
3406112月15日 晴 良 （1阪神5） 第6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

510 テンテキセンセキ 牡2黒鹿55 幸 英明岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 61：12．8 1．5�
612 ミヤコシスター 牝2鹿 54 福永 祐一若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 482＋ 21：13．86 20．2�
23 ドラゴンズバック 牡2鹿 55 原田 和真田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 454－ 21：14．22� 29．1�
714 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± 01：14．3クビ 388．4�
36 イッツマイビジネス 牡2栗 55 岩田 康誠清水 義德氏 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム 448＋ 81：14．61� 8．2�
12 タガノコットン 牡2栗 55 川須 栄彦八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500－ 61：14．81� 12．9�
59 ブラウンアイズ 牝2黒鹿54 松岡 正海山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 516－ 41：15．12 137．7	
35 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 478＋ 2 〃 クビ 28．0

816 ネクサスアルカナム 牡2栗 55 坂井 瑠星吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 498－ 21：15．41� 28．1�
713 リュウノイノリ 牡2青鹿55 四位 洋文二口 雅一氏 牧浦 充徳 新ひだか 山際セントラルスタッド 444＋ 4 〃 クビ 10．8�
815 ヤマニンベデュータ 牡2鹿 55 岩崎 翼土井 薫氏 浅見 秀一 新冠 長浜 秀昭 480－ 21：15．5� 514．6
47 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 486－ 21：15．81� 36．6�
11 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 430－ 21：16．43� 70．5�
611 メイショウココロネ 牝2鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 412－ 21：16．93 404．7�
24 クンクンクン 牝2栗 54 長岡 禎仁�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 バンブー牧場 442－ 4 〃 ハナ 362．7�
48 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 450－ 21：17．11� 12．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，426，800円 複勝： 88，921，900円 枠連： 12，990，400円
馬連： 54，113，600円 馬単： 34，985，500円 ワイド： 45，961，200円
3連複： 87，692，100円 3連単： 119，846，100円 計： 479，937，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 360円 � 460円 枠 連（5－6） 1，910円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 670円 �� 940円 �� 6，880円

3 連 複 ��� 13，050円 3 連 単 ��� 39，190円

票 数

単勝票数 計 354268 的中 � 178694（1番人気）
複勝票数 計 889219 的中 � 558327（1番人気）� 26413（7番人気）� 19550（8番人気）
枠連票数 計 129904 的中 （5－6） 5257（6番人気）
馬連票数 計 541136 的中 �� 25637（6番人気）
馬単票数 計 349855 的中 �� 11693（8番人気）
ワイド票数 計 459612 的中 �� 18427（6番人気）�� 12698（11番人気）�� 1619（49番人気）
3連複票数 計 876921 的中 ��� 5036（39番人気）
3連単票数 計1198461 的中 ��� 2217（116番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．0―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．6―47．6―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．2
3 3（7，12）14，16（2，10）8（1，5，13）－（9，15）11－6＝4 4 ・（3，7，12）（10，14）2，16（5，13）8，1－（9，15）－（11，6）＝4

勝馬の
紹 介

テンテキセンセキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．11．16 京都2着

2017．5．20生 牡2黒鹿 母 プレシャスドロップ 母母 ザラストドロップ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウココロネ号・クンクンクン号・パサラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年1月15日まで平地競走に出走できない。
※ドラゴンズバック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3406212月15日 晴 良 （1阪神5） 第6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

712 マイネルクライマー 牡2鹿 55 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 三石川上牧場 488＋ 21：55．5 7．3�

59 グレイトムーン 牡2黒鹿55 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 千歳 社台ファーム 464－10 〃 クビ 27．6�
35 ロードグリュック 牡2鹿 55 C．スミヨン �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 21：55．92� 3．6�

（仏）

814 スターライトジャズ 牝2鹿 54 O．マーフィー 犬塚悠治郎氏 高橋 義忠 平取 坂東牧場 448－ 41：56．32� 32．8�
（英）

58 ジ ロ ー 牡2鹿 55 武 豊杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 464＋ 21：56．4� 8．5�
611 ワンダークンナパー 牡2鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 藤春 修二 B506－ 4 〃 クビ 242．1	
713 マ ブ ル ー ク 牡2青鹿55 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 21：56．82� 11．9

34 セイウンラストヘイ 牡2黒鹿55 池添 謙一西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 516－101：57．75 6．3�
47 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 506＋ 81：58．02 258．2�
610 アイノウィステリア 牡2鹿 55 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 浦河 市正牧場 494＋ 41：58．1� 28．5
815 ラニーノーズ 牡2黒鹿55 国分 優作伊藤 良兵氏 坂口 智康 新ひだか 乾 皆雄 482－ 21：58．2� 351．6�
22 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 490－ 41：59．47 44．6�
46 ケイアイリア 牡2栗 55 藤岡 佑介亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 506－ 61：59．5� 104．3�
11 サングレデクリスト 牡2栗 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 524＋181：59．81� 4．0�
23 アイワナトラスト 牡2黒鹿 55

53 △岩田 望来 DMMドリームクラブ� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512± 01：59．9� 49．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，554，400円 複勝： 60，205，800円 枠連： 16，798，600円
馬連： 65，220，600円 馬単： 32，812，700円 ワイド： 57，126，000円
3連複： 100，709，800円 3連単： 112，679，600円 計： 492，107，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 430円 � 140円 枠 連（5－7） 1，340円

馬 連 �� 8，010円 馬 単 �� 14，040円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 490円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 8，060円 3 連 単 ��� 63，420円

票 数

単勝票数 計 465544 的中 � 53564（4番人気）
複勝票数 計 602058 的中 � 66023（3番人気）� 26978（7番人気）� 151886（1番人気）
枠連票数 計 167986 的中 （5－7） 9655（5番人気）
馬連票数 計 652206 的中 �� 6305（27番人気）
馬単票数 計 328127 的中 �� 1752（47番人気）
ワイド票数 計 571260 的中 �� 5433（28番人気）�� 32476（2番人気）�� 12738（15番人気）
3連複票数 計1007098 的中 ��� 9361（30番人気）
3連単票数 計1126796 的中 ��� 1288（216番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―14．2―13．4―13．0―13．0―12．6―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―38．3―51．7―1：04．7―1：17．7―1：30．3―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルクライマー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Montjeu デビュー 2019．8．11 小倉6着

2017．3．15生 牡2鹿 母 マウンテンウーマン 母母 Preseli 7戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 アイノウィステリア号は，枠入りの際に放馬。馬体検査。発走時刻12分遅延。
※ラニーノーズ号は，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15日 晴 良 （1阪神5） 第6日 第3競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走11時05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� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

48 サーストンカイドー 牡2栗 55 O．マーフィー 齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 506＋ 21：34．6 3．1�
（英）

612 ラ キ 牝2鹿 54 C．ルメール �ニッシンホール
ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 442－ 21：34．7� 22．4�

47 カ ケ ル 牡2鹿 55 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 488＋ 21：34．91� 21．2�

36 ノブフランクリン 牝2鹿 54 高田 潤前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 416－ 41：35．0	 521．5�
714 カ ヴ ァ ー ト 牡2鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 21：35．21� 13．0�
（英）

713 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± 01：35．3	 23．1

11 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 474－ 41：35．4クビ 2．3�
23 ウインサンフラワー 牡2鹿 55 松岡 正海�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 448＋181：35．61� 113．9�
24 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± 01：35．81� 501．5
35 
 アランチャアミーゴ 牡2栗 55 R．ムーア 早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe

Thoroughbreds 492－ 4 〃 クビ 11．2�
（英）

816 エターナルバディ 牡2青 55 池添 謙一�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 アタマ 91．9�
12 マイネルサイプレス 牡2栗 55 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新ひだか タツヤファーム 440－ 41：36．75 527．0�
611 キャプテンカーク 牡2芦 55

53 △岩田 望来佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 456＋201：37．01� 380．3�
510 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 492－ 2 〃 アタマ 68．6�
59 ウインセレナード 牝2鹿 54 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 472＋201：37．32 28．2�
817 ダイヤモンドライフ 牡2黒鹿55 C．スミヨン 大塚 亮一氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：38．57 13．7�

（仏）

715 マイネルキアロ 牡2芦 55 坂井 瑠星 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 470－ 41：38．71� 133．4�

818 ルビーポート 牝2鹿 54 原田 和真	ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 472－ 21：39．33	 526．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 47，619，300円 複勝： 63，961，300円 枠連： 17，123，800円
馬連： 69，617，200円 馬単： 38，647，200円 ワイド： 59，857，200円
3連複： 104，146，900円 3連単： 126，899，600円 計： 527，872，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 440円 � 390円 枠 連（4－6） 2，630円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 750円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 14，720円 3 連 単 ��� 58，150円

票 数

単勝票数 計 476193 的中 � 123331（2番人気）
複勝票数 計 639613 的中 � 151384（2番人気）� 30549（8番人気）� 36027（7番人気）
枠連票数 計 171238 的中 （4－6） 5038（10番人気）
馬連票数 計 696172 的中 �� 18235（14番人気）
馬単票数 計 386472 的中 �� 6624（18番人気）
ワイド票数 計 598572 的中 �� 15589（13番人気）�� 21227（8番人気）�� 4049（34番人気）
3連複票数 計1041469 的中 ��� 5304（51番人気）
3連単票数 計1268996 的中 ��� 1582（173番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．4―11．8―12．1―12．3―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．5―46．3―58．4―1：10．7―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．2
3 17（1，15，18）－2，3，8（12，14）（6，9，13）－（4，7）－（5，16）（10，11） 4 ・（17，15，18）（1，8）（2，12）（6，13，3，14）（9，7）4－5－（10，16）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サーストンカイドー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．10．20 京都2着

2017．3．27生 牡2栗 母 ゴールドチェイス 母母 セクレゴールド 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時10分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルビーポート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月15日まで平地競走

に出走できない。
マイネルキアロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月15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。

3406412月15日 晴 良 （1阪神5） 第6日 第4競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時35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� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：44．5

良
良

11 ヴ ァ ル コ ス 牡2鹿 55 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494－ 81：47．6 10．9�
23 ダノンセレスタ 牡2青鹿55 C．ルメール�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：47．81� 1．4�
510 サマービート 牡2鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋101：47．9� 9．5�
（英）

47 メイショウハーラン 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 築紫 洋 440－ 21：48．22 48．5�
24 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± 01：48．41� 9．4	
（英）

714 アスターファゴット 牡2鹿 55 岩田 康誠加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 494＋ 41：48．5� 67．5

36 ウインダークローズ 牡2青鹿55 国分 優作�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 492＋ 41：48．92� 29．5�
612 ニホンピロキアロ 牡2鹿 55 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 436－ 61：49．0クビ 175．2�
817 ショウナンランチャ 牡2黒鹿 55

53 △岩田 望来国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 436± 0 〃 クビ 463．5
12 ミッキーローズ 牝2黒鹿54 O．マーフィー 野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 404－ 81：49．21� 29．5�

（英）

611 ヴァイスリヒト 牡2栗 55 C．スミヨン �G1レーシング 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 61：49．3� 12．9�

（仏）

59 キタノストロング 牡2鹿 55
54 ☆森 裕太朗北所 直人氏 中尾 秀正 日高 厚賀古川牧場 466＋181：49．61� 534．0�

816 トゥモローマーチ �2黒鹿55 松山 弘平前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新ひだか 飯岡牧場 452－ 21：49．7クビ 133．0�
48 スキルショット 牡2鹿 55 古川 吉洋横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 480－ 41：49．8� 346．2�
715 ツインシップ 牡2芦 55 武 豊合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 444＋ 21：49．9� 42．9�
713 ゲンパチノーブル 牝2芦 54 原田 和真平野 武志氏 青木 孝文 新ひだか 前川 勝春 442－ 41：50．0� 723．7�
818 コスモグラシエ 牝2芦 54 坂井 瑠星 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 石郷岡 雅樹 436－ 41：52．2大差 313．6�
35 マーチクイーン 牝2黒鹿54 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤士津八 日高 槇本牧場 448－ 4 （競走中止） 334．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 50，074，700円 複勝： 159，675，900円 枠連： 17，248，700円
馬連： 64，167，900円 馬単： 46，113，600円 ワイド： 63，177，900円
3連複： 101，296，800円 3連単： 172，927，200円 計： 674，682，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 170円 � 110円 � 170円 枠 連（1－2） 360円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 240円 �� 760円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 10，660円

票 数

単勝票数 計 500747 的中 � 38737（4番人気）
複勝票数 計1596759 的中 � 98495（3番人気）� 1045072（1番人気）� 98398（4番人気）
枠連票数 計 172487 的中 （1－2） 36898（1番人気）
馬連票数 計 641679 的中 �� 102472（1番人気）
馬単票数 計 461136 的中 �� 16447（7番人気）
ワイド票数 計 631779 的中 �� 72036（1番人気）�� 17934（10番人気）�� 61246（3番人気）
3連複票数 計1012968 的中 ��� 67371（2番人気）
3連単票数 計1729272 的中 ��� 11751（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―35．4―47．8―1：00．0―1：12．2―1：23．8―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．4
3 7（10，15）（1，16）（3，12）（2，4，9，14）（6，13，11，18）8，17 4 7，10，15（1，3，12，16）14（2，4）（6，11）8（17，9，13，18）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ル コ ス �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．8．18 小倉2着

2017．2．14生 牡2鹿 母 ランズエッジ 母母 ウインドインハーヘア 3戦1勝 賞金 8，550，000円
〔競走中止〕 マーチクイーン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモグラシエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月15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。



3406512月15日 晴 良 （1阪神5） 第6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

66 ヴァーダイト 牡2黒鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486 ―2：02．6 3．4�
77 ヒートオンビート 牡2鹿 55 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 464 ―2：03．34 5．7�
89 ウィズダイヤモンズ 牝2鹿 54 国分 優作 �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 404 ―2：03．51� 49．6�
44 メ ラ ー キ 牡2青鹿55 C．スミヨン 大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480 ―2：03．6� 2．1�

（仏）

55 エピキュール 牡2黒鹿55 R．ムーア 江馬 由将氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 520 ―2：03．81� 14．3	
（英）

22 ユ ウ ゲ ン 牡2鹿 55 O．マーフィー 林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 502 ―2：04．11� 11．0

（英）

11 ア ル サ ト ワ 牡2鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510 ―2：04．2クビ 16．7�

（英）

88 テイエムジョーカー 牡2栗 55 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 順一 456 ―2：09．0大差 155．2�
33 メイショウシャガ 牡2黒鹿55 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 498 ―2：15．3大差 76．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 57，166，200円 複勝： 52，328，900円 枠連： 9，464，300円
馬連： 57，962，900円 馬単： 37，722，000円 ワイド： 40，407，300円
3連複： 77，581，700円 3連単： 152，119，300円 計： 484，752，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 210円 � 710円 枠 連（6－7） 830円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，160円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 13，150円

票 数

単勝票数 計 571662 的中 � 142455（2番人気）
複勝票数 計 523289 的中 � 103369（2番人気）� 66604（3番人気）� 14299（7番人気）
枠連票数 計 94643 的中 （6－7） 8817（3番人気）
馬連票数 計 579629 的中 �� 63189（3番人気）
馬単票数 計 377220 的中 �� 23975（4番人気）
ワイド票数 計 404073 的中 �� 41179（3番人気）�� 8292（15番人気）�� 4671（18番人気）
3連複票数 計 775817 的中 ��� 12066（16番人気）
3連単票数 計1521193 的中 ��� 8381（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．8―38．2―51．4―1：04．0―1：16．4―1：28．1―1：39．2―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァーダイト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2017．2．18生 牡2黒鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムジョーカー号・メイショウシャガ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

1月15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15日 晴 良 （1阪神5） 第6日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時55分 （ダート・右）

牝；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 スズカパイロット 牝2青 54 幸 英明永井 啓弍氏 西浦 勝一 むかわ 新井牧場 470 ―1：26．7 9．8�
814 カ レ ン リ ズ 牝2栗 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 平取 びらとり牧場 436 ― 〃 ハナ 12．9�
610 メタモルフォーゼ 牝2鹿 54 C．ルメール�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 448 ―1：27．12� 4．0�
22 クインズヴィヴィ 牝2青 54 福永 祐一亀田 和弘氏 野中 賢二 浦河 高昭牧場 492 ―1：27．2� 4．5�
34 オーシャンズ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 金成吉田牧場 490 ―1：28．05 4．0�
33 ケリーズアリュール 牝2栗 54 武 豊 	シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 416 ―1：28．21� 6．4

69 ク ロ リ 牝2鹿 54

52 △岩田 望来 	二風谷ファーム 松永 昌博 平取 二風谷ファーム 464 ―1：28．51� 182．1�
712 ゼットピアレス 牝2黒鹿54 川須 栄彦	フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 484 ―1：28．71� 153．2�
711 セ ル シ ア ナ 牝2栗 54 岩崎 翼村上 憲政氏 上村 洋行 新ひだか 岡田牧場 414 ―1：29．12� 27．2
46 モズタンポポ 牝2黒鹿54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 惣田 英幸 428 ―1：29．31 81．0�
11 オーサムゲイル 牝2鹿 54 O．マーフィー 	シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 414 ― 〃 クビ 40．1�

（英）

57 ミッシーコルザ 牝2鹿 54 国分 優作	三嶋牧場 石橋 守 浦河 三嶋牧場 450 ―1：29．51 25．6�
813 サウンドポポ 牝2鹿 54 松岡 正海増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 原 フアーム 454 ―1：29．6� 144．2�
58 サンシャインワン 牝2栗 54 和田 竜二MYI馬主組合 村山 明 新ひだか 飯岡牧場 446 ―1：31．7大差 139．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，703，900円 複勝： 55，887，000円 枠連： 15，867，700円
馬連： 61，117，600円 馬単： 30，896，300円 ワイド： 48，226，900円
3連複： 88，655，900円 3連単： 106，604，900円 計： 450，960，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 240円 � 260円 � 160円 枠 連（4－8） 5，220円

馬 連 �� 5，410円 馬 単 �� 13，160円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 710円 �� 990円

3 連 複 ��� 9，160円 3 連 単 ��� 68，760円

票 数

単勝票数 計 437039 的中 � 37423（5番人気）
複勝票数 計 558870 的中 � 56290（5番人気）� 48912（6番人気）� 106026（1番人気）
枠連票数 計 158677 的中 （4－8） 2355（18番人気）
馬連票数 計 611176 的中 �� 8742（20番人気）
馬単票数 計 308963 的中 �� 1760（45番人気）
ワイド票数 計 482269 的中 �� 7822（17番人気）�� 17963（8番人気）�� 12441（13番人気）
3連複票数 計 886559 的中 ��� 7257（36番人気）
3連単票数 計1066049 的中 ��� 1124（220番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．4―12．8―12．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．3―49．1―1：01．7―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカパイロット �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 スズカマンボ 初出走

2017．3．17生 牝2青 母 スリーアフロディテ 母母 アイライクスズカ 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15日 晴 良 （1阪神5） 第6日 第7競走 ��
��1，800�2歳1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （ダート・右）
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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

812� イモータルスモーク 牡2鹿 55 福永 祐一�レッドマジック金成 貴史 米
Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

490± 01：54．3 35．7�
11 フィロロッソ 牡2鹿 55 C．ルメール �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 468＋ 81：54．61� 5．6�
710 キンノマサカリ 牡2黒鹿55 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 21：54．91� 2．1�
69 ヴ ォ ル ス ト 牡2鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 桜井牧場 500± 01：55．21� 56．4�
56 アポロアベリア 牡2栗 55 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 日高 三輪 幸子 528＋10 〃 クビ 113．7	
57 イ バ ル 牡2青鹿 55

53 △岩田 望来杉澤 光雄氏 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 494－ 21：55．3	 10．5

813 ベ レ ヌ ス 牡2鹿 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 506－101：55．93	 82．7�
45 ダノンアレー 牡2黒鹿55 O．マーフィー �ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 498＋ 81：56．0	 4．9�

（英）

33 フェイバリット 牡2黒鹿55 坂井 瑠星島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 440－10 〃 ハナ 165．4�

22 シホノレジーナ 牝2栗 54 武 豊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞
湖 レイクヴィラファーム 490＋ 4 〃 クビ 30．3�
711 キョウエイゴー 牡2黒鹿55 古川 吉洋田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 松浦牧場 494－ 2 〃 同着 29．1�
44 ハクアイウィンザー 牡2鹿 55 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 520－ 21：57．06 22．8�
68 � ターキッシュパレス 牡2青鹿55 W．ビュイックゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 484± 02：00．5大差 12．9�

（英）

（13頭）

売 得 金
単勝： 61，838，300円 複勝： 74，677，100円 枠連： 16，436，200円
馬連： 91，251，700円 馬単： 45，718，100円 ワイド： 72，150，400円
3連複： 131，609，200円 3連単： 175，375，000円 計： 669，056，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，570円 複 勝 � 480円 � 160円 � 110円 枠 連（1－8） 4，520円

馬 連 �� 8，380円 馬 単 �� 20，800円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 970円 �� 260円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 62，320円

票 数

単勝票数 計 618383 的中 � 14684（9番人気）
複勝票数 計 746771 的中 � 23949（9番人気）� 115110（2番人気）� 244618（1番人気）
枠連票数 計 164362 的中 （1－8） 2814（15番人気）
馬連票数 計 912517 的中 �� 8433（24番人気）
馬単票数 計 457181 的中 �� 1648（50番人気）
ワイド票数 計 721504 的中 �� 8299（22番人気）�� 17594（12番人気）�� 83900（1番人気）
3連複票数 計1316092 的中 ��� 24949（14番人気）
3連単票数 計1753750 的中 ��� 2040（179番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．3―13．1―12．7―12．6―12．5―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．0―50．1―1：02．8―1：15．4―1：27．9―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�イモータルスモーク �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Machiavellian デビュー 2019．9．8 中山1着

2017．4．29生 牡2鹿 母 Bellini Sunrise 母母 Harbour Club 4戦2勝 賞金 16，200，000円
〔制裁〕 イモータルスモーク号の騎手福永祐一は，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：1

番）
〔その他〕 キンノマサカリ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ターキッシュパレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月15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。

3406812月15日 晴 良 （1阪神5） 第6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56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

89 パンコミード 牡4黒鹿57 O．マーフィー 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 540＋161：53．9 2．7�
（英）

22 ナイルデルタ 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 488－ 61：54．21� 16．0�
66 ハイクアウト �5鹿 57

55 △岩田 望来�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 520－ 41：54．3� 5．8�
77 テイエムギフテッド 牡4黒鹿57 川田 将雅竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 464－ 61：54．72� 4．8�
11 スパンキーワールド �3栗 56 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 杵臼牧場 506－ 41：55．01� 28．8	
88 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 516＋ 41：55．63� 57．5

44 メイショウソテツ 牡3青 56 幸 英明松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 508－ 4 〃 アタマ 9．1�
33 アイキャンテーラー 牡3栗 56 松山 弘平中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 486－ 21：56．55 3．5�

（8頭）
55 ルンルンキャット 牝3黒鹿54 岩崎 翼�髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 444－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 46，973，200円 複勝： 55，579，200円 枠連： 10，342，600円
馬連： 72，061，100円 馬単： 45，236，700円 ワイド： 51，135，200円
3連複： 99，091，300円 3連単： 181，842，300円 計： 562，261，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 240円 � 170円 枠 連（2－8） 2，400円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 830円 �� 420円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 15，150円

票 数

単勝票数 差引計 469732（返還計 2405） 的中 � 138495（1番人気）
複勝票数 差引計 555792（返還計 2969） 的中 � 115662（2番人気）� 48277（6番人気）� 87139（3番人気）
枠連票数 差引計 103426（返還計 3210） 的中 （2－8） 3330（9番人気）
馬連票数 差引計 720611（返還計 10627） 的中 �� 24905（10番人気）
馬単票数 差引計 452367（返還計 5848） 的中 �� 9876（16番人気）
ワイド票数 差引計 511352（返還計 8240） 的中 �� 15374（12番人気）�� 33732（6番人気）�� 14378（14番人気）
3連複票数 差引計 990913（返還計 32882） 的中 ��� 19173（16番人気）
3連単票数 差引計1818423（返還計 46977） 的中 ��� 8701（63番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―14．0―12．7―12．6―12．4―12．0―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．9―51．6―1：04．2―1：16．6―1：28．6―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パンコミード 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．1．28 東京4着

2015．2．2生 牡4黒鹿 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 7戦2勝 賞金 17，836，000円
〔競走除外〕 ルンルンキャット号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻3分遅延。
※ルンルンキャット号は，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。



3406912月15日 晴 良 （1阪神5） 第6日 第9競走 ��
��1，200�

ほ く せ つ

北 摂 特 別
発走14時25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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

35 � ショウナンアリアナ 牝3鹿 54 C．ルメール 国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-
ente Holding 422± 01：09．1 5．8�

24 キャスパリーグ 牝5鹿 55 R．ムーア 杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 466＋ 6 〃 ハナ 3．2�
（英）

611 メ ー プ ル 牝4黒鹿55 岩田 望来土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 500－ 4 〃 クビ 56．0�
510� ヴォイスオブジョイ 牝3鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 456＋ 21：09．2	 8．4�

12 レッドベレーザ 牝3鹿 54 O．マーフィー �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 428＋ 8 〃 ハナ 8．0�
（英）

816 タマモメイトウ 牡3黒鹿56 古川 吉洋タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 484＋101：09．3クビ 69．7	
48 グ ラ ナ タ ス 牡3鹿 56 福永 祐一 
サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 474－ 2 〃 クビ 25．0�
612 ラブミーファイン 牝3鹿 54 和田 竜二小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 462＋181：09．4	 22．8�
59 ウインオルビット 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B494＋ 81：09．5クビ 195．4
714 ファビュラスギフト 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 クビ 61．8�
11 ウインハートビート 牡6栗 57 藤岡 佑介�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 500＋ 81：09．6	 156．1�
713 エクレアスピード 牡3鹿 56 武 豊李 柱坤氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 468－ 21：09．7クビ 6．1�
36 レ ス ト ン ベ 牝3青鹿54 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 464－10 〃 アタマ 46．5�
47 ブ ー ザ ー 牡3青鹿56 C．スミヨン 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494－ 61：10．01
 6．7�
（仏）

815� ハーキーステップ 牡3青鹿56 岩田 康誠宮田美恵子氏 浜田多実雄 浦河 金成吉田牧場 480± 01：10．42	 55．1�
23 アロハブリーズ 牝3栗 54 四位 洋文
木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 466＋ 41：10．93 29．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，117，300円 複勝： 91，360，700円 枠連： 24，880，300円
馬連： 134，385，900円 馬単： 61，614，000円 ワイド： 90，367，700円
3連複： 189，164，200円 3連単： 230，030，000円 計： 885，920，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 140円 � 1，140円 枠 連（2－3） 640円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 340円 �� 4，410円 �� 3，690円

3 連 複 ��� 18，590円 3 連 単 ��� 81，590円

票 数

単勝票数 計 641173 的中 � 87010（2番人気）
複勝票数 計 913607 的中 � 136830（2番人気）� 231778（1番人気）� 13326（13番人気）
枠連票数 計 248803 的中 （2－3） 29685（1番人気）
馬連票数 計1343859 的中 �� 118714（1番人気）
馬単票数 計 616140 的中 �� 26180（3番人気）
ワイド票数 計 903677 的中 �� 79307（1番人気）�� 4848（46番人気）�� 5803（36番人気）
3連複票数 計1891642 的中 ��� 7631（49番人気）
3連単票数 計2300300 的中 ��� 2044（219番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―11．1―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．6―45．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ショウナンアリアナ �
�
父 Frankel �

�
母父 Kendargent デビュー 2018．6．24 函館4着

2016．2．26生 牝3鹿 母 Restiadargent 母母 Restia 15戦3勝 賞金 45，918，000円
〔発走状況〕 エクレアスピード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マッスルマサムネ号
※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。

3407012月15日 晴 良 （1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，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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

22 �	 モズダディー 牡4栗 57 C．ルメール 北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.
Oliver S. Tait B492± 01：33．0 2．9�

711 ディキシーナイト 牡3鹿 56 O．マーフィー �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 518± 01：33．21
 21．6�
（英）

57 ゴータイミング 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 クビ 3．5�
58 ア ガ ラ ス 牡3青鹿56 W．ビュイック �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 510± 01：33．41
 16．7�

（英）

45 ウ ー リ リ 牡3鹿 56 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506＋ 6 〃 クビ 19．3	

712 ロ ラ イ マ �6鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 462＋121：33．61
 131．2

813 メイショウオーパス 牡4黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 510± 0 〃 クビ 9．6�
46 ト ラ イ ン 牡4鹿 57 松山 弘平大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 460± 01：33．7クビ 19．2�
814 ブランノワール 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456＋14 〃 クビ 7．6
34 メリーメーキング 牡3黒鹿56 池添 謙一前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 454－ 81：33．91
 117．8�
610 ミッキーブリランテ 牡3鹿 56 坂井 瑠星野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 〃 クビ 9．8�
11 クライムメジャー 牡5栗 57 R．ムーア �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 528＋121：34．43 56．0�

（英）

69 クリアザトラック 牡5鹿 57 岩田 望来金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：34．5 107．7�

33 サンラモンバレー 牡4鹿 57 C．スミヨン 金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：34．71
 23．9�

（仏）

（14頭）

売 得 金
単勝： 90，949，600円 複勝： 134，991，600円 枠連： 43，018，000円
馬連： 207，780，300円 馬単： 85，039，600円 ワイド： 138，727，700円
3連複： 303，584，800円 3連単： 369，852，500円 計： 1，373，944，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 400円 � 130円 枠 連（2－7） 3，250円

馬 連 �� 3，950円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 250円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 4，370円 3 連 単 ��� 23，970円

票 数

単勝票数 計 909496 的中 � 244414（1番人気）
複勝票数 計1349916 的中 � 304563（2番人気）� 55564（9番人気）� 305866（1番人気）
枠連票数 計 430180 的中 （2－7） 10247（11番人気）
馬連票数 計2077803 的中 �� 40668（17番人気）
馬単票数 計 850396 的中 �� 11737（22番人気）
ワイド票数 計1387277 的中 �� 27973（14番人気）�� 167395（1番人気）�� 22628（19番人気）
3連複票数 計3035848 的中 ��� 52019（14番人気）
3連単票数 計3698525 的中 ��� 11183（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．9―46．6―58．3―1：09．6―1：20．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
	
モズダディー �

�
父 Scat Daddy �

�
母父 Smart Strike

2015．2．25生 牡4栗 母 Batalha 母母 Kopenhagen 12戦3勝 賞金 63，626，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 アガラス号の騎手W．ビュイックは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和元年12月21日から令和2年1月

5日まで騎乗停止。（被害馬：3番・1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。

２レース目



3407112月15日 晴 良 （1阪神5） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第71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 1，134，000円 324，000円 162，000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 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：32．7
1：32．3
1：33．3

良
良
良

36 サ リ オ ス 牡2栗 55 R．ムーア �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 538－ 21：33．0 2．0�
（英）

48 タイセイビジョン 牡2栗 55 武 豊田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：33．42� 5．8�
59 グ ラ ン レ イ 牡2鹿 55 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 452－ 41：33．61� 229．3�
714 タガノビューティー 牡2鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 6 〃 クビ 61．6�
713 プリンスリターン 牡2黒鹿55 原田 和真 �コスモヴューファーム 加用 正 日高 中館牧場 444＋ 41：33．81� 347．1	
11 ジュンライトボルト 牡2鹿 55 岩田 康誠河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454－ 41：33．9クビ 66．8

12 ビ ア ン フ ェ 牡2鹿 55 藤岡 佑介前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 538＋ 4 〃 アタマ 12．6�
816 ラウダシオン 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 01：34．0� 18．0�
47 ウイングレイテスト 牡2栗 55 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 492＋ 41：34．32 43．5
612 レッドベルジュール 牡2鹿 55 C．スミヨン �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 ハナ 5．9�

（仏）

24 	 トリプルエース 牡2青鹿55 W．ビュイックゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 468－101：34．4クビ 37．9�
（英）

611 カ リ ニ ー ト 牡2鹿 55 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 日高 高柳 隆男 460－ 61：34．93 453．0�
35 マイネルグリット 牡2栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 41：35．85 174．2�
510 エ グ レ ム ニ 牡2鹿 55 福永 祐一吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 クビ 146．8�
815 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 460－ 61：36．54 117．0�
23 ペールエール 牡2栗 55 O．マーフィー 林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492－ 21：37．03 8．8�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 741，306，700円 複勝： 789，532，200円 枠連： 313，218，100円 馬連： 1，724，366，000円 馬単： 880，899，500円
ワイド： 996，836，000円 3連複： 2，964，571，800円 3連単： 5，628，223，100円 5重勝： 612，313，400円 計： 14，651，266，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 190円 � 2，360円 枠 連（3－4） 530円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 310円 �� 6，240円 �� 13，830円

3 連 複 ��� 38，080円 3 連 単 ��� 90，260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����� 273，700円

票 数

単勝票数 計7413067 的中 � 3043972（1番人気）
複勝票数 計7895322 的中 � 2621295（1番人気）� 1013883（4番人気）� 49144（14番人気）
枠連票数 計3132181 的中 （3－4） 455223（1番人気）
馬連票数 計17243660 的中 �� 2008032（2番人気）
馬単票数 計8808995 的中 �� 695243（2番人気）
ワイド票数 計9968360 的中 �� 965987（2番人気）�� 37480（39番人気）�� 16800（63番人気）
3連複票数 計29645718 的中 ��� 58383（78番人気）
3連単票数 計56282231 的中 ��� 45203（232番人気）
5重勝票数 計6123134 的中 ����� 1566

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．6―11．8―11．8―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．7―33．8―45．4―57．2―1：09．0―1：20．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．8
3 2，15（4，6）（7，10）3，16（1，5，13）（12，8）－14－9，11 4 2，15（4，6）10（7，16）（3，5，13，8）（1，12，14）－9－11

勝馬の
紹 介

サ リ オ ス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lomitas デビュー 2019．6．2 東京1着

2017．1．23生 牡2栗 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 3戦3勝 賞金 111，449，000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15日 晴 良 （1阪神5） 第6日 第12競走 ��
��1，200�

た か さ ご

高 砂 特 別
発走16時20分 （ダート・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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

815 クリノサンレオ 牡6栗 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 468± 01：12．0 56．1�
713� ピ ア シ ッ ク 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

490－ 21：12．1	 2．9�
59 � ヒップホップスワン 牝5栗 55 福永 祐一吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 506－ 2 〃 クビ 8．6�
612 ゴッドバンブルビー 牝3栗 54 藤岡 佑介中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 456－ 21：12．2クビ 15．9�
24 
 リュウシンベガス 牡5黒鹿57 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 498－ 41：12．3	 132．4	
510 メイショウバイタル 牡4青鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 510± 0 〃 クビ 46．4

23 ロングベスト 牡5鹿 57 幸 英明中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 514－ 61：12．4	 10．2�
611 オンリーワンスター 牝6鹿 55 岩崎 翼�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 460＋ 21：12．5� 181．2
714 パラーティウム 牝3黒鹿54 C．ルメール �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480± 01：12．6クビ 4．3�
36 サーストンバーラム 牡3栗 56 岩田 望来齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 456－ 61：13．23	 32．2�
47 ミトノアミーゴ 牡4栗 57 四位 洋文ロイヤルパーク 武 英智 浦河 ディアレスト

クラブ 470＋ 4 〃 クビ 271．8�
48 カモンスプリング 牡3鹿 56 松岡 正海石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 498－ 41：13．3クビ 95．4�
11 アカツキジョー 牡4栗 57 和田 竜二河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 508＋ 41：13．83 22．7�
35 ヴァリアント 牡3青鹿56 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新冠 守矢牧場 472＋ 41：14．22	 7．2�
816 セプタリアン 牡3鹿 56 C．スミヨン 吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B500± 01：14．73 8．5�

（仏）

12 ホッコーシェルビー 牡3黒鹿56 坂井 瑠星北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 492－ 41：16．18 127．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 138，886，600円 複勝： 165，094，600円 枠連： 71，392，400円
馬連： 270，689，700円 馬単： 125，232，900円 ワイド： 205，939，800円
3連複： 432，157，100円 3連単： 620，932，600円 計： 2，030，325，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，610円 複 勝 � 760円 � 140円 � 250円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 8，060円 馬 単 �� 24，600円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 3，930円 �� 580円

3 連 複 ��� 14，400円 3 連 単 ��� 176，330円

票 数

単勝票数 計1388866 的中 � 19780（11番人気）
複勝票数 計1650946 的中 � 40593（10番人気）� 413869（1番人気）� 160710（3番人気）
枠連票数 計 713924 的中 （7－8） 82961（3番人気）
馬連票数 計2706897 的中 �� 26000（26番人気）
馬単票数 計1252329 的中 �� 3818（67番人気）
ワイド票数 計2059398 的中 �� 23939（25番人気）�� 12878（39番人気）�� 98689（3番人気）
3連複票数 計4321571 的中 ��� 22500（45番人気）
3連単票数 計6209326 的中 ��� 2553（468番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．8―11．8―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．5―47．3―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノサンレオ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2015．11．7 京都5着

2013．5．18生 牡6栗 母 クリノビリオネア 母母 オプトライアン 39戦4勝 賞金 69，335，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時25分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホッコーシェルビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月15日まで平地

競走に出走できない。
※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。
（非抽選馬） 3頭 クリムズンフラッグ号・スターペスマリア号・ニホンピロマドン号
※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。

５レース目



（1阪神5）第6日 12月15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 173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
27，170，000円
3，180，000円
38，130，000円
72，908，500円
5，064，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
1，424，617，000円
1，792，216，200円
568，781，100円
2，872，734，500円
1，464，918，100円
1，869，913，300円
4，680，261，600円
7，997，332，200円
612，313，400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
5 重 勝
計 23，283，087，400円

総入場人員 26，670名 （有料入場人員 24，883名）
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