
3207311月23日 曇 良 （2阪神5） 第7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

811 メガゴールド 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 520－ 41：56．6 4．1�

33 キ ゾ ク 牡2栗 55 池添 謙一西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 496－ 61：57．34 3．7�
22 テイエムマグマ 牡2鹿 55 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 B500＋ 81：57．4クビ 50．0�
55 キタノインディ 牡2鹿 55

54 ☆森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 454－ 21：57．61� 6．6�
11 タイセイシェダル 牡2栗 55 岩田 望来田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 448－ 21：57．81� 3．2�
67 セ ル ヴ ォ 牡2鹿 55 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 橋本牧場 462－ 41：58．54 15．3�
78 マクフライト 牡2栗 55 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 510－ 81：58．71� 70．9	
810 メイショウサロベツ 牡2鹿 55 城戸 義政松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 松栄牧場 488－ 22：00．29 163．2

44 テーオールノワール 牡2黒鹿55 岩田 康誠小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 516± 02：01．15 10．8�
79 ウインフェーデ 牡2栗 55 松若 風馬�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 440－ 42：04．1大差 92．8
66 センスオブユニティ 牝2栗 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 458＋ 62：04．41� 54．8�
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売 得 金
単勝： 37，498，500円 複勝： 55，341，100円 枠連： 8，291，900円
馬連： 58，550，500円 馬単： 27，976，300円 ワイド： 51，256，400円
3連複： 94，814，000円 3連単： 117，450，900円 計： 451，179，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 140円 � 820円 枠 連（3－8） 730円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，470円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 7，470円 3 連 単 ��� 25，050円

票 数

単勝票数 計 374985 的中 � 76714（3番人気）
複勝票数 計 553411 的中 � 94592（3番人気）� 131941（1番人気）� 11285（7番人気）
枠連票数 計 82919 的中 （3－8） 8718（3番人気）
馬連票数 計 585505 的中 �� 54595（3番人気）
馬単票数 計 279763 的中 �� 11822（7番人気）
ワイド票数 計 512564 的中 �� 44262（3番人気）�� 8348（17番人気）�� 6863（18番人気）
3連複票数 計 948140 的中 ��� 9513（22番人気）
3連単票数 計1174509 的中 ��� 3399（89番人気）

ハロンタイム 13．2―11．2―14．0―13．0―12．9―13．1―12．8―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．4―38．4―51．4―1：04．3―1：17．4―1：30．2―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メガゴールド �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．9．20 中京10着

2018．3．13生 牡2芦 母 ウッドシップ 母母 ブライドウッド 4戦1勝 賞金 7，610，000円
〔その他〕 センスオブユニティ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインフェーデ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月23日まで平地競

走に出走できない。

3207411月23日 曇 良 （2阪神5） 第7日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

47 ランドボルケーノ 牡2黒鹿55 坂井 瑠星木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 464－ 41：26．0 3．6�
59 コパノピッチング 牡2鹿 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 新冠 サンローゼン 488－ 21：26．74 15．3�
814 ロードサージュ 牡2栗 55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 440－ 21：26．91� 12．5�
34 クリノキララ 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 増尾牧場 432－ 21：27．32 17．5�
713 トーホウグロリアス 牡2栗 55 北村 友一東豊物産� 谷 潔 浦河 チェスナット

ファーム 490－ 81：27．4� 2．5�
22 コマンダンテ 牡2鹿 55

54 ☆団野 大成岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 水丸牧場 468± 0 〃 クビ 5．1	
815 ザ ン ト 牡2黒鹿55 松若 風馬サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 新冠 森永 聡 432＋101：27．93 76．0

611 アイファーベア 牡2鹿 55 田中 健中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 444± 01：28．64 118．2�
23 ニューアリオン 牡2鹿 55 西村 淳也フィールドレーシング 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 476＋ 41：29．02� 33．4�
58 キタノマンゲツ 牡2鹿 55

53 △亀田 温心大久保與志雄氏 中尾 秀正 日高 中原牧場 448＋101：29．21 103．5
712 ノーブルスター 牡2鹿 55 高倉 稜吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 510＋101：29．41� 82．7�
11 コパノジャンピング 牡2鹿 55 小崎 綾也小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 526－ 61：30．03� 23．8�
46 シゲルホンブチョウ 牡2鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 488－ 61：30．1� 191．3�
610 ブリリアントビーム 牡2鹿 55

52 ▲服部 寿希北原光一郎氏 杉山 晴紀 新ひだか 萩澤 俊雄 484＋ 21：31．37 360．6�
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35 ビ ュ ヴ ォ ン 牡2芦 55 藤岡 康太 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 新冠 新冠橋本牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，907，900円 複勝： 52，987，200円 枠連： 9，922，800円
馬連： 55，446，400円 馬単： 26，280，200円 ワイド： 55，405，500円
3連複： 94，191，400円 3連単： 100，618，700円 計： 433，760，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 290円 � 350円 枠 連（4－5） 2，120円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 760円 �� 880円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 31，570円

票 数

単勝票数 差引計 389079（返還計 662） 的中 � 91480（2番人気）
複勝票数 差引計 529872（返還計 809） 的中 � 108971（2番人気）� 42613（4番人気）� 33449（6番人気）
枠連票数 差引計 99228（返還計 38） 的中 （4－5） 3619（8番人気）
馬連票数 差引計 554464（返還計 2682） 的中 �� 19024（8番人気）
馬単票数 差引計 262802（返還計 1273） 的中 �� 5506（11番人気）
ワイド票数 差引計 554055（返還計 2726） 的中 �� 19308（8番人気）�� 16376（11番人気）�� 6193（21番人気）
3連複票数 差引計 941914（返還計 10032） 的中 ��� 9423（20番人気）
3連単票数 差引計1006187（返還計 10038） 的中 ��� 2310（103番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．1―12．4―13．1―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．3―46．4―58．8―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．7―3F39．6
3 1，7－13，2（3，14）12，6（11，15）（4，9，10）－8 4 ・（1，7）－（13，14）－（2，3，12）15，11（6，4，9）10－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ランドボルケーノ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．9．26 中京7着

2018．4．29生 牡2黒鹿 母 ゴッドダンシング 母母 ゴッドインチーフ 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔出走取消〕 ビュヴォン号は，疾病〔背部フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ノーブルスター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ノーブルスター号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルホンブチョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月23日まで平

地競走に出走できない。
ブリリアントビーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月23日まで平地競
走に出走できない。

※出走取消馬 アルーブルト号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）

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７日



3207511月23日 晴 良 （2阪神5） 第7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 5，100，000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

59 ジェラルディーナ 牝2鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432± 01：46．7 3．4�
611 トウシンモンブラン 牝2鹿 54 松山 弘平�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 466＋ 2 〃 ハナ 4．9�
24 プリュムドール 牝2栗 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：46．91� 23．1�
36 ハーツラプソディ 牝2栗 54 和田 竜二下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 504－ 61：47．11 8．9�
35 グランキティ 牝2鹿 54 酒井 学間宮 秀直氏 新谷 功一 新ひだか 今 牧場 402－121：47．41� 544．6	
612 ミスフィガロ 牝2鹿 54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 404－ 21：47．5� 2．9

815 スペキアリス 牝2青 54 幸 英明�G1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 462± 01：47．71 49．5�
713 タガノコハクゾラ 牝2鹿 54 古川 吉洋八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462＋ 2 〃 ハナ 124．8�
47 レッツゴーアスク 牝2鹿 54 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 470－101：47．91� 8．9
12 ブラックジュエリー 牝2青鹿54 坂井 瑠星�飛野牧場 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 426－101：48．0� 149．8�
48 マテンロウアスカ 牝2栗 54 太宰 啓介寺田千代乃氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 428± 01：48．1クビ 261．6�
23 トーホウロゼリア 牝2鹿 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 458± 01：48．42 42．0�
816 ランスオブアース 牝2青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462－141：48．5クビ 98．9�
11 ステイハングリー 牝2芦 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 396＋181：48．71� 337．0�
714 ファーストソリスト 牝2黒鹿 54

53 ☆団野 大成�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 470± 01：49．02 95．0�
510 メイジュスマイル 牝2黒鹿54 �島 克駿荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 434＋101：51．6大差 224．0�
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売 得 金
単勝： 56，197，100円 複勝： 80，354，800円 枠連： 14，689，100円
馬連： 71，739，900円 馬単： 32，285，100円 ワイド： 71，309，100円
3連複： 120，096，300円 3連単： 129，760，900円 計： 576，432，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 150円 � 420円 枠 連（5－6） 300円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 310円 �� 960円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 12，910円

票 数

単勝票数 計 561971 的中 � 136404（2番人気）
複勝票数 計 803548 的中 � 163884（1番人気）� 152611（3番人気）� 35250（6番人気）
枠連票数 計 146891 的中 （5－6） 36796（1番人気）
馬連票数 計 717399 的中 �� 76178（2番人気）
馬単票数 計 322851 的中 �� 17067（4番人気）
ワイド票数 計 713091 的中 �� 66860（2番人気）�� 17759（11番人気）�� 15737（12番人気）
3連複票数 計1200963 的中 ��� 23994（11番人気）
3連単票数 計1297609 的中 ��� 7284（40番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．4―12．0―11．8―12．0―11．9―11．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―34．9―46．9―58．7―1：10．7―1：22．6―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．0
3 10（14，16）11（12，15）（4，6）（8，9）2－（7，5）13，1，3 4 ・（10，14）（16，15）（11，12，6，9）（4，2，8）5（7，13）（1，3）

勝馬の
紹 介

ジェラルディーナ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．12 中京3着

2018．5．12生 牝2鹿 母 ジェンティルドンナ 母母 ドナブリーニ 3戦1勝 賞金 8，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイジュスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月23日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 ビューティーウェイ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）

3207611月23日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2阪神5） 第7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 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：15．7良・良

66 インザムード �3青鹿58 難波 剛健三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 458－ 43：20．5 2．8�
44 デ ィ ー ド 牡4鹿 60 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム B492－223：21．24 2．2�
55 ウインストラグル 牡6黒鹿60 熊沢 重文�ウイン 加用 正 浦河 大柳ファーム 488－ 43：22．26 4．5�
11 シェーンクラート 牡3黒鹿58 五十嵐雄祐金山 敏也氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 500－ 23：22．62 7．7�
33 � ミンナノシャチョウ 牡5鹿 60 黒岩 悠 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 518＋ 43：24．3大差 59．0�
22 サマーサプライズ 牡6鹿 60 中村 将之 �吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 帰山 清貴 478＋ 63：28．8大差 11．5	

（6頭）

売 得 金
単勝： 24，390，100円 複勝： 18，920，500円 枠連： 発売なし
馬連： 25，808，700円 馬単： 19，361，000円 ワイド： 16，071，500円
3連複： 32，495，900円 3連単： 121，620，100円 計： 258，667，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 120円 �� 180円 �� 160円

3 連 複 ��� 220円 3 連 単 ��� 890円

票 数

単勝票数 計 243901 的中 � 69250（2番人気）
複勝票数 計 189205 的中 � 46205（2番人気）� 70568（1番人気）
馬連票数 計 258087 的中 �� 72223（1番人気）
馬単票数 計 193610 的中 �� 26581（2番人気）
ワイド票数 計 160715 的中 �� 41877（1番人気）�� 19108（3番人気）�� 22956（2番人気）
3連複票数 計 324959 的中 ��� 108463（1番人気）
3連単票数 計1216201 的中 ��� 98313（2番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 52．2－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

�
�
5，6，1，4－3，2・（5，6）－4－1－3＝2

勝馬の
紹 介

インザムード 

�
父 ノヴェリスト 


�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．9．29 阪神1着

2017．2．10生 �3青鹿 母 サンエルピス 母母 フサイチパンドラ 障害：3戦1勝 賞金 9，900，000円



3207711月23日 晴 良 （2阪神5） 第7日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．6
1：07．5

良
良

67 メイショウフンケイ 牡2栗 55 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 514 ―1：10．1 7．2�
33 ランスオブミューズ 牝2鹿 54 城戸 義政五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 452 ―1：10．31� 19．1�
22 ゲンパチミーティア 牡2鹿 55 坂井 瑠星平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 478 ―1：10．4クビ 2．9�
44 ジューンビアンカ 牝2鹿 54 小崎 綾也吉川 潤氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 456 ―1：10．61� 21．5�
56 エムケイゴールド 牡2黒鹿55 国分 恭介北前孔一郎氏 大根田裕之 新ひだか 木田 晶範 436 ―1：10．81 36．9�
811 クリムゾンハート 牝2鹿 54 岩田 望来杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 462 ― 〃 クビ 3．4�
79 ロードフォールズ 牡2栗 55 中井 裕二 	ロードホースクラブ 長谷川浩大 新ひだか 谷藤 弘美 466 ―1：11．75 87．3

68 ピエナレモン 牡2黒鹿55 太宰 啓介本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 470 ―1：12．44 4．2�
812 ムニショネッテ 牝2鹿 54

52 △亀田 温心森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 436 ―1：12．93 55．3�
11 テイエムサラトガ 牡2黒鹿55 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 日高テイエム

牧場株式会社 444 ―1：13．0クビ 131．5
55 フクシマブリリオ 牝2鹿 54 長岡 禎仁西本 資史氏 西橋 豊治 浦河 成隆牧場 426 ―1：13．21� 173．6�
710 リュウノイカヅチ 牡2栗 55 黒岩 悠二口 雅一氏 牧田 和弥 新ひだか 沼田 照秋 504 ―1：13．41� 98．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，746，600円 複勝： 37，140，300円 枠連： 9，043，500円
馬連： 45，971，400円 馬単： 25，587，300円 ワイド： 39，249，700円
3連複： 69，239，400円 3連単： 92，959，100円 計： 360，937，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 180円 � 280円 � 130円 枠 連（3－6） 1，610円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 6，000円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 340円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 22，950円

票 数

単勝票数 計 417466 的中 � 49057（4番人気）
複勝票数 計 371403 的中 � 48865（4番人気）� 26247（5番人気）� 96720（1番人気）
枠連票数 計 90435 的中 （3－6） 4345（6番人気）
馬連票数 計 459714 的中 �� 8199（14番人気）
馬単票数 計 255873 的中 �� 3198（20番人気）
ワイド票数 計 392497 的中 �� 7782（15番人気）�� 32755（3番人気）�� 15566（7番人気）
3連複票数 計 692394 的中 ��� 18980（9番人気）
3連単票数 計 929591 的中 ��� 2936（75番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―11．4―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．6―47．0―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウフンケイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2018．3．28生 牡2栗 母 メイショウスズラン 母母 クィーンズダガー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3207811月23日 晴 良 （2阪神5） 第7日 第6競走 ��1，600�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
1：32．4
1：32．3

良
良

34 テーオーダヴィンチ 牡2栗 55 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 492＋ 21：35．2 3．4�
813 バ ン ベ ル ク 牡2鹿 55 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 466－ 41：35．41 3．5�
33 エイシンイシュタル 牝2栗 54 坂井 瑠星平井 克彦氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 432－ 6 〃 ハナ 35．4�
69 ルチェカリーナ 牝2栗 54 吉田 隼人加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 462－ 2 〃 クビ 3．8�
22 ルヴァンノワール 牝2鹿 54 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 438＋ 21：35．61� 17．2�
58 アイコンテーラー 牝2栗 54 �島 克駿中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 464－ 21：35．7クビ 277．7	
711 イッツマイドリーム 牝2黒鹿 54

53 ☆団野 大成吉田 千津氏 荒川 義之 日高 川端 正博 456－ 41：35．8� 68．8

814 ビューティフローラ 牝2鹿 54 古川 吉洋�ヤナガワ牧場 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 420－ 21：36．01� 17．7�
610 タイキフロリゼル 牡2芦 55 藤岡 佑介�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 474＋ 21：36．2� 12．9�
712 エイシンティアラ 牝2黒鹿54 川又 賢治栄進堂 吉村 圭司 浦河 栄進牧場 454＋16 〃 クビ 203．3�
11 ハイエストポイント 牡2青鹿55 松山 弘平ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 61：36．41� 12．9�
57 モンストルシチー 牡2黒鹿 55

53 △亀田 温心 友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 41：36．61� 365．6�
46 カフジヴィオレッタ 牝2鹿 54 幸 英明加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 456± 01：36．7クビ 184．8�
45 ニシノコウメイ 牡2鹿 55 和田 竜二西山 茂行氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 444－ 21：37．12� 46．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，925，000円 複勝： 55，636，800円 枠連： 11，522，800円
馬連： 69，335，300円 馬単： 31，533，900円 ワイド： 60，701，700円
3連複： 106，081，700円 3連単： 120，143，500円 計： 506，880，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 150円 � 480円 枠 連（3－8） 390円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，050円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 13，470円

票 数

単勝票数 計 519250 的中 � 126316（1番人気）
複勝票数 計 556368 的中 � 134176（1番人気）� 104056（3番人気）� 19745（9番人気）
枠連票数 計 115228 的中 （3－8） 22566（2番人気）
馬連票数 計 693353 的中 �� 98291（2番人気）
馬単票数 計 315339 的中 �� 23908（2番人気）
ワイド票数 計 607017 的中 �� 70062（2番人気）�� 13671（14番人気）�� 7992（21番人気）
3連複票数 計1060817 的中 ��� 18471（15番人気）
3連単票数 計1201435 的中 ��� 6463（38番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．8―12．7―12．5―11．5―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．7―48．4―1：00．9―1：12．4―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーダヴィンチ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sea of Secrets デビュー 2020．10．31 京都2着

2018．2．9生 牡2栗 母 シークレットジプシー 母母 Miss Utada 2戦1勝 賞金 7，900，000円



3207911月23日 晴 良 （2阪神5） 第7日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：48．5
1：47．6

重
重

69 ワインレッドローズ 牝4黒鹿 55
53 △亀田 温心飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 490－ 21：54．5 14．9�

812 チェルアルコ 牝3栗 53 池添 謙一吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 526± 01：54．6クビ 4．2�
45 ソニックビースト 牝3黒鹿53 川須 栄彦杉山 忠国氏 浅見 秀一 浦河 桑田牧場 488－ 81：54．81� 24．6�
33 ラフリッグフェル 牝3栗 53 福永 祐一 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 432－ 81：55．22� 2．5�
710 ナムラパフィン 牝3鹿 53 吉田 隼人奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 いとう牧場 424＋ 8 〃 ハナ 39．6�
57 レッドエステーラ 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真 	東京ホースレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 408＋ 41：55．51� 44．6

68 クーファアチャラ 牝3鹿 53

52 ☆団野 大成大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 川島牧場 458＋101：55．6� 8．9�
56 ロ ニ セ ラ 牝3青鹿53 松山 弘平前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 21：55．7� 10．1�
813	 ワタシノワルツ 牝4芦 55 川島 信二ライオンレースホース	 新谷 功一 浦河 浦河日成牧場 510＋ 21：56．44 242．4
44 ブラックヒューマー 牝3黒鹿53 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 41：57．25 16．1�
22 クリノニキータ 牝3鹿 53 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 462＋ 51：58．05 61．3�
711 ホットミスト 牝3鹿 53 
島 克駿ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 81：59．38 47．3�
11 アルヴェント 牝3鹿 53 柴山 雄一街風 �雄氏 武 幸四郎 安平 追分ファーム 480＋ 21：59．4� 6．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，004，600円 複勝： 68，390，100円 枠連： 11，470，800円
馬連： 75，969，500円 馬単： 36，220，200円 ワイド： 69，454，900円
3連複： 119，714，800円 3連単： 141，237，800円 計： 570，462，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 410円 � 190円 � 500円 枠 連（6－8） 1，330円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 7，690円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 2，330円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 14，740円 3 連 単 ��� 85，970円

票 数

単勝票数 計 480046 的中 � 25663（6番人気）
複勝票数 計 683901 的中 � 39962（6番人気）� 115119（2番人気）� 31074（7番人気）
枠連票数 計 114708 的中 （6－8） 6640（6番人気）
馬連票数 計 759695 的中 �� 19176（11番人気）
馬単票数 計 362202 的中 �� 3529（26番人気）
ワイド票数 計 694549 的中 �� 17690（11番人気）�� 7524（27番人気）�� 10737（21番人気）
3連複票数 計1197148 的中 ��� 6091（51番人気）
3連単票数 計1412378 的中 ��� 1191（267番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．6―50．4―1：03．1―1：15．8―1：28．3―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワインレッドローズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．12．15 中京5着

2016．5．31生 牝4黒鹿 母 ダイワジャンヌ 母母 ケーキカット 26戦2勝 賞金 39，710，000円

3208011月23日 晴 良 （2阪神5） 第7日 第8競走 ��2，000�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 7，600，000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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

44 ロードセッション 牡3鹿 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 504＋102：08．4 19．9�
77 ニホンピロストーム 牡3鹿 55 松山 弘平小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 528＋ 22：08．5クビ 1．9�
66 メイショウハクサン 牡3鹿 55 中井 裕二松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 486＋ 42：08．6� 6．6�
11 ヴェラアズール 牡3青 55 福永 祐一 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506± 02：08．7� 5．5	
78 フ ラ ー レ ン 牝3鹿 53 北村 友一 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 504＋ 22：08．91� 18．1

810 ワイドレッジャドロ 牡3黒鹿 55

53 △亀田 温心幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 494－ 22：09．96 10．6�
55 チ ェ ー ロ 牡3黒鹿55 柴山 雄一�GET NEXT 奥村 豊 浦河 辻 牧場 484± 02：10．1� 29．7�
89 � ジェミニキング 	4鹿 57 水口 優也三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 B470－ 42：10．52� 113．6
33 マ ナ ロ ー ラ 牝6黒鹿55 
島 克駿前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 22：11．35 20．2�
22 マイサンシャイン 牡4栗 57 岩田 望来三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 488－ 22：11．51� 8．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，958，400円 複勝： 77，186，400円 枠連： 10，529，500円
馬連： 78，667，300円 馬単： 40，632，200円 ワイド： 72，017，800円
3連複： 118，271，900円 3連単： 184，878，700円 計： 637，142，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，990円 複 勝 � 360円 � 110円 � 200円 枠 連（4－7） 1，830円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，720円 �� 320円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 32，660円

票 数

単勝票数 計 549584 的中 � 22009（7番人気）
複勝票数 計 771864 的中 � 34537（7番人気）� 297627（1番人気）� 75520（4番人気）
枠連票数 計 105295 的中 （4－7） 4455（7番人気）
馬連票数 計 786673 的中 �� 31622（7番人気）
馬単票数 計 406322 的中 �� 5757（16番人気）
ワイド票数 計 720178 的中 �� 25894（8番人気）�� 9715（21番人気）�� 65212（2番人気）
3連複票数 計1182719 的中 ��� 27635（10番人気）
3連単票数 計1848787 的中 ��� 4104（109番人気）

ハロンタイム 12．9―12．8―12．8―14．5―12．6―12．6―12．6―12．3―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．7―38．5―53．0―1：05．6―1：18．2―1：30．8―1：43．1―1：55．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードセッション �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2020．1．12 京都14着

2017．3．4生 牡3鹿 母 ジャズキャット 母母 Barbicue Sauce 8戦2勝 賞金 15，900，000円



3208111月23日 晴 良 （2阪神5） 第7日 第9競走 ��
��1，400�

し ゅ う め い ぎ く

秋 明 菊 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 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000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
1：20．1
1：20．1

良
良

11 � ブルースピリット 牡2鹿 55 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 愛
Deerpark Stud
& Irish Na-
tional Stud

490＋ 81：21．3 7．9�
811 グランデフィオーレ 牝2芦 54 松山 弘平 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 21：21．61� 5．2�
33 ピクシーナイト 牡2鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 538＋101：21．7	 2．7�
22 セントポーリア 牝2鹿 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 61：22．33	 111．6�
66 ゴールドチャリス 牝2鹿 54 浜中 俊フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 416± 0 〃 クビ 11．5�
810 ピンクカメハメハ 牡2鹿 55 和田 竜二木村 久子氏 森 秀行 新ひだか 畠山牧場 458－ 41：22．4クビ 19．2	
55 デルマヤクシ 牡2栗 55 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 友道 康夫 日高 白井牧場 438－ 21：22．61	 8．9

67 エイボンクリフ 牝2鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 416－ 61：22．91� 47．3�
78 � ヒ ト ヨ ギ リ 牝2鹿 54 池添 謙一森田 藤治氏 橋田 満 英 Floors

Farming 452－ 4 〃 ハナ 4．5�
79 
 エイシンミラクル 牝2鹿 54 吉村 智洋平井 克彦氏 坂本 和也 浦河 栄進牧場 430－ 61：24．510 347．4

（兵庫） （兵庫）

44 � エイシンシトリン 牝2青 54 松若 風馬�栄進堂 高橋 康之 浦河 栄進牧場 452－ 21：25．67 346．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 79，155，400円 複勝： 86，038，100円 枠連： 15，295，000円
馬連： 119，580，600円 馬単： 56，878，000円 ワイド： 83，041，700円
3連複： 164，163，100円 3連単： 261，726，700円 計： 865，878，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 190円 � 160円 � 130円 枠 連（1－8） 1，310円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 570円 �� 390円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 11，190円

票 数

単勝票数 計 791554 的中 � 83926（4番人気）
複勝票数 計 860381 的中 � 95335（4番人気）� 131870（3番人気）� 208997（1番人気）
枠連票数 計 152950 的中 （1－8） 8993（8番人気）
馬連票数 計1195806 的中 �� 62082（6番人気）
馬単票数 計 568780 的中 �� 13816（14番人気）
ワイド票数 計 830417 的中 �� 35122（11番人気）�� 55183（3番人気）�� 61202（2番人気）
3連複票数 計1641631 的中 ��� 76910（6番人気）
3連単票数 計2617267 的中 ��� 16944（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．8―45．4―57．1―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブルースピリット �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Galileo デビュー 2020．6．21 函館1着

2018．4．27生 牡2鹿 母 Jasmine Blue 母母 Impressionist Art 2戦2勝 賞金 17，338，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンミラクル号・エイシンシトリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

12月23日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3208211月23日 晴 良 （2阪神5） 第7日 第10競走 ��
��2，000�

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55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

77 プライドランド 牡4芦 57 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468＋ 82：01．1 7．2�
11 サトノシャローム 牡3鹿 55 藤岡 康太 �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 506± 02：01．31� 5．5�
78 アイアンバローズ 牡3鹿 55 池添 謙一猪熊 広次氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 494－ 22：01．4	 5．8�
66 リ ノ キ ア ナ 牝3鹿 53 幸 英明松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 436＋ 4 〃 ハナ 19．1�
22 ハギノアップロード 牡4黒鹿57 藤岡 佑介日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 478± 02：01．72 16．3	
44 サウンドレベッカ 牝3青鹿53 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 454± 02：02．02 2．0

89 リリーモントルー 牡6鹿 57 国分 恭介土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 444＋ 2 〃 アタマ 221．7�
55 アグネスリバティ 牡7黒鹿57 中井 裕二渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 500－ 22：02．1クビ 136．9�
33 プリマヴィスタ 牡3栗 55 坂井 瑠星加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 6 〃 アタマ 53．2
810 ダディーズマインド 牡4鹿 57 宮崎 北斗田島 大史氏 青木 孝文 新冠 スカイビーチステーブル 484－ 4 〃 クビ 8．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 70，925，100円 複勝： 87，801，500円 枠連： 19，288，000円
馬連： 133，061，300円 馬単： 61，169，000円 ワイド： 92，296，900円
3連複： 191，905，100円 3連単： 309，073，400円 計： 965，520，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 160円 � 180円 枠 連（1－7） 790円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 610円 �� 630円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 20，680円

票 数

単勝票数 計 709251 的中 � 77739（4番人気）
複勝票数 計 878015 的中 � 101353（5番人気）� 149581（2番人気）� 130702（3番人気）
枠連票数 計 192880 的中 （1－7） 18709（3番人気）
馬連票数 計1330613 的中 �� 52379（9番人気）
馬単票数 計 611690 的中 �� 10308（19番人気）
ワイド票数 計 922969 的中 �� 38268（7番人気）�� 37118（8番人気）�� 46125（5番人気）
3連複票数 計1919051 的中 ��� 46319（11番人気）
3連単票数 計3090734 的中 ��� 10834（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．2―36．0―48．8―1：01．3―1：14．1―1：25．7―1：37．3―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．4
1
3
1，10＝4，6（2，5，7）－3，9，8・（1，10）7，5（4，6）（2，8）3，9

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

勝馬の
紹 介

プライドランド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2018．10．14 新潟2着

2016．1．31生 牡4芦 母 ザ ズ ー 母母 Rhumb Line 15戦3勝 賞金 52，872，000円

１レース目 ３レース目



3208311月23日 晴 良 （2阪神5） 第7日 第11競走 ��
��1，400�

ひ め じ

姫路ステークス
発走15時40分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 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

35 スリーグランド 牡3栗 56 松若 風馬永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 464± 01：24．0 2．4�
510 コパノマーキュリー 牡3鹿 56 和田 竜二小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 510± 01：24．1クビ 5．6�
47 シェパードボーイ 牡4黒鹿57 福永 祐一吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 446－ 21：24．52� 7．9�
59 ハッピーゴラッキー 牝4鹿 55 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋141：24．82 6．0�
816	 ターゲリート 牡7黒鹿57 高倉 稜�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494－ 8 〃 クビ 240．0�
611 セパヌイール 牝5栗 55 団野 大成レキップモンターニュ 吉村 圭司 新ひだか 藤巻 則弘 472＋ 81：25．01 256．4	
36 スナークスター 
4鹿 57 吉田 隼人杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 470＋ 2 〃 クビ 23．5

48 メイショウヴォルガ 牡6鹿 57 酒井 学松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 500＋ 21：25．1クビ 70．3�
815 メリーメーキング 牡4黒鹿57 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 B450＋ 21：25．41� 19．0�
713 メイショウコゴミ 牝5鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 452＋ 21：25．5� 21．6
11 グッドラックサマー 牡6栗 57 中井 裕二澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 B550－ 41：25．71� 128．7�
714 マッスルビーチ 牡4黒鹿57 浜中 俊岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470± 01：26．12� 10．2�
24 	 ゴールドリング 牝4栗 55 国分 優作加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 浦河土肥牧場 462－ 81：26．31� 272．2�
12 ププッピドゥ 牝4栗 55 岩田 康誠岡 浩二氏 北出 成人 浦河 モトスファーム 500± 01：27．36 15．2�
23 オーシャンズルーラ 牝4鹿 55 北村 友一一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 476－ 4 〃 クビ 37．3�
612 アサケパワー 牡6鹿 57 和田 翼大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 516－ 41：28．78 64．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 114，106，300円 複勝： 145，269，100円 枠連： 65，225，400円 馬連： 309，402，800円 馬単： 119，947，900円
ワイド： 217，006，100円 3連複： 549，071，300円 3連単： 668，263，600円 5重勝： 669，825，200円 計： 2，858，117，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 200円 � 200円 枠 連（3－5） 340円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 340円 �� 450円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 5，230円

5 重 勝
対象競走：阪神9R／東京10R／阪神10R／東京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 102，210円

票 数

単勝票数 計1141063 的中 � 365168（1番人気）
複勝票数 計1452691 的中 � 377641（1番人気）� 165421（3番人気）� 161341（4番人気）
枠連票数 計 652254 的中 （3－5） 145240（1番人気）
馬連票数 計3094028 的中 �� 349422（1番人気）
馬単票数 計1199479 的中 �� 91168（1番人気）
ワイド票数 計2170061 的中 �� 175508（1番人気）�� 122702（4番人気）�� 66259（10番人気）
3連複票数 計5490713 的中 ��� 203350（3番人気）
3連単票数 計6682636 的中 ��� 92509（4番人気）
5重勝票数 計6698252 的中 ����� 4587

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーグランド �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．10．5 京都8着

2017．5．30生 牡3栗 母 プリモタイム 母母 キ ハ ク 10戦3勝 賞金 54，747，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アサケパワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月23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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アールロッソ号・イッツクール号・クライシス号・クリノサンレオ号・サダムスキャット号・サトノユニゾン号・

スズノウメ号・スピリットワンベル号・タガノプレトリア号・メイショウハナモリ号・メイショウヤクシマ号・
ヨドノビクトリー号・ライジングドラゴン号・ロイヤルパールス号

3208411月23日 晴 良 （2阪神5） 第7日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走16時20分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 7，600，000円 3，000，000円
1，254，000
1，254，000
1，254，000

円
円
円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

48 ムーンライト 牝3青 54 福永 祐一石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 460± 01：21．4 3．9�
818 スワーヴドン 牡3鹿 56 坂井 瑠星�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484－ 61：21．6� 11．0�
11 	 ミッドサマーハウス 牝4青 55 藤岡 康太ゴドルフィン 
島 一歩 英 Godolphin 470＋12 〃 クビ 8．6�
24 フリークアウト 牝3鹿 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 4 〃 同着 6．4�
611 ド ゥ ー ベ 牡3栗 56 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 508＋ 8 〃 同着 4．2	
36 オメガハートクィン 牝4黒鹿55 和田 竜二原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446± 01：21．7� 21．9

510 ブランシェット 牝4黒鹿 55

53 △亀田 温心�G1レーシング 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428± 01：21．8クビ 54．7�

714 ヴェルザスカ 牝3鹿 54 吉田 隼人矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 440－ 6 〃 アタマ 9．1�
817 グ ラ ウ ク ス 4栗 57

54 ▲泉谷 楓真 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－ 2 〃 アタマ 113．6

59 カ ケ ル 牡3鹿 56 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＋ 61：21．9� 20．7�

23 ヴィースバーデン 牝3鹿 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 430－ 61：22．0クビ 45．9�
12 ア ミ ー ク ス 牝3鹿 54 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 446－ 8 〃 ハナ 27．5�
612 ダノンシティ 牡4鹿 57 松若 風馬�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 4 〃 アタマ 19．2�
816 フェスタマドンナ 牝5鹿 55 岩田 望来服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 516－ 21：22．31� 172．7�
35 グランフェスタ 牡3黒鹿56 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 上村 洋行 浦河 伏木田牧場 442＋ 4 〃 クビ 77．4�
713 マイネルホイッスル 牡3黒鹿56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 474－101：22．51� 56．8�
47 	 コンバットマーチ 牝3芦 54

53 ☆団野 大成岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Jay Goodwin
& Brian Foret 456＋ 61：22．6クビ 188．0�

715 エーティーメジャー 牡3鹿 56 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 むかわ 上水牧場 488－ 41：23．45 70．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 106，995，500円 複勝： 166，555，800円 枠連： 51，163，300円
馬連： 247，654，100円 馬単： 89，306，100円 ワイド： 220，375，500円
3連複： 460，634，900円 3連単： 496，823，900円 計： 1，839，509，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 110円 � 150円 �
�
�

140円
130円
110円

枠 連（4－8） 1，710円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 360円 ��
��
��

320円
260円
190円

��
��
��

530円
580円
370円

3 連 複
���
���
���

1，960円
2，020円
1，140円

3 連 単
���
���
���

8，030円
8，750円
5，410円

票 数

単勝票数 計1069955 的中 � 219434（1番人気）
複勝票数 計1665558 的中 �

�
306108
184945

（1番人気）
（3番人気）

�
�

131200
259354

（6番人気）
（2番人気）

� 157064（4番人気）

枠連票数 計 511633 的中 （4－8） 23126（9番人気）
馬連票数 計2476541 的中 �� 90636（7番人気）
馬単票数 計 893061 的中 �� 19127（7番人気）
ワイド票数 計2203755 的中 ��

��
��

64490
153868
62283

（8番人気）
（1番人気）
（9番人気）

��
��

74008
40505

（4番人気）
（15番人気）

��
��

97920
36517

（2番人気）
（19番人気）

3連複票数 計4606349 的中 ��� 58019（12番人気）��� 56266（13番人気）��� 102417（4番人気）
3連単票数 計4968239 的中 ��� 14927（37番人気）��� 13692（45番人気）��� 22250（14番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―10．9―11．4―11．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―33．7―45．1―56．6―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．3
3 17－（11，15）（4，16）12，18（2，14）（8，13）（1，6）10，5（3，7）－9 4 17－（11，16）（15，18）（4，12）（8，13）14（2，6）（1，10）7（5，3）9

勝馬の
紹 介

ムーンライト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2019．7．14 中京5着

2017．3．4生 牝3青 母 ビーウインド 母母 ビクトリーマッハ 13戦2勝 賞金 27，600，000円

５レース目



（2阪神5）第7日 11月23日 （祝日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 151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

192，622，000円
5，620，000円
24，520，000円
1，220，000円
20，320，000円
65，031，250円
4，506，500円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
724，810，500円
931，621，700円
226，442，100円
1，291，187，800円
567，177，200円
1，048，186，800円
2，120，679，800円
2，744，557，300円
669，825，200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 10，324，488，400円

総入場人員 1，545名 （有料入場人員 1，412名）
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