
3203711月15日 晴 良 （2阪神5） 第4日 第1競走 ��1，800�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 5，100，000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

56 バーデンヴァイラー 牡2黒鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498± 01：54．8 1．8�
710 フェブキラナ 牡2栗 55 国分 恭介釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 472＋101：55．86 3．6�
22 ブザービート 牡2栗 55 川須 栄彦水谷 昌晃氏 寺島 良 新ひだか 岡田牧場 B448＋ 41：57．07 13．6�
69 サワヤカコーズサン 牡2栗 55 幸 英明永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 462± 01：57．1� 35．4�
68 グランメテオール 牡2栗 55 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468－ 61：57．63 7．1�
711 アウラヴィータ 牝2鹿 54 国分 優作ディアレストクラブ	 西浦 勝一 浦河 藤春 修二 510＋ 21：57．8� 348．3

812 メイショウハマユウ 牝2鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 442－ 21：57．9� 48．5�
44 インフィオラータ 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成	ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490± 01：58．11 187．0�

11 メイショウマントル 牡2鹿 55 田中 健松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 510＋ 2 〃 ハナ 360．5
33 ラ イ ム 牡2鹿 55 内田 博幸山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか ヒサイファーム 448－ 4 〃 アタマ 62．0�
45 サルバトーレミノル 牡2芦 55

52 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 浦河 辻 牧場 534＋ 61：58．84 59．6�
813 インヴァルナブル 牡2鹿 55 藤岡 佑介加藤 誠氏 中竹 和也 日高 白井牧場 516－ 41：59．75 44．6�
57 タガノタイリン 牝2鹿 54 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 486－ 42：01．4大差 23．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 39，148，500円 複勝： 50，328，200円 枠連： 9，134，900円
馬連： 52，101，300円 馬単： 26，810，400円 ワイド： 47，155，900円
3連複： 88，144，300円 3連単： 110，305，000円 計： 423，128，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（5－7） 270円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 170円 �� 330円 �� 370円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 2，040円

票 数

単勝票数 計 391485 的中 � 177751（1番人気）
複勝票数 計 503282 的中 � 200848（1番人気）� 105013（2番人気）� 48074（3番人気）
枠連票数 計 91349 的中 （5－7） 25427（1番人気）
馬連票数 計 521013 的中 �� 132973（1番人気）
馬単票数 計 268104 的中 �� 45258（1番人気）
ワイド票数 計 471559 的中 �� 89584（1番人気）�� 32702（3番人気）�� 27507（5番人気）
3連複票数 計 881443 的中 ��� 76076（2番人気）
3連単票数 計1103050 的中 ��� 39187（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―14．3―13．3―13．2―13．1―12．7―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．8―52．1―1：05．3―1：18．4―1：31．1―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．4
1
3
5，6（2，10）4（7，12）8，9（11，13）－3，1・（5，6）（2，10）（4，12）（8，7，9）11（3，13）1

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

勝馬の
紹 介

バーデンヴァイラー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．10．11 京都3着

2018．3．19生 牡2黒鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノタイリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月15日まで平地競走

に出走できない。

3203811月15日 晴 良 （2阪神5） 第4日 第2競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時30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
1：32．4
1：32．3

良
良

713 ルークズネスト 牡2鹿 55 幸 英明窪田 芳郎氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：33．6 10．0�
23 リッケンバッカー 牡2鹿 55 川田 将雅安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 460＋121：33．7クビ 7．4�
11 ノースザワールド 牡2青鹿55 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 472＋101：34．12� 4．6�
35 � フランクエトワール 牡2鹿 55 武 豊 DMMドリームクラブ� 松永 昌博 愛 Dream Farm

Co. Ltd 458＋ 2 〃 アタマ 6．3�
510 ピ ナ 牝2鹿 54 松若 風馬畑佐 博氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 472＋ 41：34．2	 178．0�
12 トゥルーバローズ 牡2鹿 55 和田 竜二猪熊 広次氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム B502± 0 〃 クビ 48．6	
24 ロ ゼ ッ ト 牝2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 408－ 41：34．3クビ 169．6

816 サトノスカイターフ 牡2鹿 55 C．ルメール �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490＋121：34．4	 2．5�
815 エコロゲッカ 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成原村 正紀氏 荒川 義之 浦河 秋場牧場 434－ 41：34．71	 360．0�
47 ヴィスコンティ 牡2鹿 55 戸崎 圭太加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 桑田牧場 498－ 41：34．8クビ 23．8
36 ベ ル ゼ ー ル 牝2栗 54

51 ▲泉谷 楓真 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 442± 01：34．9� 148．8�
714 キ ョ ウ ジ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 アタマ 13．0�
611� デリカテッセン 牡2鹿 55 M．デムーロゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Godolphin 488＋ 21：35．0	 85．9�
59 レ ヴ カ 牝2黒鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432± 01：35．1クビ 40．0�
48 ムーンランディング 牝2鹿 54 藤懸 貴志ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416－ 41：35．31� 575．0�
612 シゲルテンチョウ 牡2鹿 55 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 476± 01：35．62 325．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，659，300円 複勝： 69，960，700円 枠連： 11，076，100円
馬連： 63，012，000円 馬単： 28，155，900円 ワイド： 56，711，600円
3連複： 93，519，500円 3連単： 100，546，600円 計： 472，641，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 260円 � 270円 � 190円 枠 連（2－7） 2，140円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 770円 �� 730円 �� 520円

3 連 複 ��� 4，560円 3 連 単 ��� 33，430円

票 数

単勝票数 計 496593 的中 � 41440（5番人気）
複勝票数 計 699607 的中 � 66728（4番人気）� 63464（5番人気）� 107127（2番人気）
枠連票数 計 110761 的中 （2－7） 4000（10番人気）
馬連票数 計 630120 的中 �� 16365（13番人気）
馬単票数 計 281559 的中 �� 3781（21番人気）
ワイド票数 計 567116 的中 �� 18616（10番人気）�� 19591（8番人気）�� 28802（6番人気）
3連複票数 計 935195 的中 ��� 15360（15番人気）
3連単票数 計1005466 的中 ��� 2180（114番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．5―12．1―12．3―11．0―10．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．2―47．3―59．6―1：10．6―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．0
3 ・（2，16）13，5（1，3，10）（4，8，6，11）－9，14（7，12）－15 4 ・（2，16，13，11）（5，3，10）1（4，6）（8，14）9，12，7，15

勝馬の
紹 介

ルークズネスト �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．21 中京2着

2018．3．11生 牡2鹿 母 ヴ ィ ラ 母母 サミットヴィル 3戦1勝 賞金 8，410，000円

第５回 阪神競馬 第４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



3203911月15日 晴 良 （2阪神5） 第4日 第3競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走11時00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
1：23．0
1：23．0

重
重

11 ビーアイフェリペ 牡2栗 55 福永 祐一馬場 祥晃氏 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 504＋ 81：25．7 1．8�
610 スマッシャー 牡2鹿 55 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 460＋ 41：25．8クビ 56．1�
34 マイネルグスタフ 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 472± 01：26．01� 9．2�
58 シゲルソウサイ 牡2鹿 55 太宰 啓介森中 蕃氏 上村 洋行 日高 オリオンファーム 490＋ 2 〃 クビ 6．1�
611 メイショウゴウホウ 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 516± 01：26．1クビ 16．0�
47 ウォーターボンボン 牡2鹿 55 浜中 俊山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 464＋ 41：26．95 17．5	
59 テ オ ド ラ 牝2栗 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B456－ 61：27．0� 20．7

23 	 サトノインパルス 牡2鹿 55 武 豊 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 米

Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

520－ 21：27．1
 7．8�
46 ハクサンクラーケン 牡2鹿 55 藤懸 貴志河﨑 五市氏 小崎 憲 浦河 中村 雅明 478－ 81：27．2� 53．5�
815 テイエムグレイト 牡2芦 55

52 ▲泉谷 楓真竹園 正繼氏 武 英智 浦河 浦河小林牧場 478± 0 〃 クビ 351．2
713 ボルケーノペスカ 牡2鹿 55

54 ☆団野 大成山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 436－ 21：27．83� 52．5�
814 ダイナストーン 牝2栗 54 内田 博幸山本又一郎氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 520－ 2 〃 クビ 307．3�
35 サウンドウイッシュ 牡2黒鹿55 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 486－ 81：28．11
 174．8�
22 	 モズハッピーロード 牡2鹿 55 横山 武史 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Pin Oak

Stud, LLC 484＋ 21：28．84 247．8�
712 ダイリュウスマート 牝2黒鹿54 川須 栄彦大野 龍氏 寺島 良 新ひだか カタオカステーブル B424－ 61：33．9大差 287．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，032，600円 複勝： 79，983，500円 枠連： 9，695，700円
馬連： 56，647，400円 馬単： 33，648，500円 ワイド： 49，208，900円
3連複： 84，783，000円 3連単： 118，243，500円 計： 480，243，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 680円 � 260円 枠 連（1－6） 820円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 470円 �� 6，160円

3 連 複 ��� 12，480円 3 連 単 ��� 46，310円

票 数

単勝票数 計 480326 的中 � 220921（1番人気）
複勝票数 計 799835 的中 � 453650（1番人気）� 12893（10番人気）� 42448（4番人気）
枠連票数 計 96957 的中 （1－6） 9161（4番人気）
馬連票数 計 566474 的中 �� 10710（14番人気）
馬単票数 計 336485 的中 �� 4854（16番人気）
ワイド票数 計 492089 的中 �� 8753（17番人気）�� 29545（3番人気）�� 1918（44番人気）
3連複票数 計 847830 的中 ��� 5094（41番人気）
3連単票数 計1182435 的中 ��� 1851（143番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．5―12．1―12．6―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．7―47．2―59．3―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．5
3 ・（12，14，15）10（1，4，9，13）（6，5，7）8－11－3－2 4 ・（15，10）14（4，13）（9，8）1（7，11）5（6，3）12＝2

勝馬の
紹 介

ビーアイフェリペ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2020．9．13 中京2着

2018．3．5生 牡2栗 母 エムアイルシェル 母母 レヴェランス 3戦1勝 賞金 9，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイリュウスマート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月15日まで平地

競走に出走できない。

3204011月15日 晴 良 （2阪神5） 第4日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時30分 （芝・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
1：20．1
1：20．1

良
良

12 シゲルピンクルビー 牝2栗 54 幸 英明森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 480 ―1：22．3 3．4�
611 ゼ リ ア 牝2鹿 54 和田 竜二ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 田湯牧場 436 ―1：22．51 31．3�
612 ミセスバローズ 牝2栗 54 松若 風馬猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 416 ―1：22．6� 33．5�
815 テーオーソフィア 牝2黒鹿54 横山 武史小笹 公也氏 須貝 尚介 浦河 大北牧場 424 ― 〃 クビ 19．6�
510 メイショウコデマリ 牝2鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 �川フアーム 442 ―1：22．7� 6．0�
714 ドーターオブナイル 牝2栗 54 浜中 俊 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 418 ―1：22．91� 5．3	
47 トラヴェラーズ 牝2鹿 54 古川 吉洋�ハクツ牧場 北出 成人 新冠 ハクツ牧場 442 ― 〃 クビ 178．3

59 ファントムルージュ 牝2鹿 54 C．ルメール�Horse Net 松田 国英 日高 スマイルファーム 454 ―1：23．11� 4．2�
35 ヤマカツエール 牝2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 462 ― 〃 クビ 110．7
817 ジンジャーミント 牝2栗 54 加藤 祥太水上 行雄氏 羽月 友彦 新冠 富本 茂喜 438 ―1：23．41� 86．5�
24 オーガーウェル 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成小林竜太郎氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 454 ―1：23．61� 47．3�
48 サクラトップキセキ 牝2黒鹿54 川須 栄彦�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：24．24 77．6�
23 ナッシングオンユー 牝2鹿 54 武 豊�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 426 ―1：25．05 31．8�
36 シズリングホット 牝2黒鹿54 坂井 瑠星鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 チェスナット

ファーム 472 ―1：25．95 238．1�
713 セゾンデフルール 牝2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真名古屋友豊� 宮本 博 日高 白井牧場 440 ―1：29．3大差 86．2�
816 マジェスティアスク 牝2鹿 54 福永 祐一廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 458 ―1：29．62 12．7�
11 タガノチカマ 牝2芦 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464 ―1：29．91� 210．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 38，613，700円 複勝： 38，703，600円 枠連： 12，467，100円
馬連： 47，567，700円 馬単： 20，347，500円 ワイド： 38，662，800円
3連複： 65，515，900円 3連単： 72，341，900円 計： 334，220，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 490円 � 600円 枠 連（1－6） 2，750円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 7，230円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 1，400円 �� 5，190円

3 連 複 ��� 22，120円 3 連 単 ��� 93，650円

票 数

単勝票数 計 386137 的中 � 96331（1番人気）
複勝票数 計 387036 的中 � 77245（1番人気）� 17798（6番人気）� 14230（8番人気）
枠連票数 計 124671 的中 （1－6） 3509（10番人気）
馬連票数 計 475677 的中 �� 7818（13番人気）
馬単票数 計 203475 的中 �� 2108（23番人気）
ワイド票数 計 386628 的中 �� 6041（12番人気）�� 7241（11番人気）�� 1876（51番人気）
3連複票数 計 655159 的中 ��� 2221（65番人気）
3連単票数 計 723419 的中 ��� 560（255番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．4―47．2―58．8―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．1
3 10（11，12）（5，7，14）（2，17）－（9，15）－4－6－8－（1，3）16－13 4 10（11，12）（7，14）2（5，17）15，9－4＝8－6，3＝（1，16）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルピンクルビー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 High Chaparral 初出走

2018．1．26生 牝2栗 母 ムーンライトベイ 母母 ムーンライトダンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セゾンデフルール号・マジェスティアスク号・タガノチカマ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，令和2年12月15日まで平地競走に出走できない。
※シズリングホット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3204111月15日 晴 良 （2阪神5） 第4日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時20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
1：45．6
1：44．5

良
良

66 ダノンジェネラル 牡2黒鹿55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490 ―1：50．4 2．0�
810 マテンロウエール 牡2鹿 55 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 500 ―1：50．5� 8．5�
44 ヘネラリーフェ 牝2栗 54 松山 弘平森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 460 ―1：50．6� 4．1�
33 クリストバウム 牡2黒鹿55 幸 英明�G1レーシング 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 452 ― 〃 クビ 38．8�
89 ア ン フ ィ ニ 牝2鹿 54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 杵臼牧場 482 ―1：50．81� 11．7�
77 アスクスタイルマン 牡2黒鹿55 坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 462 ―1：50．9� 9．2	
55 キクノトーヴァー 牡2青 55 藤岡 佑介菊池 五郎氏 牧田 和弥 新冠 村上牧場 470 ―1：51．21� 38．6

78 ギ ン ノ サ ジ 牝2青鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 454 ―1：51．51� 28．7�
22 アレスクラー 牡2鹿 55 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 550 ―1：51．71� 23．0�
11 ダンツトレノ 牡2青鹿 55

52 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 474 ―1：52．76 74．0
（10頭）

売 得 金
単勝： 42，117，400円 複勝： 37，084，300円 枠連： 8，055，500円
馬連： 48，422，100円 馬単： 25，128，700円 ワイド： 37，546，600円
3連複： 60，028，700円 3連単： 89，810，700円 計： 348，194，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 320円 �� 200円 �� 430円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 3，440円

票 数

単勝票数 計 421174 的中 � 173433（1番人気）
複勝票数 計 370843 的中 � 112760（1番人気）� 42336（4番人気）� 67511（2番人気）
枠連票数 計 80555 的中 （6－8） 15742（1番人気）
馬連票数 計 484221 的中 �� 44388（2番人気）
馬単票数 計 251287 的中 �� 16754（3番人気）
ワイド票数 計 375466 的中 �� 28701（3番人気）�� 56604（1番人気）�� 19430（5番人気）
3連複票数 計 600287 的中 ��� 50189（1番人気）
3連単票数 計 898107 的中 ��� 18912（4番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―12．7―13．0―13．2―12．5―11．8―10．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―38．0―51．0―1：04．2―1：16．7―1：28．5―1：39．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンジェネラル �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2018．1．20生 牡2黒鹿 母 ペルヴィアンリリー 母母 ラスティックベル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3204211月15日 晴 良 （2阪神5） 第4日 第6競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走12時55分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳55�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
1：57．2
1：56．1

良
良

44 レザネフォール 牡3黒鹿55 武 豊前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋122：00．7 3．0�

55 ディアセオリー 牡3鹿 55
54 ☆団野 大成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 486－ 2 〃 クビ 9．9�
88 キラープレゼンス 牝4青鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 540＋ 22：00．8� 2．0�
89 エールブラーヴ 牡3黒鹿55 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 458＋ 22：00．9クビ 20．1�
77 リアンティサージュ 牡3栗 55 C．ルメール �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462＋ 22：01．11	 3．9	
66 アイブランコ 牡3栗 55 内田 博幸ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 506－ 82：01．2
 35．1

22 � メイショウブラボー 牝4青鹿55 柴山 雄一松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 456－ 22：01．94 114．5�
11 � テ レ ー ザ 牝3青鹿53 国分 恭介門野 文典氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 450－ 22：02．53� 267．2�
33 � アイファーキャノン 牝4鹿 55 田中 健中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 432－ 22：02．82 409．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 39，286，100円 複勝： 53，970，100円 枠連： 7，563，900円
馬連： 50，633，100円 馬単： 29，426，100円 ワイド： 37，309，100円
3連複： 68，292，100円 3連単： 149，027，000円 計： 435，507，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連（4－5） 990円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 270円 �� 130円 �� 230円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 4，370円

票 数

単勝票数 計 392861 的中 � 101543（2番人気）
複勝票数 計 539701 的中 � 102386（2番人気）� 42818（4番人気）� 275398（1番人気）
枠連票数 計 75639 的中 （4－5） 5870（5番人気）
馬連票数 計 506331 的中 �� 35876（5番人気）
馬単票数 計 294261 的中 �� 13720（8番人気）
ワイド票数 計 373091 的中 �� 27425（5番人気）�� 98305（1番人気）�� 34789（3番人気）
3連複票数 計 682921 的中 ��� 80892（2番人気）
3連単票数 計1490270 的中 ��� 24709（17番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．7―12．7―12．4―12．6―12．0―11．4―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．8―49．5―1：01．9―1：14．5―1：26．5―1：37．9―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レザネフォール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．28 札幌1着

2017．4．20生 牡3黒鹿 母 ラナンキュラス 母母 ファレノプシス 7戦2勝 賞金 30，774，000円
※ディアセオリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3204311月15日 晴 良 （2阪神5） 第4日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走13時25分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳55�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
1：48．5
1：47．6

重
重

45 メイショウダジン 牡3栗 55 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 468＋ 81：52．9 3．7�
813 アドマイヤビーナス 牝4栗 55 浜中 俊近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：53．0� 6．1�
46 クレッセントムーン 牡4栗 57 横山 武史 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B506＋ 41：53．21	 9．4�
33 マテンロウスパーク 牡3黒鹿55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 504＋ 41：53．41	 2．6�
57 ヴィーナスフローラ 牝6栗 55 戸崎 圭太大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 61：53．5
 24．1�
11 フェイバリット 牡3黒鹿 55

54 ☆斎藤 新島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 460－ 61：54．03 134．4


22 クリノカポネ �5鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450± 0 〃 クビ 85．1�

711 ロフティネス 牡4鹿 57 松山 弘平 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新冠 村上牧場 474＋121：54．2
 11．9
712 アサカディスタンス 牡6鹿 57 小牧 太浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 474＋ 41：54．3� 10．5�
69 サウンドサンビーム 牡3黒鹿 55

54 ☆団野 大成増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 476－ 2 〃 ハナ 95．3�
610 マイネルアストリア 牡3鹿 55 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 508－ 2 〃 クビ 41．0�
58 ペルルドール 牝3栗 53 坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 470± 01：54．72� 21．3�
34 セヴィルロアー 牡6鹿 57 和田 竜二北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 488－ 41：54．9
 169．5�
814� ブリッツシュラーク 牡6芦 57

54 ▲泉谷 楓真前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484－ 81：55．43 291．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，138，500円 複勝： 45，808，200円 枠連： 13，105，500円
馬連： 75，661，000円 馬単： 30，924，600円 ワイド： 57，430，500円
3連複： 105，886，500円 3連単： 119，898，500円 計： 481，853，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 200円 � 240円 枠 連（4－8） 1，030円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 560円 �� 550円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 11，640円

票 数

単勝票数 計 331385 的中 � 71091（2番人気）
複勝票数 計 458082 的中 � 72527（2番人気）� 60640（3番人気）� 44562（5番人気）
枠連票数 計 131055 的中 （4－8） 9785（5番人気）
馬連票数 計 756610 的中 �� 44230（4番人気）
馬単票数 計 309246 的中 �� 15502（4番人気）
ワイド票数 計 574305 的中 �� 26687（5番人気）�� 27349（4番人気）�� 16087（10番人気）
3連複票数 計1058865 的中 ��� 19919（13番人気）
3連単票数 計1198985 的中 ��� 7467（30番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．2―12．5―12．5―12．7―12．6―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．0―49．5―1：02．0―1：14．7―1：27．3―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．2
1
3
4，11，13（3，10）6－（7，9）－5，12－（1，8，14）2
4（11，13）（3，10）6（7，9，5）（12，8，14）－（1，2）

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

勝馬の
紹 介

メイショウダジン �
�
父 トランセンド �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2019．12．15 中京1着

2017．4．8生 牡3栗 母 エメラルドタワー 母母 フルーツマーケット 8戦3勝 賞金 37，534，000円

3204411月15日 晴 良 （2阪神5） 第4日 第8競走 ��
��2，200�3歳以上2勝クラス

発走13時55分 （1000万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳55�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
2：10．1
2：09．7

良
良

55 ピッツィカート �7鹿 57
56 ☆団野 大成 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：13．6 50．4�

33 エレヴァテッツァ 牝3鹿 53 北村 友一 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 42：13．7クビ 3．4�

11 オールザワールド 牡3鹿 55 松山 弘平前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 470－ 42：13．91	 2．8�
22 
 サ タ ー ン 牡4鹿 57 武 豊石川 達絵氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 488－ 2 〃 クビ 3．7�
89 ラインハイト 牡3黒鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466－ 22：14．11	 4．9�
44 ヴ ァ イ ザ ー 牡5黒鹿57 C．ルメール �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 464－ 42：14．42 15．7	
88 ジョウショームード 牡4黒鹿57 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 448＋202：14．5� 112．1

66 エバーミランダ 牝5鹿 55 横山 武史宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 438± 02：14．6クビ 28．0�
77 コロンバスデイ 牝5鹿 55 浜中 俊 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 470－162：15．13 128．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 44，862，000円 複勝： 40，156，700円 枠連： 6，492，600円
馬連： 58，673，600円 馬単： 28，274，700円 ワイド： 41，557，300円
3連複： 78，063，700円 3連単： 144，665，500円 計： 442，746，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，040円 複 勝 � 430円 � 120円 � 130円 枠 連（3－5） 7，230円

馬 連 �� 8，460円 馬 単 �� 24，800円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，200円 �� 200円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 57，970円

票 数

単勝票数 計 448620 的中 � 7115（7番人気）
複勝票数 計 401567 的中 � 14311（7番人気）� 106552（1番人気）� 87677（2番人気）
枠連票数 計 64926 的中 （3－5） 695（17番人気）
馬連票数 計 586736 的中 �� 5369（18番人気）
馬単票数 計 282747 的中 �� 855（43番人気）
ワイド票数 計 415573 的中 �� 6041（16番人気）�� 7692（15番人気）�� 66426（1番人気）
3連複票数 計 780637 的中 ��� 14876（13番人気）
3連単票数 計1446655 的中 ��� 1809（143番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．1―13．0―12．6―12．6―12．4―12．1―11．4―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．7―36．8―49．8―1：02．4―1：15．0―1：27．4―1：39．5―1：50．9―2：02．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピッツィカート 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．11．1 京都2着

2013．2．16生 �7鹿 母 ディクシージャズ 母母 ディクシースプラッシュ 35戦3勝 賞金 66，754，000円



3204511月15日 晴 良 （2阪神5） 第4日 第9競走 ��
��2，000�

き ぎ く

黄 菊 賞
発走14時25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 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 119，000円 34，000円 17，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．4
1：58．9

良
良

44 アドマイヤザーゲ 牡2鹿 55 C．ルメール 近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498＋ 82：01．8 3．4�
22 クインズラベンダー 牝2黒鹿54 川田 将雅亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 富田牧場 466－ 4 〃 クビ 1．4�
33 スタッドリー 牡2鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 6 〃 アタマ 9．0�
11 ニホンピロマリブ 牡2鹿 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 458± 02：01．9� 10．9�
55 ワールドリバイバル 牡2鹿 55 藤岡 佑介鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 498－ 62：02．53� 24．1�

（5頭）

売 得 金
単勝： 54，966，700円 複勝： 100，982，500円 枠連： 発売なし
馬連： 44，879，400円 馬単： 41，232，700円 ワイド： 26，665，900円
3連複： 45，546，600円 3連単： 227，232，400円 計： 541，506，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 110円 �� 180円 �� 140円

3 連 複 ��� 190円 3 連 単 ��� 1，140円

票 数

単勝票数 計 549667 的中 � 135095（2番人気）
複勝票数 計1009825 的中 � 103102（2番人気）� 771966（1番人気）
馬連票数 計 448794 的中 �� 194005（1番人気）
馬単票数 計 412327 的中 �� 60369（2番人気）
ワイド票数 計 266659 的中 �� 105085（1番人気）�� 24515（4番人気）�� 36139（2番人気）
3連複票数 計 455466 的中 ��� 171624（1番人気）
3連単票数 計2272324 的中 ��� 143462（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．8―49．8―1：02．6―1：15．4―1：27．8―1：39．2―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．0
1
3
5－1，2－3，4
5，2，1，3，4

2
4
5，2，1，3－4・（5，2）（1，3）4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤザーゲ 	


父 ドゥラメンテ 	



母父 Cape Cross デビュー 2020．9．6 小倉1着

2018．2．22生 牡2鹿 母 アコースティクス 母母 ソ ニ ン ク 2戦2勝 賞金 17，219，000円

3204611月15日 晴 良 （2阪神5） 第4日 第10競走 ��
��1，400�オータムリーフステークス

発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額600万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

816 スマートセラヴィー 牡4栗 57 戸崎 圭太大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 502＋ 41：23．5 6．1�
510 ヴァニラアイス 牝4鹿 54 松山 弘平�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 468＋101：23．71	 5．5�
24 デザートストーム 牡6黒鹿57 北村 友一ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋10 〃 アタマ 17．4�
47 
 テーオーターゲット 牡4黒鹿56 川田 将雅小笹 公也氏 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 508－ 21：23．91� 3．5�
36 スナークライデン 牡6芦 57 国分 恭介杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 486± 0 〃 ハナ 61．9�
11 エ テ ル ニ テ 牝5青鹿55 浜中 俊青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 504± 01：24．11	 47．4	
35 エルモンストロ 牡4鹿 57 横山 武史�三嶋牧場 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 470＋ 21：24．31� 83．1

59 ハーグリーブス 牡5芦 57 C．ルメール 水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 502＋ 2 〃 ハナ 6．8�
611 マルカソレイユ 牝6栗 55 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486＋101：24．4クビ 161．9�
23 レシプロケイト 牡4栗 57 藤岡 佑介ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 81：24．5 6．6
48 ヒ ラ ソ ー ル �4鹿 57 団野 大成阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 476± 01：24．6クビ 13．5�
714 タマモカトレア 牝5鹿 55 藤懸 貴志タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 496＋ 81：24．7 84．5�
612 ニホンピロタイド 牡5青鹿57 小牧 太小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 504＋ 21：24．8	 54．1�
12 メイショウギガース 牡6青鹿57 幸 英明松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 B482± 01：25．01� 39．2�
713 ランスオブプラーナ 牡4黒鹿58 太宰 啓介五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 21：25．74 167．3�
815�
 モズダディー 牡5栗 56 M．デムーロ北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B500－ 41：26．65 12．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 66，822，900円 複勝： 98，686，500円 枠連： 37，348，300円
馬連： 160，198，100円 馬単： 55，532，600円 ワイド： 110，363，600円
3連複： 238，935，100円 3連単： 250，966，200円 計： 1，018，853，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 290円 � 210円 � 470円 枠 連（5－8） 760円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 940円 �� 2，320円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 12，180円 3 連 単 ��� 59，260円

票 数

単勝票数 計 668229 的中 � 87303（3番人気）
複勝票数 計 986865 的中 � 87495（5番人気）� 141879（2番人気）� 47527（8番人気）
枠連票数 計 373483 的中 （5－8） 37827（4番人気）
馬連票数 計1601981 的中 �� 59957（7番人気）
馬単票数 計 555326 的中 �� 9097（18番人気）
ワイド票数 計1103636 的中 �� 30912（9番人気）�� 11982（27番人気）�� 18116（21番人気）
3連複票数 計2389351 的中 ��� 14701（41番人気）
3連単票数 計2509662 的中 ��� 3070（189番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―35．0―47．3―59．5―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートセラヴィー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．9．23 阪神2着

2016．3．3生 牡4栗 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 20戦5勝 賞金 90，092，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アシャカダイキ号・ドリュウ号・レイホーロマンス号

２レース目



3204711月15日 晴 良 （2阪神5） 第4日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��2，200�第45回エリザベス女王杯（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
牝，3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�

エリザベス女王杯・京都府知事賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 105，000，000円 42，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 10，500，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000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

2：10．1
2：09．7
2：11．2

良
良
良

818 ラッキーライラック 牝5栗 56 C．ルメール �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 522－ 22：10．3 3．3�
713 サ ラ キ ア 牝5鹿 56 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 450－ 42：10．4クビ 12．3�
611 ラヴズオンリーユー 牝4鹿 56 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 クビ 5．5�
612 ウインマリリン 牝3栗 54 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 460－ 42：10．71� 40．8�
48 センテリュオ 牝5鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：10．8� 6．1	
24 ソフトフルート 牝3黒鹿54 福永 祐一ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 22：10．9クビ 13．5

35 リアアメリア 牝3黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 16．3�
11 シャドウディーヴァ 牝4黒鹿56 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 478－ 42：11．0	 115．9�
12 サムシングジャスト 牝4黒鹿56 松山 弘平 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 516＋ 22：11．2� 138．1
816 ミスニューヨーク 牝3青鹿54 加藤 祥太�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 462± 0 〃 ハナ 109．9�
714 サトノガーネット 牝5黒鹿56 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 4 〃 ハナ 65．9�
23 リュヌルージュ 牝5鹿 56 団野 大成窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 478－ 22：11．3	 192．7�
715 ウラヌスチャーム 牝5黒鹿56 斎藤 新�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498－ 6 〃 ハナ 67．5�
59 ウインマイティー 牝3芦 54 和田 竜二�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 480± 02：11．4	 73．9�
47 ロサグラウカ 牝5黒鹿56 幸 英明 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B458－ 8 〃 クビ 275．0�
36 ノ ー ム コ ア 牝5芦 56 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 466－ 22：11．61 3．8�
817 エスポワール 牝4栗 56 武 豊近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 クビ 31．4�
510 カーロバンビーナ 牝5鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 402－ 62：12．55 408．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 664，715，000円 複勝： 790，437，300円 枠連： 425，525，100円 馬連： 2，101，761，000円 馬単： 838，412，200円
ワイド： 1，375，708，200円 3連複： 3，982，540，000円 3連単： 5，728，500，000円 5重勝： 757，635，800円 計： 16，665，234，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 280円 � 200円 枠 連（7－8） 1，260円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 930円 �� 490円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 21，050円

5 重 勝
対象競走：東京10R／阪神10R／福島11R／東京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 2，574，490円

票 数

単勝票数 計6647150 的中 � 1582053（1番人気）
複勝票数 計7904373 的中 � 1597930（1番人気）� 612144（5番人気）� 1000033（4番人気）
枠連票数 計4255251 的中 （7－8） 261125（5番人気）
馬連票数 計21017610 的中 �� 708426（7番人気）
馬単票数 計8384122 的中 �� 174024（13番人気）
ワイド票数 計13757082 的中 �� 373000（10番人気）�� 766229（2番人気）�� 231130（16番人気）
3連複票数 計39825400 的中 ��� 699625（10番人気）
3連単票数 計57285000 的中 ��� 197282（51番人気）
5重勝票数 計7576358 的中 ����� 206

ハロンタイム 12．6―11．1―11．2―12．3―12．1―12．0―12．2―12．0―11．9―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．7―34．9―47．2―59．3―1：11．3―1：23．5―1：35．5―1：47．4―1：58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8
1
3
6－5，12，2（4，17）（1，9）（3，16）11（7，18）（13，15）8，14，10
6－5（12，17）9（2，4，15）（1，16）（3，18）（7，11）13（8，14）10

2
4

6－5，12，2（4，17）（1，9）3，16，11（7，18）（13，15）8（10，14）
6－5（17，15，18）（12，9）（2，4，16，11）（3，13）（1，7，8，14）－10

勝馬の
紹 介

ラッキーライラック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Flower Alley デビュー 2017．8．20 新潟1着

2015．4．3生 牝5栗 母 ライラックスアンドレース 母母 Refinement 17戦7勝 賞金 692，467，000円
［他本会外：1戦0勝］

3204811月15日 晴 良 （2阪神5） 第4日 第12競走 ��
��1，200�ドンカスターカップ

発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），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

ドンカスター競馬場賞（1着）
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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

610� イ ッ シ ン 牡3鹿 55 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 米 Stonecliff
Farm 550－ 21：11．9 4．4�

57 シンゼンマックス 牡4栗 54 坂井 瑠星原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 488＋ 2 〃 クビ 12．8�
45 シャイニーブランコ 牡4芦 54 戸崎 圭太小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 446－ 41：12．21� 6．6�
813 ジョーフォレスト 牡3栗 55 C．ルメール 上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 494－ 61：12．41 3．7�
33 マローネメタリコ 牝5栗 54 横山 典弘柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 518－ 21：12．5� 7．9�
712 サーストンバーラム 牡4栗 53 内田 博幸齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470± 01：12．6クビ 41．4�
58 	 モ ハ ー 牝6栗 52 太宰 啓介北山 敏	氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 516± 01：12．7
 16．4

814 コスモビスティー 牡5鹿 53 国分 恭介岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 486－ 21：13．02 90．4�
34 カモンスプリング 牡4鹿 53 幸 英明石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 504－ 81：13．1クビ 107．9�
69 テーオーマルクス 牡3鹿 54 藤岡 佑介小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 492＋ 2 〃 クビ 7．4
711 ニホンピロマドン 牡5鹿 53 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 530－ 41：13．31� 40．5�
46 アッティーヴォ 牡6栗 55 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 458－ 8 〃 ハナ 27．1�
11 	 スズカユース 牝4栗 51 松若 風馬永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B448＋ 21：13．83 139．5�
22 アサカディオネ 牝3栗 52 団野 大成浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 452－ 41：14．33 9．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 123，889，700円 複勝： 158，282，900円 枠連： 54，606，300円
馬連： 237，529，700円 馬単： 97，464，800円 ワイド： 201，983，800円
3連複： 394，627，400円 3連単： 511，145，100円 計： 1，779，529，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 280円 � 230円 枠 連（5－6） 790円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 840円 �� 830円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 10，170円 3 連 単 ��� 40，330円

票 数

単勝票数 計1238897 的中 � 222372（2番人気）
複勝票数 計1582829 的中 � 257729（2番人気）� 134826（5番人気）� 172071（3番人気）
枠連票数 計 546063 的中 （5－6） 53374（2番人気）
馬連票数 計2375297 的中 �� 70559（11番人気）
馬単票数 計 974648 的中 �� 18616（14番人気）
ワイド票数 計2019838 的中 �� 62811（9番人気）�� 63773（7番人気）�� 29291（26番人気）
3連複票数 計3946274 的中 ��� 29102（37番人気）
3連単票数 計5111451 的中 ��� 9188（127番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―11．9―12．0―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イ ッ シ ン �
�
父 Take Charge Indy �

�
母父 Closing Argument デビュー 2019．12．14 阪神3着

2017．3．7生 牡3鹿 母 Appealing Stella 母母 Rucielo 9戦3勝 賞金 42，729，000円
※テーオーマルクス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

５レース目



（2阪神5）第4日 11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 156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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

401，210，000円
8，130，000円
35，160，000円
6，640，000円
48，570，000円
10，500，000円
70，015，500円
4，956，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
1，245，252，400円
1，564，384，500円
595，071，000円
2，997，086，400円
1，255，358，700円
2，080，304，200円
5，305，882，800円
7，622，682，400円
757，635，800円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 23，423，658，200円

総入場人員 2，511名 （有料入場人員 2，260名）
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