
3202511月14日 晴 良 （2阪神5） 第3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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

55 シゲルセンム 牝2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 浦河 �川 啓一 454－ 41：13．2 5．4�
68 メイショウツワブキ 牝2栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 460± 01：13．62� 8．1�
710 エナジーロッソ 牝2鹿 54 �島 良太 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 476± 0 〃 ハナ 1．7�
811 シ ゲ ル リ ジ 牝2鹿 54 坂井 瑠星森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 456－ 2 〃 ハナ 47．6�
56 ダイメイイースター 牝2黒鹿54 池添 謙一宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 444－ 21：13．7� 82．7�
44 ビービーダルク 牝2鹿 54 武 豊	坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 458－ 21：14．33� 7．9

11 ザベストデイ 牝2栗 54 藤岡 佑介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 浦河 グランデファーム 442－ 21：14．51� 14．1�
22 ラグラスドシエル 牝2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真梶本 尚嗣氏 浅見 秀一 新ひだか 小河 豊水 438－ 41：14．92� 34．7�
79 アラタマリスト 牝2栗 54 田中 健荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 432－ 21：15．32� 358．2
33 ウォーターパフィン 牝2鹿 54 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 484－ 41：15．4アタマ 138．4�
812 ラガーナギクイーン 牝2鹿 54 国分 恭介奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 448＋ 81：15．93 197．4�
67 テイケイラウレア 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 444－12 〃 クビ 53．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，780，200円 複勝： 69，184，900円 枠連： 7，033，700円
馬連： 45，089，700円 馬単： 26，156，400円 ワイド： 42，608，300円
3連複： 76，334，800円 3連単： 98，941，600円 計： 400，129，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連（5－6） 1，520円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 450円 �� 180円 �� 240円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 9，580円

票 数

単勝票数 計 347802 的中 � 53630（2番人気）
複勝票数 計 691849 的中 � 71146（2番人気）� 60222（3番人気）� 404381（1番人気）
枠連票数 計 70337 的中 （5－6） 3585（5番人気）
馬連票数 計 450897 的中 �� 18231（6番人気）
馬単票数 計 261564 的中 �� 4967（13番人気）
ワイド票数 計 426083 的中 �� 20199（6番人気）�� 69108（1番人気）�� 45097（2番人気）
3連複票数 計 763348 的中 ��� 71092（2番人気）
3連単票数 計 989416 的中 ��� 7486（28番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．2―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―36．2―48．5―1：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．0
3 ・（5，11）（4，8，10）－6，1，9（2，7）12，3 4 ・（5，11）10（4，8）6（1，9）2，7，12－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルセンム �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．7．18 阪神2着

2018．4．29生 牝2黒鹿 母 オースミアザレア 母母 オースミハルカ 6戦1勝 賞金 11，010，000円

3202611月14日 晴 良 （2阪神5） 第3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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

814 タイキドミニオン 牡2鹿 55 北村 友一�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 504＋ 41：54．5 4．7�

33 メイショウキリモン 牡2栗 55
54 ☆団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 466－ 81：54．92� 2．7�

46 ラブオブマイライフ 牝2栗 54 藤岡 康太吉田 千津氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 450－ 81：55．11� 6．0�
813 クリノドラゴン 牡2栗 55 国分 恭介栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 日高 宝寄山 拓樹 476± 01：55．52� 485．1�
11 サンライズボルト 牡2鹿 55 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 468＋ 41：55．92� 13．3�
610 レスペディーザ 牝2鹿 54 岩田 康誠	NICKS 松永 幹夫 日高 スマイルファーム 420－ 61：56．0クビ 34．1

22 	 ジャスパードリーム 牡2栗 55

52 ▲泉谷 楓真加藤 和夫氏 森 秀行 米 G. Watts
Humphrey Jr. 530＋ 41：56．32 21．7�

45 リリーマイウェー 牡2栗 55 酒井 学土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 賀張中川牧場 482± 01：56．51� 59．5�
712	 アメリカンマッハ 牡2鹿 55 川田 将雅 	吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

504＋ 41：57．67 4．5
58 シルヴェスター 牡2栗 55 坂井 瑠星	G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 498－ 61：57．81� 34．9�
69 ティエドゥール 牝2鹿 54 太宰 啓介加藤 誠氏 森田 直行 洞
湖 レイクヴィラファーム 486± 01：57．9� 216．8�
711 ハ ラ ジ ュ ク 牡2黒鹿 55

52 ▲原 優介三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 456＋ 61：58．32� 353．0�
34 ラ イ ム ン ダ 牝2鹿 54 松山 弘平椎名 節氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 B436－ 21：58．4� 33．3�
57 ケ ン シ ゲ ツ 牡2鹿 55 城戸 義政 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 羽月 友彦 宮崎 吉野 政敏 488＋ 41：58．93 543．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，187，500円 複勝： 45，564，600円 枠連： 6，898，600円
馬連： 46，434，500円 馬単： 21，433，900円 ワイド： 41，569，800円
3連複： 70，685，400円 3連単： 76，760，200円 計： 345，534，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 130円 � 150円 枠 連（3－8） 610円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 270円 �� 430円 �� 240円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 361875 的中 � 63903（3番人気）
複勝票数 計 455646 的中 � 68038（4番人気）� 106987（1番人気）� 71162（3番人気）
枠連票数 計 68986 的中 （3－8） 8674（2番人気）
馬連票数 計 464345 的中 �� 55921（1番人気）
馬単票数 計 214339 的中 �� 11698（3番人気）
ワイド票数 計 415698 的中 �� 39823（2番人気）�� 22367（5番人気）�� 47012（1番人気）
3連複票数 計 706854 的中 ��� 53620（1番人気）
3連単票数 計 767602 的中 ��� 12321（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．6―12．2―12．2―13．4―12．9―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．6―49．8―1：02．0―1：15．4―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイキドミニオン �
�
父 ダノンシャーク �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．7．12 福島6着

2018．2．22生 牡2鹿 母 ニチドウルチル 母母 ニチドウジョリーズ 5戦1勝 賞金 7，680，000円

第５回 阪神競馬 第３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



3202711月14日 晴 良 （2阪神5） 第3日 第3競走 ��1，200�2歳未勝利
発走11時05分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．5

良
良

11 テイエムトッキュウ 牡2鹿 55 北村 友一竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 478± 01：08．8 26．9�
47 サ ト ノ ア イ 牝2青鹿54 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 416± 01：09．01� 3．8�
712 ミエノベルル 牡2鹿 55 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 454＋ 41：09．1� 7．0�
46 スマートエミネンス 牡2芦 55 幸 英明大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 458± 01：09．2� 26．0�
58 カワカミカリーナ 牝2青鹿54 国分 優作 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 464－ 41：09．3� 10．4	
23 メイショウツツジ 牝2黒鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 422－ 61：09．4クビ 5．2

22 タガノスペルノヴァ 牡2青鹿55 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422－ 81：09．61� 7．3�
814 ニホンピロジャック 牡2黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 456－ 21：09．7� 81．2�
610 ブラックライフ 牝2青鹿54 岩田 康誠清水 義德氏 吉田 直弘 日高 広富牧場 428＋ 2 〃 ハナ 99．5
611 デイジームーン 牝2栗 54

53 ☆団野 大成�大樹ファーム 谷 潔 日高 千葉飯田牧場 434＋ 6 〃 アタマ 29．3�
34 ダンツアスカ 牝2黒鹿54 藤岡 康太山元 哲二氏 本田 優 登別 青藍牧場 448－ 21：10．23 430．1�
713 アッシュグレー 牝2芦 54 柴山 雄一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 パカパカ

ファーム 442＋ 41：11．26 72．1�
815 アイアンムスメ 牝2鹿 54 福永 祐一西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 436± 01：11．73 4．9�
59 イッツアメモリー 牝2黒鹿54 城戸 義政�ミルファーム 清水 英克 浦河 南部 功 416－ 61：12．02 137．9�
35 ブーゲンビリア 牝2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 432＋12 〃 クビ 426．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，964，800円 複勝： 54，660，600円 枠連： 8，588，700円
馬連： 51，661，000円 馬単： 20，820，600円 ワイド： 47，871，300円
3連複： 83，180，500円 3連単： 77，031，800円 計： 378，779，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，690円 複 勝 � 730円 � 160円 � 200円 枠 連（1－4） 4，070円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 7，680円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 2，460円 �� 440円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 43，390円

票 数

単勝票数 計 349648 的中 � 10981（8番人気）
複勝票数 計 546606 的中 � 14379（9番人気）� 104280（1番人気）� 76754（4番人気）
枠連票数 計 85887 的中 （1－4） 1633（15番人気）
馬連票数 計 516610 的中 �� 12164（14番人気）
馬単票数 計 208206 的中 �� 2032（33番人気）
ワイド票数 計 478713 的中 �� 9677（15番人気）�� 4692（28番人気）�� 30492（1番人気）
3連複票数 計 831805 的中 ��� 10277（21番人気）
3連単票数 計 770318 的中 ��� 1287（157番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．3―11．4―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．4―45．8―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムトッキュウ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．7．18 阪神13着

2018．5．14生 牡2鹿 母 アグネスナチュラル 母母 アグネスアテーナー 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イッツアメモリー号・ブーゲンビリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月

14日まで平地競走に出走できない。

3202811月14日 晴 良 （2阪神5） 第3日 第4競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走11時35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

59 レ デ ィ バ グ 牝2青鹿54 酒井 学 �ゴールドアップ・
カンパニー 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 450 ―1：25．6 51．8�

47 ヒ ヤ 牡2鹿 55 川田 将雅山口 正行氏 �島 一歩 日高 若林 順一 448 ―1：26．45 7．5�
713 メイショウヒューマ 牡2鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 486 ―1：26．61� 6．1�
815 ノーブルグレイス 牝2鹿 54 藤岡 佑介吉木 伸彦氏 宮本 博 平取 稲原牧場 452 ―1：27．45 23．6�
612 ウエストンバート 牡2鹿 55 武 豊�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 530 ― 〃 クビ 4．6	
23 テイエムハヤテオー 牡2栗 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 464 ―1：28．78 64．0

816 ヴ ォ ル ガ 牝2栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 484 ―1：28．8� 6．5�
714 オメガセイレーン 牝2芦 54 北村 友一原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 450 ―1：28．9� 6．6�
510 ベンチャーアウト 牡2栗 55 松山 弘平 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 日高 碧雲牧場 504 ―1：29．11
 4．8
48 キトゥンズマーチ 牝2鹿 54 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 468 ―1：29．42 22．8�
24 ア カ ト ン ボ 牝2栗 54 太宰 啓介�イクタ 田所 秀孝 池田 高橋 正三 462 ―1：30．14 238．3�
35 ボディダブル 牡2黒鹿55 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 504 ― 〃 ハナ 94．1�
11 メ デ ィ シ ス 牝2鹿 54 小牧 太中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 494 ―1：31．59 67．0�
611 ビ ス バ ル ト 牡2栗 55 川須 栄彦 �YGGホースクラブ 石橋 守 新冠 川上牧場 484 ―1：31．81� 125．3�
12 ヒドゥンジェム 牡2青 55 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 464 ―1：32．33 122．6�
36 ニホンピロビグラス 牡2鹿 55 田中 健小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 480 ―1：34．4大差 167．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，784，200円 複勝： 44，407，700円 枠連： 10，575，200円
馬連： 42，897，200円 馬単： 19，087，700円 ワイド： 37，623，700円
3連複： 65，263，200円 3連単： 65，434，100円 計： 318，073，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，180円 複 勝 � 880円 � 260円 � 210円 枠 連（4－5） 1，210円

馬 連 �� 11，280円 馬 単 �� 41，370円

ワ イ ド �� 3，610円 �� 2，180円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 17，610円 3 連 単 ��� 228，070円

票 数

単勝票数 計 327842 的中 � 5368（9番人気）
複勝票数 計 444077 的中 � 10726（9番人気）� 46557（5番人気）� 61984（3番人気）
枠連票数 計 105752 的中 （4－5） 6763（7番人気）
馬連票数 計 428972 的中 �� 2945（31番人気）
馬単票数 計 190877 的中 �� 346（91番人気）
ワイド票数 計 376237 的中 �� 2627（32番人気）�� 4409（22番人気）�� 9699（15番人気）
3連複票数 計 652632 的中 ��� 2779（56番人気）
3連単票数 計 654341 的中 ��� 208（551番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．3―47．9―1：00．0―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F37．7
3 2（10，12，13）（3，7）5（8，9）（14，15）－（1，16）11－4＝6 4 ・（10，12，13）－（3，7，9）2（5，8）14，15，16，1－4＝11＝6

勝馬の
紹 介

レ デ ィ バ グ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2018．4．28生 牝2青鹿 母 フェバリットガール 母母 ソロシンガー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ウエストンバート号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ウエストンバート号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メディシス号・ビスバルト号・ヒドゥンジェム号・ニホンピロビグラス号は，「タイムオーバーによる

出走制限」のため，令和2年12月14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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ウォータークレスト号・シゲルブチョウ号・シズリングホット号・ジョイフルダンサー号・スナークタイカン号・

ワンダーチア号



3202911月14日 晴 良 （2阪神5） 第3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� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

44 アトミックフレア 牝2鹿 54 酒井 学天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 日高 オリオンファーム 436 ―1：35．2 18．0�
710 ウ ラ エ ウ ス 牡2青 55 武 豊吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 480 ―1：35．3� 6．9�
11 キ ネ シ ク ス 牡2栗 55 福永 祐一 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 450 ― 〃 ハナ 4．8�
812 エリカステラ 牝2鹿 54 北村 友一三木 正浩氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 416 ― 〃 ハナ 2．5�
711 ウルザブルン 牝2鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 440 ―1：35．5� 8．3�
813 レ ー ニ ア 牝2黒鹿54 岩田 康誠	ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452 ―1：35．71	 13．3

33 オーマイリーベ 牝2鹿 54 川須 栄彦薪浦 亨氏 石橋 守 新冠 松浦牧場 468 ―1：35．8� 43．9�
22 マ ラ ッ カ 牝2鹿 54 松山 弘平福田 光博氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 444 ― 〃 アタマ 11．5�
69 
 ウォータークレスト 牡2黒鹿 55

52 ▲泉谷 楓真吉田 千津氏 角居 勝彦 英 Shadai Farm 448 ―1：36．01 41．3
68 ブレスオブライフ 牡2鹿 55 荻野 琢真	フクキタル 寺島 良 新冠 パカパカ

ファーム 462 ― 〃 クビ 71．4�
56 ロードドレイク 牡2鹿 55 坂井 瑠星 	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 B446 ―1：36．21	 30．4�
45 シゲルオリンピア 牡2黒鹿55 幸 英明森中 蕃氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 486 ―1：37．37 92．0�

（ブルベアオリンピア）

57 コウユーオトコマエ 牡2鹿 55 古川 吉洋加治屋貞光氏 大根田裕之 浦河 大北牧場 468 ―1：42．0大差 252．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 38，710，600円 複勝： 42，063，200円 枠連： 8，770，000円
馬連： 41，535，200円 馬単： 19，953，700円 ワイド： 38，227，900円
3連複： 61，751，900円 3連単： 70，021，700円 計： 321，034，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 440円 � 210円 � 210円 枠 連（4－7） 2，210円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 10，670円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 2，010円 �� 620円

3 連 複 ��� 10，120円 3 連 単 ��� 91，800円

票 数

単勝票数 計 387106 的中 � 18169（7番人気）
複勝票数 計 420632 的中 � 20547（7番人気）� 58265（2番人気）� 57256（3番人気）
枠連票数 計 87700 的中 （4－7） 3067（8番人気）
馬連票数 計 415352 的中 �� 7115（18番人気）
馬単票数 計 199537 的中 �� 1402（42番人気）
ワイド票数 計 382279 的中 �� 5851（20番人気）�� 4733（25番人気）�� 16673（7番人気）
3連複票数 計 617519 的中 ��� 4574（37番人気）
3連単票数 計 700217 的中 ��� 553（298番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．5―48．1―1：00．7―1：12．2―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．5
3 12，9（1，4）－（2，10）（3，13）－（5，8）11，7－6 4 ・（12，4）（9，1）（2，10）6（3，13）（8，11）5＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アトミックフレア �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Bahri 初出走

2018．4．8生 牝2鹿 母 ミスティックソウル 母母 Mystic Rhythms 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウユーオトコマエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月14日まで平

地競走に出走できない。
※ウォータークレスト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3203011月14日 晴 良 （2阪神5） 第3日 第6競走 ��1，800�2歳未勝利
発走12時55分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：44．5

良
良

68 ビップランバン 牡2黒鹿55 川田 将雅鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 466＋101：45．6 1．9�
811 ブレーヴジャッカル 牡2栗 55 福永 祐一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468± 01：46．13 3．2�
55 タガノイグナイト 牡2鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 41：46．73� 33．7�
33 クローヴィス 牡2鹿 55 坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470± 01：46．8� 4．3�
710 ラインポラリス 牡2鹿 55 岩田 康誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 476－ 21：47．12 16．3�
56 レジュールウール 牝2鹿 54 川須 栄彦 	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 460± 01：47．3� 288．5

22 パレドジュスティス 牝2芦 54 幸 英明 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 460－ 41：47．4� 73．8�
79 トラウンシュタイン 牡2鹿 55 太宰 啓介	G1レーシング 奥村 豊 安平 追分ファーム 452＋ 4 〃 アタマ 267．3�
67 ショウナンライフク 牝2黒鹿 54

53 ☆団野 大成�湘南 西村 真幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋ 8 〃 アタマ 135．4
812 ゴットウェーブ 牡2鹿 55 松山 弘平後藤 進氏 武 英智 浦河 林 孝輝 500± 01：48．46 74．1�
44 ヤマニンバルトロ 牡2鹿 55 柴山 雄一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 474－ 21：48．71� 143．2�
11 ブラックアピス 牡2黒鹿 55

52 ▲泉谷 楓真藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 的場牧場 480－ 41：54．1大差 236．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 39，793，400円 複勝： 45，779，600円 枠連： 7，619，300円
馬連： 42，348，500円 馬単： 27，359，000円 ワイド： 33，789，700円
3連複： 63，627，600円 3連単： 113，178，000円 計： 373，495，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（6－8） 240円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 140円 �� 520円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 3，720円

票 数

単勝票数 計 397934 的中 � 170782（1番人気）
複勝票数 計 457796 的中 � 207626（1番人気）� 99404（2番人気）� 22813（5番人気）
枠連票数 計 76193 的中 （6－8） 24247（1番人気）
馬連票数 計 423485 的中 �� 128535（1番人気）
馬単票数 計 273590 的中 �� 51757（1番人気）
ワイド票数 計 337897 的中 �� 87302（1番人気）�� 13055（6番人気）�� 12096（8番人気）
3連複票数 計 636276 的中 ��� 32728（4番人気）
3連単票数 計1131780 的中 ��� 22053（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―35．1―47．0―58．9―1：10．7―1：22．1―1：33．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップランバン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．19 阪神2着

2018．2．5生 牡2黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 3戦1勝 賞金 9，200，000円
〔発走状況〕 ショウナンライフク号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔その他〕 ブラックアピス号は，1着馬がレコードタイムと同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。



3203111月14日 晴 良 （2阪神5） 第3日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

47 ワイドカント 牡3栗 56 松山 弘平幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 514＋141：25．0 4．4�
612 セカンドエフォート 牡7青鹿57 武 豊 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 516± 01：25．1� 11．6�
611 タケルラスティ 牡3栗 56 坂井 瑠星森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 490－ 21：25．2クビ 4．8�
36 キョウワウォール 牡4黒鹿57 柴田 未崎浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B484－ 5 〃 ハナ 71．3�
59 トライハード 牝3黒鹿54 池添 謙一長谷川光司氏 松田 国英 新冠 川上 悦夫 466± 0 〃 クビ 8．2�
12 エールショー 牡5芦 57 藤岡 康太	ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 21：25．41� 36．3

713 ナ ム ラ ボ ス 牡3鹿 56 水口 優也奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 468＋ 8 〃 クビ 124．9�
815 メイショウコミチ 牝4鹿 55 城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 450－101：25．5クビ 63．2�
24 ルドンカズマ 牡3鹿 56 和田 竜二合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 496＋ 41：25．6� 6．5
35 	 ベストチャーム 牝4鹿 55 川須 栄彦中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 430＋ 8 〃 ハナ 134．9�
714	 ブロッコリー 牡5鹿 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 490＋ 6 〃 クビ 11．7�
510 フィナールショコラ 牝3黒鹿54 福永 祐一吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 432＋181：25．7� 12．9�
48 フラベリフォーム 牡5鹿 57

56 ☆団野 大成水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 472－ 81：25．9� 65．1�
23 ティートラップ 牡3鹿 56 北村 友一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 456＋ 61：26．21� 5．1�
816	 メイショウオウギ 牝4芦 55 国分 優作松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 438＋ 61：26．3� 170．0�
11 	 ライブリーホーム 牡4鹿 57 太宰 啓介加藤 哲郎氏 石橋 守 新冠 大狩部牧場 512－111：29．0大差 262．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，228，400円 複勝： 56，063，400円 枠連： 13，198，400円
馬連： 58，846，000円 馬単： 21，644，400円 ワイド： 50，266，300円
3連複： 88，783，900円 3連単： 85，054，800円 計： 407，085，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 280円 � 150円 枠 連（4－6） 920円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 6，360円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 510円 �� 860円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 35，090円

票 数

単勝票数 計 332284 的中 � 60259（1番人気）
複勝票数 計 560634 的中 � 73302（3番人気）� 43618（6番人気）� 115664（1番人気）
枠連票数 計 131984 的中 （4－6） 11040（4番人気）
馬連票数 計 588460 的中 �� 11622（15番人気）
馬単票数 計 216444 的中 �� 2550（27番人気）
ワイド票数 計 502663 的中 �� 10230（15番人気）�� 26455（4番人気）�� 14850（11番人気）
3連複票数 計 887839 的中 ��� 11429（19番人気）
3連単票数 計 850548 的中 ��� 1757（113番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．2―12．3―12．3―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．7―59．0―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイドカント �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2019．12．8 阪神2着

2017．4．21生 牡3栗 母 アンニュイブルース 母母 エ ス ピ ヨ ン 6戦2勝 賞金 17，370，000円
※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 サンライズプラウ号
（非抽選馬） 2頭 マジックスピーチ号・レッドブロンクス号

3203211月14日 晴 良 （2阪神5） 第3日 第8競走 ��3，140�第22回京都ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード3：24．8良

11 タガノエスプレッソ 牡8鹿 60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 462＋ 23：29．6 6．8�

66 ブライトクォーツ 牡6鹿 60 西谷 誠 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 488－ 23：29．81� 42．4�
44 オジュウチョウサン 牡9鹿 62 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 516＋ 6 〃 クビ 1．1�
22 ビッグスモーキー �5鹿 60 植野 貴也 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 542＋ 2 〃 ハナ 18．6�
55 スズカプレスト 牡8鹿 61 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 468＋ 63：32．6大差 61．5	
33 ニシノベイオウルフ 牡5黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 500＋ 43：33．55 189．8


（6頭）

売 得 金
単勝： 224，030，900円 複勝： 134，546，800円 枠連： 発売なし
馬連： 40，876，100円 馬単： 53，348，300円 ワイド： 30，950，300円
3連複： 54，544，200円 3連単： 319，551，900円 計： 857，848，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 590円 � 1，700円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 270円 �� 110円 �� 160円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 9，520円

票 数

単勝票数 計2240309 的中 � 261938（2番人気）
複勝票数 計1345468 的中 � 95629（2番人気）� 30041（4番人気）
馬連票数 計 408761 的中 �� 11109（6番人気）
馬単票数 計 533483 的中 �� 7674（11番人気）
ワイド票数 計 309503 的中 �� 18078（6番人気）�� 109454（1番人気）�� 42927（2番人気）
3連複票数 計 545442 的中 ��� 113895（2番人気）
3連単票数 計3195519 的中 ��� 24333（20番人気）
上り 1マイル 1：43．5 4F 49．6－3F 37．1

コーナー
通過順位

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

�
�
・（1，4）2－6，5，3
1，4，2－6＝5，3

勝馬の
紹 介

タガノエスプレッソ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．8．23 新潟3着

2012．2．12生 牡8鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 障害：8戦4勝 賞金 97，824，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



3203311月14日 晴 良 （2阪神5） 第3日 第9競走 ��
��2，000�

き し わ だ

岸和田ステークス
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：57．2
1：56．1

良
良

33 ポ タ ジ ェ 牡3鹿 55 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：58．4 1．3�

66 ダノンマジェスティ 牡5鹿 57 和田 竜二�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496＋16 〃 クビ 12．1�
77 マイネルウィルトス 牡4黒鹿57 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 476＋ 81：59．03� 6．8�
88 シ フ ル マ ン 牡4芦 57 松山 弘平�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 506－141：59．2	 18．4�
22 スズカフューラー 牡6栗 57 団野 大成永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 430－ 2 〃 クビ 135．0�
44 ナムラドノヴァン 牡5鹿 57 坂井 瑠星奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 496＋ 61：59．3クビ 58．3	
89 イノセントミューズ 牝4鹿 55 北村 友一 
社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 488＋ 21：59．4� 58．6�
55 チェーンオブラブ 牝3栗 53 池添 謙一前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋101：59．82� 12．3�
11 スズカロング 牡6鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 494± 01：59．9� 9．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 50，605，100円 複勝： 195，913，000円 枠連： 9，786，100円
馬連： 64，880，600円 馬単： 45，662，300円 ワイド： 55，044，300円
3連複： 91，234，300円 3連単： 244，211，700円 計： 757，337，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 180円 � 130円 枠 連（3－6） 730円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 300円 �� 160円 �� 650円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，820円

票 数

単勝票数 計 506051 的中 � 301493（1番人気）
複勝票数 計1959130 的中 � 1591044（1番人気）� 55010（5番人気）� 101030（2番人気）
枠連票数 計 97861 的中 （3－6） 10322（5番人気）
馬連票数 計 648806 的中 �� 69731（4番人気）
馬単票数 計 456623 的中 �� 39153（4番人気）
ワイド票数 計 550443 的中 �� 42320（5番人気）�� 112168（1番人気）�� 16974（9番人気）
3連複票数 計 912343 的中 ��� 77612（3番人気）
3連単票数 計2442117 的中 ��� 62668（7番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．1―11．8―11．4―11．6―11．6―11．5―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．2―48．0―59．4―1：11．0―1：22．6―1：34．1―1：45．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポ タ ジ ェ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome Again デビュー 2019．9．29 中山1着

2017．2．4生 牡3鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 7戦4勝 賞金 66，605，000円
※チェーンオブラブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3203411月14日 晴 良 （2阪神5） 第3日 第10競走 ��
��1，800�

ま や

摩耶ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．11．9以降2．11．8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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

12 テーオーケインズ 牡3栗 55 松山 弘平小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 488± 01：52．3 2．0�
23 タイガーインディ 牡3黒鹿54 柴山 雄一伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 450－ 41：52．62 44．9�
11 マ リ オ 牡5鹿 54 団野 大成サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 502＋ 21：52．7クビ 59．8�
47 ヴァイトブリック 牡4青鹿55 岩田 康誠 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 496－ 61：53．01� 34．8�
48 スマートフルーレ 牝4黒鹿54 武 豊大川 徹氏 南井 克巳 浦河 高松牧場 522± 01：53．1� 4．4�
713 マッスルビーチ 牡4黒鹿55 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470± 01：53．2� 11．9	
612 エ ス ト 牝4鹿 52 古川 吉洋大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋12 〃 クビ 171．5

59 	 エイシンアメンラー 牡3栗 54 藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 米 Team Block 498＋ 61：53．41 15．2�
815
 アイアムレジェンド 牡4鹿 55 和田 竜二�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 494± 0 〃 クビ 19．3
35 パキュートハート 牡5鹿 54 太宰 啓介中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 528± 0 〃 ハナ 94．6�
714 ワンダーウマス 牡6鹿 54 �島 良太山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 488－ 81：54．35 94．9�
816 アルコレーヌ 牝3栃栗52 川田 将雅 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：54．51 5．3�
510	 イッツリット 牡4栗 54 坂井 瑠星�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Betz, Burns, Mag-
ers, CoCo Equine
& Terra Racing

488－141：54．71� 175．7�
24 アスターマリンバ 牡3黒鹿53 国分 恭介加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 526＋ 6 〃 クビ 56．6�
611 メイショウソテツ 牡4青 55 幸 英明松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 B516± 01：56．29 40．3�
36 ミ ラ ビ リ ア 牝5栗 51 原 優介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 61：56．51� 192．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 66，262，400円 複勝： 87，617，200円 枠連： 27，626，100円
馬連： 132，331，800円 馬単： 55，770，300円 ワイド： 101，876，200円
3連複： 205，647，600円 3連単： 249，652，800円 計： 926，784，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 840円 � 860円 枠 連（1－2） 1，810円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，260円 �� 13，990円

3 連 複 ��� 34，030円 3 連 単 ��� 104，980円

票 数

単勝票数 計 662624 的中 � 259280（1番人気）
複勝票数 計 876172 的中 � 250912（1番人気）� 20356（9番人気）� 19843（10番人気）
枠連票数 計 276261 的中 （1－2） 11766（6番人気）
馬連票数 計1323318 的中 �� 27654（11番人気）
馬単票数 計 557703 的中 �� 9020（16番人気）
ワイド票数 計1018762 的中 �� 18225（15番人気）�� 21341（11番人気）�� 1814（73番人気）
3連複票数 計2056476 的中 ��� 4532（88番人気）
3連単票数 計2496528 的中 ��� 1724（274番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．6―13．2―12．5―12．4―12．2―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―37．2―50．4―1：02．9―1：15．3―1：27．5―1：39．7

コーナー
通過順位

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

2
4
3（4，6）（2，8，11）（1，9，16）（12，15）7（13，10）14－5
3，4（2，8）（11，9）（1，12）（13，16）（7，6，15）（5，10，14）

勝馬の
紹 介

テーオーケインズ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．10．19 京都3着

2017．4．27生 牡3栗 母 マキシムカフェ 母母 カフェピノコ 8戦4勝 賞金 53，496，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キーフラッシュ号・グランデストラーダ号・サンライズセナ号・ダノンロイヤル号・マイネルアンファン号



3203511月14日 晴 良 （2阪神5） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第55回デイリー杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

デイリースポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

22 レッドベルオーブ 牡2青鹿55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 21：32．4レコード 1．3�
11 ホウオウアマゾン 牡2栗 55 松山 弘平小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498＋12 〃 アタマ 4．5�
33 スーパーホープ 牡2黒鹿55 川田 将雅青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 510－ 21：32．61� 11．4�
88 � ビゾンテノブファロ 牡2鹿 55 原 優介ニューマレコード� 小桧山 悟 新ひだか レースホース牧場 468－ 41：33．23	 288．5�
66 カイザーノヴァ 牡2鹿 55 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 462＋101：33．3	 9．3�
44 シティレインボー 牡2栗 55 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 476＋101：33．4	 31．6	
77 コスモアシュラ 牡2芦 55 国分 優作岡田 繁幸氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 41：34．67 147．7

55 
 スーパーウーパー 牝2芦 54 武 豊松島 悠衣氏 森 秀行 米 Calumet

Farm 460＋ 21：35．77 18．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 180，769，700円 複勝： 325，310，700円 枠連： 発売なし
馬連： 240，230，200円 馬単： 153，015，000円 ワイド： 136，419，000円
3連複： 280，834，900円 3連単： 928，367，000円 計： 2，244，946，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 140円 �� 170円 �� 330円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 890円

票 数

単勝票数 計1807697 的中 � 1035712（1番人気）
複勝票数 計3253107 的中 � 2547074（1番人気）� 224291（2番人気）� 166136（3番人気）
馬連票数 計2402302 的中 �� 676170（1番人気）
馬単票数 計1530150 的中 �� 333527（1番人気）
ワイド票数 計1364190 的中 �� 292673（1番人気）�� 216238（2番人気）�� 79150（5番人気）
3連複票数 計2808349 的中 ��� 484982（1番人気）
3連単票数 計9283670 的中 ��� 748844（1番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．2―11．6―11．5―11．4―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．8―35．0―46．6―58．1―1：09．5―1：20．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドベルオーブ �

父 ディープインパクト �


母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．8．8 新潟2着

2018．4．5生 牡2青鹿 母 レッドファンタジア 母母 Cat Chat 3戦2勝 賞金 46，208，000円

3203611月14日 晴 良 （2阪神5） 第3日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走16時20分 （1000万円以下） （芝・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
1：19．3
1：19．0

良
良

55 ルガーサント 牝3青鹿54 福永 祐一�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 436＋ 21：21．0 5．5�
811 メイショウドウドウ 牡5黒鹿57 和田 竜二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 480± 01：21．1� 21．1�
812	 クリノアリエル 牝5青 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B412± 01：21．2クビ 7．7�
67 ナンゴクアイネット 牝5鹿 55 川田 将雅渡 義光氏 
島 一歩 新冠 つつみ牧場 470－16 〃 クビ 7．5�
44 ベッラヴォルタ 牝3栗 54 川島 信二ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 480± 0 〃 アタマ 38．2	
68 セ ン ト ウ ル 牡4黒鹿57 幸 英明中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 472－ 2 〃 ハナ 3．7

79 ジュビリーヘッド 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 ハナ 3．0�
11 スウィートメリナ 牝3栗 54 柴山 雄一岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 424－ 81：21．73 199．9�
710 ヴ ィ ン ト 牡4鹿 57 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 530－ 21：21．8� 224．3
33 ファストボウラー 牡3栗 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル 470± 01：21．9クビ 10．5�

56 リ ゲ イ ン 牝4鹿 55
52 ▲泉谷 楓真 �コスモヴューファーム 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 2 〃 クビ 72．9�

22 アズマヘリテージ 牝4栗 55
54 ☆団野 大成東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 482＋101：22．0� 40．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 72，268，800円 複勝： 92，174，700円 枠連： 28，117，900円
馬連： 139，437，200円 馬単： 58，282，800円 ワイド： 102，250，500円
3連複： 198，308，100円 3連単： 282，553，100円 計： 973，393，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 440円 � 230円 枠 連（5－8） 1，100円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 8，350円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 650円 �� 950円

3 連 複 ��� 7，130円 3 連 単 ��� 45，720円

票 数

単勝票数 計 722688 的中 � 104146（3番人気）
複勝票数 計 921747 的中 � 126539（3番人気）� 46625（7番人気）� 112767（4番人気）
枠連票数 計 281179 的中 （5－8） 19732（6番人気）
馬連票数 計1394372 的中 �� 20917（19番人気）
馬単票数 計 582828 的中 �� 5234（34番人気）
ワイド票数 計1022505 的中 �� 16046（19番人気）�� 41660（8番人気）�� 27580（12番人気）
3連複票数 計1983081 的中 ��� 20834（28番人気）
3連単票数 計2825531 的中 ��� 4480（169番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．8―33．9―45．2―56．5―1：08．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルガーサント �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 デザートキング デビュー 2019．8．4 小倉2着

2017．4．11生 牝3青鹿 母 アワーオアシス 母母 ケ ロ メ ロ 18戦3勝 賞金 43，619，000円
〔制裁〕 ナンゴクアイネット号の騎手川田将雅は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

ジュビリーヘッド号の騎手北村友一は，3コーナーで内側に斜行したことについて令和2年11月28日から令和2年12月6日ま
で騎乗停止。（被害馬：6番・2番・1番・8番・7番）



（2阪神5）第3日 11月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 149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

297，720，000円
5，570，000円
35，480，000円
1，570，000円
29，110，000円
64，618，000円
4，740，000円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
844，386，000円
1，193，286，400円
128，214，000円
946，568，000円
522，534，400円
718，497，300円
1，340，196，400円
2，610，758，700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 8，304，441，200円

総入場人員 2，250名 （有料入場人員 2，078名）
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