ 牝2栗 54

53 ☆坂井 瑠星�NICKS 庄野 靖志 日高 奥山 博 426＋ 41：48．9� 18．7�
22 アドマイヤミランダ 牝2芦 54

52 △岩田 望来近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470－ 41：49．0� 22．9	
11 クリノティファニー 牝2芦 54 吉田 隼人栗本 博晴氏 須貝 尚介 日高 木村牧場 424＋ 21：49．31� 24．8

33 ラフダイヤモンド 牝2栗 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 446－ 4 〃 クビ 67．4�
67 グレースルビー 牝2鹿 54 池添 謙一本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 454－121：49．4� 14．7�
810 ダンツガゼール 牝2青鹿54 松田 大作山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 460－ 21：49．61 6．6
811 ノルトリヒト 牝2鹿 54 国分 優作 �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 406＋121：49．91� 150．3�
79 アイファーベイジュ 牝2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 432－ 81：51．49 59．7�
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売 得 金
単勝： 33，087，700円 複勝： 42，602，400円 枠連： 8，471，800円
馬連： 51，721，800円 馬単： 29，849，800円 ワイド： 42，024，800円
3連複： 72，766，400円 3連単： 110，911，600円 計： 391，436，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 220円 � 120円 枠 連（6－7） 870円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 540円 �� 180円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 9，830円

票 数

単勝票数 計 330877 的中 � 97843（2番人気）
複勝票数 計 426024 的中 � 126100（1番人気）� 30983（4番人気）� 102462（2番人気）
枠連票数 計 84718 的中 （6－7） 7532（5番人気）
馬連票数 計 517218 的中 �� 21714（7番人気）
馬単票数 計 298498 的中 �� 6937（10番人気）
ワイド票数 計 420248 的中 �� 17114（4番人気）�� 77648（1番人気）�� 14948（7番人気）
3連複票数 計 727664 的中 ��� 36274（3番人気）
3連単票数 計1109116 的中 ��� 8178（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．3―49．3―1：02．4―1：14．9―1：25．9―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．5
3 6（5，8）（4，2，9）7，1（3，10）－11 4 ・（6，5，8）（4，2）（7，9）（1，3，10）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ボンオムトゥック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．9．16 阪神2着

2017．2．1生 牝2芦 母 ガラアフェアー 母母 リッチアフェアー 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔騎手変更〕 ラフダイヤモンド号の騎手斎藤新は，第4回中京競馬第1日第7競走での落馬負傷のため藤井勘一郎に変更。

3401612月1日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （1阪神5） 第2日 第4競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時35分 （芝・ダート）

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

33 � スプリングボックス 牡5黒鹿60 森 一馬�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 490＋ 43：25．1 4．7�
66 � リボンナイト 牡5鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 448＋143：25．63 4．2�
44 メメニシコリ 牡6鹿 60 黒岩 悠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B466＋ 43：25．81� 2．1�
22 タ ウ ィ ー ザ 牡3鹿 58 佐久間寛志�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 平山牧場 506＋ 63：25．9� 5．7�
89 � ピースプレイヤー 牡3鹿 58 北沢 伸也飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims 488＋ 63：26．21	 18．5	
78 ガッツィーソート 牡4栗 60 中村 将之小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 514－ 13：27．05 27．5

55 � ゴルディアス 牡3栗 58 植野 貴也�下屋敷牧場 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 454＋103：28．8大差 106．8�
810 オースミベリル 牡5栗 60 熊沢 重文�オースミ 荒川 義之 浦河 
川 啓一 488± 03：29．22� 22．9
77 バシクンレッツゴー 牡3栗 58 大江原 圭石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 498± 03：30．810 186．2�
11 ダンツカホウ 牝4黒鹿58 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 508＋ 83：31．11	 106．2�
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売 得 金
単勝： 19，574，400円 複勝： 23，718，600円 枠連： 7，688，700円
馬連： 32，650，200円 馬単： 22，456，300円 ワイド： 23，236，300円
3連複： 50，287，800円 3連単： 100，072，300円 計： 279，684，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 120円 � 110円 枠 連（3－6） 1，290円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 270円 �� 230円 �� 170円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 4，640円

票 数

単勝票数 計 195744 的中 � 33225（3番人気）
複勝票数 計 237186 的中 � 29345（4番人気）� 38784（2番人気）� 103972（1番人気）
枠連票数 計 76887 的中 （3－6） 4585（6番人気）
馬連票数 計 326502 的中 �� 24257（4番人気）
馬単票数 計 224563 的中 �� 8622（8番人気）
ワイド票数 計 232363 的中 �� 19072（4番人気）�� 24724（3番人気）�� 40111（1番人気）
3連複票数 計 502878 的中 ��� 63681（2番人気）
3連単票数 計1000723 的中 ��� 15622（15番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 50．9－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スプリングボックス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリルドルフ

2014．4．15生 牡5黒鹿 母 セカンドノホシ 母母 セカンドサービス 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円
初出走 JRA



3401712月1日 晴 良 （1阪神5） 第2日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時25分 （芝・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
2：00．4
1：58．9

良
良

22 バルンストック 牡2黒鹿 55
53 △岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 桜井牧場 460 ―2：01．7 7．6�
55 メイショウサンガ 牡2鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 500 ―2：01．8� 20．6�
77 サ ン テ ル ノ 牡2栗 55 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 516 ―2：02．22� 3．4�
44 サトノマッスル 牡2青鹿55 藤井勘一郎 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 460 ―2：02．41 4．3�
33 アーリンアーリン 牝2黒鹿 54

51 ▲亀田 温心吉田 勝利氏 寺島 良 新冠 ハシモトフアーム 438 ― 〃 クビ 43．1	
88 ツインシップ 牡2芦 55 吉田 隼人合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 442 ―2：02．5クビ 2．4

11 スーパーサブライム 牡2黒鹿55 藤岡 佑介田島 政光氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 486 ―2：03．03 27．4�
66 ラニーノーズ 牡2黒鹿55 横山 武史伊藤 良兵氏 坂口 智康 新ひだか 乾 皆雄 484 ―2：03．85 43．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 36，520，000円 複勝： 26，617，100円 枠連： 発売なし
馬連： 42，418，600円 馬単： 26，513，900円 ワイド： 25，754，900円
3連複： 47，801，000円 3連単： 104，172，200円 計： 309，797，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 190円 � 400円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 8，910円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 400円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 37，740円

票 数

単勝票数 計 365200 的中 � 40453（4番人気）
複勝票数 計 266171 的中 � 36019（4番人気）� 13077（6番人気）� 55500（2番人気）
馬連票数 計 424186 的中 �� 6783（16番人気）
馬単票数 計 265139 的中 �� 2230（28番人気）
ワイド票数 計 257549 的中 �� 4847（15番人気）�� 17932（6番人気）�� 9346（7番人気）
3連複票数 計 478010 的中 ��� 7925（17番人気）
3連単票数 計1041722 的中 ��� 2001（117番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．2―12．6―12．9―12．8―12．4―12．3―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．8―48．4―1：01．3―1：14．1―1：26．5―1：38．8―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．2
1
3
・（2，3）＝7（8，4，6）5－1
2，3－7，4（5，8）（1，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バルンストック 
�
父 ブラックタイド 

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．4．26生 牡2黒鹿 母 ス ト ッ ク 母母 オブザーヴァント 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3401812月1日 晴 良 （1阪神5） 第2日 第6競走 ��
��1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

45 ケイアイワイプ 牡2栗 55 国分 恭介亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 高昭牧場 478 ―1：26．3 2．6�
813 ナリタウルフ 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 478 ―1：27．25 6．4�
33 シュテルクスト 牡2青鹿55 松山 弘平 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 追分ファーム 484 ―1：27．41� 10．0�
46 パ サ ラ ン 牡2鹿 55

53 △岩田 望来薪浦 州平氏 千田 輝彦 新冠 松浦牧場 452 ―1：27．93 40．6�
11 スマートウィザード 牡2栗 55

54 ☆坂井 瑠星大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 472 ―1：28．22 36．1	
58 ナムラゴロフキン 牡2鹿 55 古川 吉洋奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 502 ―1：28．3� 134．1

34 ゴールデンバレット 牝2栗 54 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 458 ―1：28．4� 24．4�
712 フ レ ア 牝2青鹿54 松若 風馬杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 470 ―1：28．82� 13．9�
69 トーアヴィルヌーヴ 牝2鹿 54 吉田 隼人高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 456 ―1：30．07 18．8
57 サ ボ 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希永山 勝敏氏 杉山 晴紀 新ひだか 坂本 春雄 446 ―1：30．1クビ 132．6�
22 ヴィグラスカイザー 牡2黒鹿55 北村 友一犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新冠 ハクツ牧場 498 ―1：30．84 3．4�
814 メイショウココロネ 牝2鹿 54

51 ▲亀田 温心松本 好雄氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 414 ―1：31．11� 209．4�
610 テイエムホイッスル 牡2栗 55 	島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 478 ― （競走中止） 46．4�

（13頭）
711 キタサンワーグナー 牡2鹿 55 加藤 祥太�大野商事 梅田 智之 新冠 樋渡 志尚 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，439，000円 複勝： 36，326，000円 枠連： 11，548，500円
馬連： 51，201，900円 馬単： 26，417，800円 ワイド： 37，958，000円
3連複： 73，098，800円 3連単： 91，700，000円 計： 361，690，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 170円 � 220円 枠 連（4－8） 850円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 360円 �� 570円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 7，960円

票 数

単勝票数 差引計 334390（返還計 386） 的中 � 105973（1番人気）
複勝票数 差引計 363260（返還計 349） 的中 � 75759（2番人気）� 53556（3番人気）� 37222（4番人気）
枠連票数 差引計 115485（返還計 6 ） 的中 （4－8） 10505（2番人気）
馬連票数 差引計 512019（返還計 854） 的中 �� 48889（2番人気）
馬単票数 差引計 264178（返還計 252） 的中 �� 15706（3番人気）
ワイド票数 差引計 379580（返還計 949） 的中 �� 28924（2番人気）�� 16602（5番人気）�� 11458（10番人気）
3連複票数 差引計 730988（返還計 2441） 的中 ��� 22554（6番人気）
3連単票数 差引計 917000（返還計 3879） 的中 ��� 8349（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．9―48．7―1：00．7―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイワイプ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Leroidesanimaux 初出走

2017．3．5生 牡2栗 母 カーディナルコーヴ 母母 Crystal Cove 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 キタサンワーグナー号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ケイアイワイプ号の騎手斎藤新は，第4回中京競馬第1日第7競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。
〔競走中止〕 テイエムホイッスル号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



3401912月1日 晴 良 （1阪神5） 第2日 第7競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走13時25分 （芝・右・外）
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

78 ド ゥ ー ベ 牡2栗 55 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：34．3 1．7�
22 スワーヴドン 牡2鹿 55 藤岡 佑介�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 3．1�
810 ル ヴ ァ ン 牡2鹿 55

54 ☆坂井 瑠星 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 462－ 41：35．57 36．0�
11 テイエムイダテン 牡2鹿 55 吉田 隼人竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 468－ 21：35．6クビ 37．5�
89 ポテンシャルリアル 牡2栗 55 松山 弘平ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 クビ 7．4	
55 ロッシュローブ 牡2青鹿 55

53 △岩田 望来水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 474－ 61：35．7クビ 27．0

33 トゥモローマーチ �2黒鹿 55

54 ☆川又 賢治前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新ひだか 飯岡牧場 454－ 41：35．91� 24．5�
44 ディーププレザント 牡2栗 55 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 500－ 61：36．11� 255．9�
77 ラ イ ト マ ン 牡2鹿 55 松若 風馬吉澤 克己氏 宮本 博 日高 新井 昭二 B504＋ 41：36．95 139．2
66 ビービージャッカル 牡2鹿 55

52 ▲亀田 温心�坂東牧場 加用 正 新ひだか 高橋 修 496－ 21：37．21	 310．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 42，022，000円 複勝： 84，405，000円 枠連： 9，539，800円
馬連： 52，497，400円 馬単： 41，567，800円 ワイド： 37，947，100円
3連複： 78，124，000円 3連単： 189，142，500円 計： 535，245，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 310円 枠 連（2－7） 190円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 260円

ワ イ ド �� 130円 �� 490円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 2，140円

票 数

単勝票数 計 420220 的中 � 209376（1番人気）
複勝票数 計 844050 的中 � 592147（1番人気）� 114583（2番人気）� 14021（7番人気）
枠連票数 計 95398 的中 （2－7） 38903（1番人気）
馬連票数 計 524974 的中 �� 214031（1番人気）
馬単票数 計 415678 的中 �� 118406（1番人気）
ワイド票数 計 379471 的中 �� 106192（1番人気）�� 15243（7番人気）�� 10092（11番人気）
3連複票数 計 781240 的中 ��� 56592（4番人気）
3連単票数 計1891425 的中 ��� 64008（6番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―12．1―12．2―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．5―47．6―59．8―1：11．2―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ゥ ー ベ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Intikhab デビュー 2019．8．4 新潟4着

2017．4．10生 牡2栗 母 ト ゥ ー ピ ー 母母 Turpitude 4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔騎手変更〕 ルヴァン号の騎手斎藤新は，第4回中京競馬第1日第7競走での落馬負傷のため坂井瑠星に変更。
〔制裁〕 トゥモローマーチ号の騎手川又賢治は，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：7番）

3402012月1日 晴 良 （1阪神5） 第2日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�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
1：47．6

重
重

89 タマモアポローン 牡3黒鹿55 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 506＋161：53．9 3．2�
11 ヒミノブルー 牡3青鹿55 松若 風馬佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 516± 01：54．32� 3．9�
77 テーオーポシブル 牡3鹿 55 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 474± 01：55．04 2．5�
66 メイショウバルコラ 牡4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 512＋ 41：55．74 44．2�
33 フォレストタウン �5黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 浦河 �川 啓一 512± 0 〃 クビ 34．8�
44 サ イ ン �4芦 57 北村 友一�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋141：56．02 32．2	
88 クリノアスコット 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 B440－ 4 〃 アタマ 16．1

55 ダノンテアトロ 牡4鹿 57 松田 大作�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 476－ 61：56．1� 18．9�
22 メイショウゴテツ 牡6青鹿 57

55 △岩田 望来松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 B484＋ 41：56．73� 9．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，383，000円 複勝： 34，026，500円 枠連： 9，444，900円
馬連： 57，175，800円 馬単： 30，354，300円 ワイド： 38，088，200円
3連複： 79，844，200円 3連単： 130，379，300円 計： 409，696，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 130円 � 110円 枠 連（1－8） 620円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 270円 �� 190円 �� 180円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 3，110円

票 数

単勝票数 計 303830 的中 � 74607（2番人気）
複勝票数 計 340265 的中 � 63680（2番人気）� 61197（3番人気）� 96710（1番人気）
枠連票数 計 94449 的中 （1－8） 11688（3番人気）
馬連票数 計 571758 的中 �� 56442（3番人気）
馬単票数 計 303543 的中 �� 16918（5番人気）
ワイド票数 計 380882 的中 �� 31984（3番人気）�� 52258（2番人気）�� 56357（1番人気）
3連複票数 計 798442 的中 ��� 143738（1番人気）
3連単票数 計1303793 的中 ��� 30340（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．6―50．8―1：03．8―1：16．8―1：29．5―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモアポローン 
�
父 アポロキングダム 

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．12．28 阪神3着

2016．4．8生 牡3黒鹿 母 タマモマナムスメ 母母 ヒトリムスメ 7戦2勝 賞金 17，200，000円
〔騎手変更〕 ダノンテアトロ号の騎手斎藤新は，第4回中京競馬第1日第7競走での落馬負傷のため松田大作に変更。



3402112月1日 晴 良 （1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，1勝クラス（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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．5
1：20．3

良
良

11 カリオストロ 牝2鹿 54 松山 弘平 Him Rock Racing
ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 454＋101：20．4レコード 3．5�

77 カイルアコナ 牝2鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 432－ 81：21．25 2．6�
88 コスミックエナジー 牝2栗 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 ハナ 19．0�
66 イーサンティラノ 牡2黒鹿55 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 新冠 佐藤 静子 450－121：21．62� 71．0�
55 メデタシメデタシ 牝2鹿 54 坂井 瑠星諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 ハナ 4．6	
44 カ リ ニ ー ト 牡2鹿 55 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 日高 高柳 隆男 466－ 21：21．7� 14．5

22 グランドデューク 牡2栗 55 北村 友一 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 530＋181：22．23 20．2�
33 ジャスティンリーチ 牡2青鹿55 松若 風馬三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 木戸口牧場 474＋ 21：23．79 7．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 55，504，400円 複勝： 44，608，800円 枠連： 発売なし
馬連： 88，845，600円 馬単： 47，156，700円 ワイド： 48，094，900円
3連複： 96，733，500円 3連単： 211，012，000円 計： 591，955，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 120円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 200円 �� 520円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 5，680円

票 数

単勝票数 計 555044 的中 � 132554（2番人気）
複勝票数 計 446088 的中 � 90043（2番人気）� 125278（1番人気）� 34278（6番人気）
馬連票数 計 888456 的中 �� 165804（1番人気）
馬単票数 計 471567 的中 �� 36809（2番人気）
ワイド票数 計 480949 的中 �� 72786（1番人気）�� 21110（8番人気）�� 20938（9番人気）
3連複票数 計 967335 的中 ��� 52271（4番人気）
3連単票数 計2110120 的中 ��� 26907（15番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―11．4―11．4―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．1―45．5―56．9―1：08．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カリオストロ 
�
父 エイシンフラッシュ 

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．8．18 小倉2着

2017．4．27生 牝2鹿 母 アルピナブルー 母母 ヒシシルバーメイド 5戦2勝 賞金 19，996，000円
〔その他〕 ジャスティンリーチ号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

3402212月1日 晴 良 （1阪神5） 第2日 第10競走 ��
��1，400�

い な が わ

猪 名 川 特 別
発走15時05分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

44 トウカイオラージュ 牡3栗 56 松若 風馬内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 472－ 21：19．6 6．0�
79 ガ ゼ ボ 牡4青 57 池添 謙一吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 532－ 21：19．92 3．2�
810 インヘリットデール 牝5鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B472－ 41：20．0クビ 3．4�
55 ラ ミ エ ル 牝3鹿 54 松山 弘平桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 456＋ 61：20．21� 5．4�
33 アルジャーノン 牡4栗 57 吉田 隼人 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 454－ 21：20．3� 38．5	
78 ピースマインド 牡6鹿 57 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 448＋ 6 〃 ハナ 14．9

67 マッスルマサムネ 	4鹿 57 中谷 雄太塩澤 正樹氏 池添 学 洞
湖 レイクヴィラファーム 486＋ 21：20．51� 8．7�
811 ブリングイットオン 牝3鹿 54 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 444＋ 41：20．6� 51．5�
66 リュニヴェール 牝4黒鹿55 岡田 祥嗣杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B480＋ 8 〃 アタマ 69．4
11 ユアスイスイ 牝5栗 55 中井 裕二ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B484± 01：21．13 19．6�
22 ブレイズガール 牝6鹿 55 岩田 望来岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B500＋ 41：21．2クビ 117．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，325，200円 複勝： 61，781，500円 枠連： 18，791，400円
馬連： 113，481，600円 馬単： 52，963，400円 ワイド： 68，806，600円
3連複： 148，414，600円 3連単： 231，946，900円 計： 743，511，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 130円 � 130円 枠 連（4－7） 710円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 330円 �� 370円 �� 220円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 5，480円

票 数

単勝票数 計 473252 的中 � 62253（4番人気）
複勝票数 計 617815 的中 � 86814（4番人気）� 124252（2番人気）� 133838（1番人気）
枠連票数 計 187914 的中 （4－7） 20257（2番人気）
馬連票数 計1134816 的中 �� 103280（2番人気）
馬単票数 計 529634 的中 �� 19086（6番人気）
ワイド票数 計 688066 的中 �� 50223（3番人気）�� 43710（5番人気）�� 86815（1番人気）
3連複票数 計1484146 的中 ��� 116679（2番人気）
3連単票数 計2319469 的中 ��� 30642（9番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．0―11．2―11．2―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―33．8―45．0―56．2―1：07．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．6
3 1－4，6（5，7）－（8，11）9（2，3）10 4 1－4，6（5，7）（8，11，9）（3，10）－2

勝馬の
紹 介

トウカイオラージュ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．7．28 小倉2着

2016．5．1生 牡3栗 母 トウカイミステリー 母母 タイキミステリー 12戦3勝 賞金 36，431，000円
〔その他〕 ブレイズガール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブレイズガール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年1月1日まで出走できない。

２レース目



3402312月1日 晴 良 （1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，3勝クラス（1600万円以下），30．12．1以降1．11．24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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

810 レッドガラン 牡4鹿 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 510± 01：44．8 4．1�
22 ワイプティアーズ 牡4栗 55 松若 風馬吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 532－ 2 〃 クビ 8．3�
77 アンネリース 牝5鹿 52 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 2 〃 アタマ 39．1�
11 グロオルロージュ 牡3黒鹿54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 0 〃 ハナ 7．0�
55 シンギュラリティ 牡5鹿 57 池添 謙一吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：44．9クビ 2．7	
66 テーオービクトリー 牝5鹿 52 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 480± 01：45．22 23．6

44 ケンホファヴァルト 牡6鹿 55 古川 吉洋中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 476＋ 21：45．73 27．4�
33 レッドラフェスタ 牝4栗 53 松山 弘平 �東京ホースレーシング 尾関 知人 新ひだか 乾 皆雄 444－12 〃 ハナ 5．0�
78 サトノグラン �5青鹿54 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476＋101：45．8� 65．3
89 イストワールファム 牝5栗 53 荻野 極 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 456－ 81：46．11	 16．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 90，047，200円 複勝： 104，376，900円 枠連： 34，722，400円 馬連： 214，032，500円 馬単： 93，292，200円
ワイド： 120，264，200円 3連複： 282，182，200円 3連単： 481，825，800円 5重勝： 605，913，000円 計： 2，026，656，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 290円 � 830円 枠 連（2－8） 1，480円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，330円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 13，010円 3 連 単 ��� 46，660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����� 91，400円

票 数

単勝票数 計 900472 的中 � 175508（2番人気）
複勝票数 計1043769 的中 � 160434（2番人気）� 95518（5番人気）� 26939（9番人気）
枠連票数 計 347224 的中 （2－8） 18133（6番人気）
馬連票数 計2140325 的中 �� 105556（7番人気）
馬単票数 計 932922 的中 �� 25916（11番人気）
ワイド票数 計1202642 的中 �� 50383（8番人気）�� 12927（24番人気）�� 10462（28番人気）
3連複票数 計2821822 的中 ��� 16257（41番人気）
3連単票数 計4818258 的中 ��� 7485（154番人気）
5重勝票数 計6059130 的中 ����� 4640

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―11．8―11．8―11．5―11．0―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．4―47．2―59．0―1：10．5―1：21．5―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．3
3 4，8（1，5，9）（3，7，10）－（6，2） 4 ・（4，8）（1，5，9）10（3，7）2，6

勝馬の
紹 介

レッドガラン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．4．1 阪神1着

2015．3．11生 牡4鹿 母 ダンスオンザルーフ 母母 ダンシングサンデー 8戦4勝 賞金 50，839，000円
〔騎手変更〕 グロオルロージュ号の騎手斎藤新は，第4回中京競馬第1日第7競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。

3402412月1日 晴 良 （1阪神5） 第2日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時20分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：08．8
1：08．7

重
重

59 ツウカイウイング 牡4鹿 57 松山 弘平木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 470＋ 61：12．2 7．1�
611� ヒップホップスワン 牝5栗 55

53 △岩田 望来吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve
Conboy 508＋ 21：12．73 7．4�

24 サンビショップ 	7栗 57 藤岡 佑介�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 470± 01：12．8
 60．9�
612 レッドランサー 牡4黒鹿57 中井 裕二 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 464－ 2 〃 ハナ 6．7�
713 ニホンピロマドン 牡4鹿 57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 534＋ 6 〃 クビ 141．0	
35 テーオーソルジャー 牡8栗 57

54 ▲亀田 温心小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 466－121：12．9
 10．1

510 ブルヴェルソン 牡4栗 57 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 8 〃 ハナ 38．4�
48 スターペスマリア 牝5栗 55 国分 優作河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 492－ 21：13．0クビ 43．2�
47 イ メ ル 牡3黒鹿56 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 474＋ 61：13．31
 3．7
12 メイショウジーク 牡5鹿 57 横山 武史松本 好�氏 坂口 智康 浦河 赤田牧場 488＋ 41：13．61
 5．9�
36 ロマンチスト 牡6栗 57 菱田 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 530± 0 〃 クビ 22．0�
815 ファビュラスギフト 牝3鹿 54 吉田 隼人 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 452± 01：14．34 49．5�
11 � ラホーヤノキセキ 牡5青鹿57 森 一馬 �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 506＋101：15．04 12．3�
714 ガ ウ ル 牡4鹿 57

56 ☆川又 賢治吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 488± 01：15．21� 29．5�

816 ヤマニンブルーベル 牝3芦 54 岩崎 翼土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 472＋101：15．3クビ 78．8�
23 ナムラムート 牡5栗 57 池添 謙一奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 いとう牧場 510－ 21：15．4 32．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，596，500円 複勝： 89，865，500円 枠連： 46，839，200円
馬連： 190，426，500円 馬単： 73，658，500円 ワイド： 123，125，800円
3連複： 332，473，800円 3連単： 404，663，700円 計： 1，332，649，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 260円 � 290円 � 800円 枠 連（5－6） 1，390円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 890円 �� 3，910円 �� 5，330円

3 連 複 ��� 34，700円 3 連 単 ��� 131，200円

票 数

単勝票数 計 715965 的中 � 80106（4番人気）
複勝票数 計 898655 的中 � 98830（3番人気）� 84915（5番人気）� 25521（11番人気）
枠連票数 計 468392 的中 （5－6） 26059（5番人気）
馬連票数 計1904265 的中 �� 59514（6番人気）
馬単票数 計 736585 的中 �� 11195（13番人気）
ワイド票数 計1231258 的中 �� 37170（8番人気）�� 7947（44番人気）�� 5805（60番人気）
3連複票数 計3324738 的中 ��� 7184（112番人気）
3連単票数 計4046637 的中 ��� 2236（415番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―12．3―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．5―46．8―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツウカイウイング �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．2．17 京都7着

2015．5．4生 牡4鹿 母 エイコオウイング 母母 ホクトブルーバード 13戦3勝 賞金 29，000，000円
〔騎手変更〕 ファビュラスギフト号の騎手斎藤新は，第4回中京競馬第1日第7競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
※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 アスクジョーダン号・メイショウキタグニ号

５レース目



（1阪神5）第2日 12月1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 129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

197，350，000円
2，590，000円
23，680，000円
940，000円

21，740，000円
55，726，000円
3，936，000円
1，238，400円

勝馬投票券売得金
520，642，700円
680，751，200円
167，088，700円
983，633，800円
499，446，100円
633，752，400円
1，383，629，400円
2，252，915，800円
605，913，000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 7，727，773，100円

総入場人員 31，088名 （有料入場人員 29，742名）
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