
3208511月28日 晴 良 （2阪神5） 第8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

710� フランスゴデイナ 牡2栗 55 福永 祐一稻井田有司氏 森 秀行 米
Betz, Kidder, B
& K Canetti &
Jim Betz

476－ 21：53．9 4．2�
711 エマージングロール 牡2鹿 55 岩田 康誠吉田 晴哉氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 41：54．64 24．1�
69 ビシャモンテン 牡2青 55 幸 英明市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 平取 坂東牧場 500＋201：55．02� 10．2�
56 ミ ル ト ボ ス 牡2鹿 55 和田 竜二永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 490＋ 21：55．42� 44．8�
813 ロコポルティ 牡2鹿 55

54 ☆富田 暁 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520－ 21：55．72 2．7	

11 メイショウマントル 牡2鹿 55 田中 健松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 508－ 21：55．91 292．7

45 テイエムタツマキ 牡2青鹿55 武 豊竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 496－ 4 〃 クビ 3．1�
33 スーパーフェイバー 牡2黒鹿55 坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 21：57．17 52．5�
22 オメガクラージュ 牝2黒鹿54 西村 淳也原 	子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 432＋ 41：57．63 564．8
44 � デルマミロク 牝2鹿 54

51 ▲泉谷 楓真浅沼 廣幸氏 須貝 尚介 米 Don Alberto
Corporation 472± 01：58．23� 64．6�

57 ロードフェイロン 牡2鹿 55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 460＋101：58．41 15．7�
812 ニホンピロコール 牡2黒鹿55 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 476－ 21：58．5
 77．5�
68 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± 01：58．92 208．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 57，551，100円 複勝： 70，941，600円 枠連： 10，608，800円
馬連： 73，624，200円 馬単： 38，063，200円 ワイド： 66，565，200円
3連複： 124，049，400円 3連単： 150，419，600円 計： 591，823，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 510円 � 260円 枠 連（7－7） 4，740円

馬 連 �� 5，100円 馬 単 �� 8，940円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 490円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 7，830円 3 連 単 ��� 42，900円

票 数

単勝票数 計 575511 的中 � 113338（3番人気）
複勝票数 計 709416 的中 � 116927（3番人気）� 30195（6番人気）� 72120（4番人気）
枠連票数 計 106088 的中 （7－7） 1734（12番人気）
馬連票数 計 736242 的中 �� 11177（14番人気）
馬単票数 計 380632 的中 �� 3190（30番人気）
ワイド票数 計 665652 的中 �� 10313（17番人気）�� 37640（5番人気）�� 8133（23番人気）
3連複票数 計1240494 的中 ��� 11882（27番人気）
3連単票数 計1504196 的中 ��� 2542（137番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．7―13．0―12．6―12．2―11．9―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．9―50．9―1：03．5―1：15．7―1：27．6―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フランスゴデイナ �
�
父 Will Take Charge �

�
母父 Curlin デビュー 2020．11．7 東京4着

2018．3．1生 牡2栗 母 Dreamy Blues 母母 Shawklit Delight 2戦1勝 賞金 6，200，000円

3208611月28日 晴 良 （2阪神5） 第8日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時35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
1：20．1
1：20．1

良
良

35 ショウリュウレーヴ 牡2黒鹿 55
54 ☆団野 大成上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 500± 01：21．7 2．3�

48 ワールドバローズ 牡2鹿 55 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 458＋ 61：22．02 5．4�
23 レッドフランカー 牡2黒鹿55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：22．1クビ 6．6�
24 セ リ シ ア 牝2芦 54 岩田 望来西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 474＋ 2 〃 クビ 5．6�
59 ユキノフラッシュ 牡2黒鹿55 岩田 康誠嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 468＋181：22．73� 14．2�
36 シューラヴァラ 牡2黒鹿55 松山 弘平高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 452＋ 81：23．01� 51．0	
816 リオンキング 牡2鹿 55 武 豊中野 和子氏 石橋 守 新ひだか 西村牧場 474－ 8 〃 アタマ 17．4

815 アンジュソレイユ 牝2栗 54 西村 淳也犬塚悠治郎氏 石坂 正 日高 浜本牧場 446－ 41：23．21 84．5�
510 ハクサンマックス 牡2鹿 55 池添 謙一河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 440± 01：23．3� 46．7�
611 ニシノレガシー 牡2青鹿55 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 日高 沖田牧場 504－ 8 〃 ハナ 80．7
11 ジョウショーキウン 牡2黒鹿55 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 414＋141：23．51� 217．3�
47 トラヴェラーズ 牝2鹿 54 酒井 学�ハクツ牧場 北出 成人 新冠 ハクツ牧場 438－ 41：23．6� 338．8�
714 ア レ ッ サ 牝2黒鹿54 坂井 瑠星 �シルクレーシング 宮本 博 平取 坂東牧場 404－ 41：24．02� 271．3�
713 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 414－ 41：24．21� 89．1�
612 アブルマドール 牡2黒鹿55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：24．3� 28．4�
12 トレンブラン 牝2青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 412± 01：24．61� 385．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，866，900円 複勝： 79，647，800円 枠連： 13，686，700円
馬連： 70，494，200円 馬単： 32，235，000円 ワイド： 71，481，000円
3連複： 118，747，100円 3連単： 118，598，400円 計： 558，757，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 180円 枠 連（3－4） 680円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 300円 �� 340円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 4，660円

票 数

単勝票数 計 538669 的中 � 190589（1番人気）
複勝票数 計 796478 的中 � 197141（1番人気）� 139405（2番人気）� 95902（4番人気）
枠連票数 計 136867 的中 （3－4） 15412（3番人気）
馬連票数 計 704942 的中 �� 79674（2番人気）
馬単票数 計 322350 的中 �� 23037（2番人気）
ワイド票数 計 714810 的中 �� 64374（1番人気）�� 54675（3番人気）�� 27774（7番人気）
3連複票数 計1187471 的中 ��� 59895（3番人気）
3連単票数 計1185984 的中 ��� 18426（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．7―11．6―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．5―46．2―57．8―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウリュウレーヴ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．11．8 阪神4着

2018．2．22生 牡2黒鹿 母 ショウリュウムーン 母母 ムーンザドリーム 2戦1勝 賞金 6，200，000円

第５回 阪神競馬 第８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



3208711月28日 晴 良 （2阪神5） 第8日 第3競走 ��1，200�2歳未勝利
発走11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
1：11．0
1：10．2

良
不良

11 エナジーロッソ 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 476± 01：12．7 1．8�
22 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 488＋ 21：12．8� 3．0�
66 サウンドブライアン 牡2芦 55 西村 淳也増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 472－101：13．86 121．7�
79 タ カ ミ ズ 牝2栗 54

53 ☆森 裕太朗清水 義德氏 吉田 直弘 浦河 ヒダカフアーム 440＋ 61：13．9クビ 19．5�
78 ビヨンドザシーン 牡2黒鹿55 城戸 義政�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 456＋ 4 〃 クビ 89．5	
67 アルムファーツリー 牝2黒鹿54 �島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 21：14．0クビ 9．9

44 テンシノエア 牝2鹿 54 岩田 望来�浜本牧場 石坂 正 日高 浜本牧場 434＋ 21：14．1� 58．8�
33 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 476－ 21：14．31� 136．9�
55 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 450－ 61：14．83 11．1
810 イ ー ウ ェ イ 牡2鹿 55 松若 風馬奥田 貴敏氏 上村 洋行 青森 諏訪牧場 436＋181：15．54 38．3�
811 エ ク シ ダ ス �2鹿 55 小崎 綾也 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム B458－121：18．3大差 306．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 45，837，400円 複勝： 57，971，300円 枠連： 7，455，100円
馬連： 52，623，700円 馬単： 33，897，400円 ワイド： 49，095，400円
3連複： 84，019，200円 3連単： 147，281，900円 計： 478，181，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 660円 枠 連（1－2） 220円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，720円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 8，280円

票 数

単勝票数 計 458374 的中 � 210624（1番人気）
複勝票数 計 579713 的中 � 254408（1番人気）� 128535（2番人気）� 8584（9番人気）
枠連票数 計 74551 的中 （1－2） 25124（1番人気）
馬連票数 計 526237 的中 �� 193363（1番人気）
馬単票数 計 338974 的中 �� 69067（1番人気）
ワイド票数 計 490954 的中 �� 114457（1番人気）�� 5743（19番人気）�� 4546（24番人気）
3連複票数 計 840192 的中 ��� 18512（10番人気）
3連単票数 計1472819 的中 ��� 12884（24番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―11．9―12．1―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エナジーロッソ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．6．7 東京3着

2018．4．2生 牝2鹿 母 エナジーハート 母母 タガノルビー 7戦1勝 賞金 12，780，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エクシダス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月28日まで平地競走に

出走できない。

3208811月28日 晴 良 （2阪神5） 第8日 第4競走 ��
��1，600�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 5，100，000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

610 ス ン リ 牝2鹿 54 松山 弘平白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B460± 01：35．2 5．1�
69 マイネルクハージュ 牡2黒鹿55 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 柏木 一則 442－ 2 〃 アタマ 104．5�
34 インワンシティング 牡2鹿 55 岩田 望来�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 450－ 21：35．3クビ 4．9�
712 スカーレットジンク 牡2芦 55 浜中 俊�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 466± 01：35．4� 5．8�
814 ショウナンガニアン 牡2鹿 55 福永 祐一国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 442＋ 21：35．5クビ 6．6	
57 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 474－ 61：35．81� 3．1

11 ロ ゼ ッ ト 牝2黒鹿54 坂井 瑠星飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 414＋ 6 〃 アタマ 26．7�
46 マリブスターソング 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 434＋ 41：36．01� 106．6�
45 コスモチェントロ 牝2鹿 54 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 新冠 武田 修一 400± 0 〃 アタマ 167．9
58 ボディダブル 牡2黒鹿55 松若 風馬山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 496－ 81：36．42� 390．5�
33 シホノコプント 牝2青鹿54 藤岡 佑介村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞	湖 レイクヴィラファーム 422－ 41：36．61 101．8�
22 クールヴィンソン 牡2鹿 55 岩田 康誠 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 北田 剛 444＋ 81：36．81� 15．4�
711 バ ラ キ エ ル 
2鹿 55 和田 竜二 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480＋181：37．43� 39．4�
813 チョウラブリー 牝2鹿 54 加藤 祥太丸山 隆雄氏 西橋 豊治 新ひだか 佐藤 鉄也 424－ 41：37．61� 753．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，568，000円 複勝： 75，612，700円 枠連： 9，118，700円
馬連： 73，842，700円 馬単： 34，045，600円 ワイド： 67，725，300円
3連複： 117，310，800円 3連単： 131，351，100円 計： 561，574，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 1，590円 � 190円 枠 連（6－6） 16，860円

馬 連 �� 17，120円 馬 単 �� 27，990円

ワ イ ド �� 3，570円 �� 530円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 19，500円 3 連 単 ��� 155，340円

票 数

単勝票数 計 525680 的中 � 86126（3番人気）
複勝票数 計 756127 的中 � 133448（2番人気）� 8758（10番人気）� 117689（3番人気）
枠連票数 計 91187 的中 （6－6） 419（30番人気）
馬連票数 計 738427 的中 �� 3341（29番人気）
馬単票数 計 340456 的中 �� 912（53番人気）
ワイド票数 計 677253 的中 �� 4679（27番人気）�� 35700（6番人気）�� 3824（32番人気）
3連複票数 計1173108 的中 ��� 4510（48番人気）
3連単票数 計1313511 的中 ��� 613（341番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．6―11．8―11．8―11．9―11．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．5―47．3―59．1―1：11．0―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 ・（8，10）12，9，14（2，4）－（1，6）5（3，7）（11，13） 4 ・（8，10）－12（9，14）（2，4）（1，6）5－（3，7）－（11，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ス ン リ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．8．15 小倉17着

2018．2．2生 牝2鹿 母 ホットマンボ 母母 A. O. L. Hayes 5戦1勝 賞金 8，400，000円
※ボディダブル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

追 加 記 事（第 5回阪神競馬第 7日第 9競走）
〔その他〕　　エイシンシトリン号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3208911月28日 晴 良 （2阪神5） 第8日 第5競走 ��
��1，800�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
1：45．6
1：44．5

良
良

89 ヴィクティファルス 牡2鹿 55 福永 祐一�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 484 ―1：49．3 1．4�
66 カ サ デ ガ 牡2芦 55 川又 賢治杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 454 ―1：49．4� 15．5�
11 タナキーボー 牡2黒鹿55 武 豊田中 俊彰氏 清水 久詞 日高 天羽 禮治 490 ―1：49．61� 7．6�
55 グッドインパクト 牝2鹿 54 藤岡 康太杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 438 ―1：49．81� 20．7�
22 ウォーターアークス 牡2青鹿55 岩田 望来山岡 正人氏 河内 洋 新ひだか 野坂牧場 474 ―1：49．9クビ 77．7�
77 ワンダーハート 牝2鹿 54 小崎 綾也山本 能成氏 小崎 憲 新ひだか 城地牧場 452 ―1：50．11 73．1	
44 	 グレイテストギフト 牡2栗 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 松永 幹夫 英 Christoph

er Humber 506 ―1：50．42 5．5

33 メイショウツキシロ 牝2鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 460 ―1：51．03� 24．7�
88 ス カ イ ラ ブ 牝2栗 54 池添 謙一石川 達絵氏 寺島 良 浦河 富田牧場 452 ―1：52．610 61．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 44，855，500円 複勝： 99，430，100円 枠連： 6，958，600円
馬連： 42，127，200円 馬単： 34，009，500円 ワイド： 39，087，100円
3連複： 61，451，500円 3連単： 143，786，200円 計： 471，705，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（6－8） 720円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 280円 �� 240円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 448555 的中 � 255937（1番人気）
複勝票数 計 994301 的中 � 735450（1番人気）� 45029（4番人気）� 55541（3番人気）
枠連票数 計 69586 的中 （6－8） 7474（3番人気）
馬連票数 計 421272 的中 �� 46224（3番人気）
馬単票数 計 340095 的中 �� 28780（3番人気）
ワイド票数 計 390871 的中 �� 37668（3番人気）�� 45437（2番人気）�� 9765（11番人気）
3連複票数 計 614515 的中 ��� 37618（5番人気）
3連単票数 計1437862 的中 ��� 32133（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．2―13．0―12．7―12．1―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．9―49．9―1：02．6―1：14．7―1：26．2―1：37．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィクティファルス 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Galileo 初出走

2018．5．1生 牡2鹿 母 ヴィルジニア 母母 シルヴァースカヤ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3209011月28日 晴 良 （2阪神5） 第8日 第6競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時55分 （芝・右・外）

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
1：32．4
1：32．3

良
良

11 ティフォーザ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 412 ―1：36．5 13．4�
35 エニシノウタ 牝2黒鹿54 幸 英明岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 430 ― 〃 クビ 55．9�
23 メイショウオニユリ 牝2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 452 ― 〃 クビ 5．7�
36 パラッツォレジーナ 牝2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 414 ― 〃 ハナ 3．4�
611 カ タ リ ー ナ 牝2鹿 54 藤岡 佑介近藤 英子氏 松下 武士 洞�湖 レイクヴィラファーム 450 ―1：36．71 20．4	
714 シ ャ ン ブ ル 牝2青鹿54 松山 弘平 �CHEVAL AT-

TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 496 ― 〃 ハナ 11．2

817 ゴッドオブロンドン 牝2青鹿54 岩田 望来サイプレスホール

ディングス合同会社 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 438 ―1：36．8クビ 26．9�
815 レインボーリング 牝2栗 54 武 豊吉田ひとみ氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 ハナ 17．8�
612 ラヴィエント 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成 DMMドリームクラブ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 476 ― 〃 ハナ 12．4
816 エ ル ソ ー ル 牝2鹿 54 川田 将雅 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 飛野牧場 444 ―1：37．01� 4．5�
510 フ ェ ラ ー ラ 牝2鹿 54 �島 克駿北山 敏�氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 420 ― 〃 クビ 248．4�
47 メイショウエニシア 牝2青鹿54 藤岡 康太松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 428 ― 〃 ハナ 18．2�
59 エルサーレアル 牝2黒鹿54 小崎 綾也 �京都ホースレーシング 小崎 憲 新ひだか 前川 勝春 430 ―1：37．1アタマ 218．8�
48 ブリングミージョイ 牝2鹿 54 菱田 裕二飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 478 ―1：37．2� 206．0�
24 クチバシニチェリー 牝2黒鹿54 藤懸 貴志薪浦 州平氏 千田 輝彦 新冠 松浦牧場 436 ―1：37．73 422．4�
713 ワールプール 牝2鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 434 ―1：38．33	 62．5�
12 ラニカイブルー 牝2黒鹿 54

53 ☆富田 暁 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 444 ―1：38．72	 191．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 45，924，100円 複勝： 59，260，600円 枠連： 16，070，700円
馬連： 60，544，200円 馬単： 27，559，700円 ワイド： 57，275，300円
3連複： 98，723，700円 3連単： 95，778，200円 計： 461，136，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 360円 � 1，050円 � 210円 枠 連（1－3） 2，030円

馬 連 �� 28，550円 馬 単 �� 58，880円

ワ イ ド �� 5，730円 �� 960円 �� 3，810円

3 連 複 ��� 39，850円 3 連 単 ��� 304，550円

票 数

単勝票数 計 459241 的中 � 28896（6番人気）
複勝票数 計 592606 的中 � 41901（5番人気）� 12212（11番人気）� 89986（3番人気）
枠連票数 計 160707 的中 （1－3） 6135（10番人気）
馬連票数 計 605442 的中 �� 1643（55番人気）
馬単票数 計 275597 的中 �� 351（114番人気）
ワイド票数 計 572753 的中 �� 2514（53番人気）�� 16080（8番人気）�� 3800（43番人気）
3連複票数 計 987237 的中 ��� 1858（115番人気）
3連単票数 計 957782 的中 ��� 228（786番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．1―12．7―12．4―11．6―11．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―35．9―48．6―1：01．0―1：12．6―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．5
3 7，16－15（3，10）（5，17）（1，6，14）11，9（2，13）12，8，4 4 ・（7，16）（3，15）（5，10）（1，17）（6，14）（2，9，12，11，8）－13，4

勝馬の
紹 介

ティフォーザ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Kingmambo 初出走

2018．3．26生 牝2鹿 母 サッカーマム 母母 Traverse City 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3209111月28日 晴 良 （2阪神5） 第8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）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 7，600，000円 2，450，000
2，450，000

円
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

813 メイショウヨカゼ 牡3栗 55
54 ☆団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 526＋301：54．6 13．6�

33 ミッキーメテオ 牡3鹿 55 川田 将雅野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 496＋101：55．13 1．9�
710 レッドレビン 牡3鹿 55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B494－ 2 〃 同着 16．4�
45 ナムラタイガー 牡3鹿 55 松山 弘平奈村 信重氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 518± 01：55．31� 17．1�
11 ロードグリュック 牡3鹿 55 川須 栄彦 �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－ 4 〃 アタマ 8．2�
69 シュテルクスト 牡3青鹿55 �島 良太 	サンデーレーシング 松田 国英 安平 追分ファーム 474＋ 21：55．61� 21．9

44 ヴ ィ ネ ッ ト 牝3鹿 53 松若 風馬水上ふじ子氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 B496＋241：55．7� 5．7�
56 クリノヴジュアル 牡3栗 55 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 492－ 41：56．02 45．7�
22 ラボンダンス 牝3栗 53 池添 謙一�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 21：56．1クビ 26．5
812 マコトジュズマル 牡4栗 57 藤岡 康太�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 500－ 61：56．2� 38．1�
711 タガノキングロード 牡3黒鹿55 岩田 望来八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 41：56．4� 12．1�
57 サウンドテーブル 牡6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B506＋ 41：56．5� 49．4�
68 キモンボーイ 牡4鹿 57 丸田 恭介小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 B514± 01：57．24 126．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，629，200円 複勝： 62，634，500円 枠連： 12，778，900円
馬連： 69，644，500円 馬単： 37，363，800円 ワイド： 66，993，200円
3連複： 112，578，900円 3連単： 142，426，100円 計： 545，049，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 330円 �
�

120円
320円 枠 連（3－8）（7－8）

520円
810円

馬 連 ��
��

700円
4，360円 馬 単 ��

��
2，140円
9，670円

ワ イ ド ��
��

560円
1，870円 �� 560円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ���
���

18，300円
27，450円

票 数

単勝票数 計 406292 的中 � 23821（5番人気）
複勝票数 計 626345 的中 � 35351（6番人気）� 219223（1番人気）� 36901（5番人気）
枠連票数 計 127789 的中 （3－8） 9713（4番人気）（7－8） 5918（8番人気）
馬連票数 計 696445 的中 �� 40268（5番人気）�� 5875（28番人気）
馬単票数 計 373638 的中 �� 6631（12番人気）�� 1428（55番人気）
ワイド票数 計 669932 的中 �� 31686（5番人気）�� 8576（23番人気）�� 31626（6番人気）
3連複票数 計1125789 的中 ��� 16890（17番人気）
3連単票数 計1424261 的中 ��� 2823（118番人気） ��� 1879（176番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．5―50．5―1：03．2―1：15．7―1：28．2―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヨカゼ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 スタチューオブリバティ デビュー 2020．3．28 阪神6着

2017．5．8生 牡3栗 母 メイショウアシタバ 母母 デヴィルインフライト 9戦2勝 賞金 18，840，000円

3209211月28日 晴 良 （2阪神5） 第8日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走13時55分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

612 ゴッドバンブルビー 牝4栗 55 藤岡 佑介中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 458－ 61：11．9 3．0�
24 オンリーワンスター 牝7鹿 55 和田 翼�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 470＋ 41：12．0� 32．3�
714 トモジャドット 牡4栗 57 松山 弘平吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 542＋ 4 〃 アタマ 12．2�
510 ヴァリアント 牡4青鹿57 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新冠 守矢牧場 490＋ 6 〃 ハナ 16．3�
713 オースミムテキ 牡4黒鹿57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 480＋ 81：12．1クビ 4．3	
11 	 ジ ゲ ン 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 446－ 21：12．2� 16．1

35 
 メイショウアワジ 牡6鹿 57

56 ☆森 裕太朗松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 480＋ 81：12．3クビ 209．6�
12 サトノゲイル 牡5青鹿57 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B484± 0 〃 アタマ 49．9�
47 アポロチーター 牡4栗 57 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 530± 01：12．51� 19．3
611 タガノハイライト 牝3青鹿54 川須 栄彦八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 534＋101：12．6� 7．0�
48 
 マリノエクスプレス 牝5黒鹿55 太宰 啓介矢野 雅子氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 452－ 81：12．7クビ 117．7�
59 テーオーソルジャー 牡9栗 57

54 ▲泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 21：13．23 95．3�
816 パラーティウム 牝4黒鹿55 武 豊 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 488－ 61：13．3� 7．9�
36 イワネコゴシキ 牡4青鹿57 酒井 学丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 508－ 21：13．51 155．8�
815 ダノンボヌール 牝3黒鹿54 中井 裕二�ダノックス 村山 明 日高 白井牧場 484＋ 41：13．92� 12．8�
23 
 エンシャントロア 牝4栗 55 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 514＋221：14．43 211．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，220，100円 複勝： 78，218，700円 枠連： 19，189，300円
馬連： 89，270，800円 馬単： 34，952，300円 ワイド： 82，591，400円
3連複： 142，961，900円 3連単： 143，571，300円 計： 637，975，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 670円 � 370円 枠 連（2－6） 4，250円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 920円 �� 7，090円

3 連 複 ��� 23，750円 3 連 単 ��� 95，670円

票 数

単勝票数 計 472201 的中 � 124740（1番人気）
複勝票数 計 782187 的中 � 169937（1番人気）� 24028（10番人気）� 48958（6番人気）
枠連票数 計 191893 的中 （2－6） 3498（14番人気）
馬連票数 計 892708 的中 �� 12750（23番人気）
馬単票数 計 349523 的中 �� 4224（26番人気）
ワイド票数 計 825914 的中 �� 15743（17番人気）�� 23952（8番人気）�� 2883（59番人気）
3連複票数 計1429619 的中 ��� 4513（79番人気）
3連単票数 計1435713 的中 ��� 1088（323番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―11．6―12．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．6―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴッドバンブルビー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．1．26 京都7着

2016．5．3生 牝4栗 母 ゴッドフローラ 母母 ゴッドインチーフ 15戦3勝 賞金 43，424，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 タマモサザンクロス号・ドラセナ号・ブルヴェルソン号・プロネルクール号・メイショウヒボタン号
（非抽選馬） 2頭 カモンスプリング号・ジョーフォレスト号



3209311月28日 曇 良 （2阪神5） 第8日 第9競走 ��
��2，600�

え さ か

江 坂 特 別
発走14時30分 （芝・右・外）
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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．1
2：37．1

良
良

66 レティキュール 牝4鹿 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 450± 02：41．2 8．4�
55 ノーチカルチャート 牡4青鹿57 岩田 望来 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 490＋102：41．3� 13．0�
22 トロピカルストーム 	7黒鹿57 和田 竜二吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 4 〃 クビ 13．1�
11 ビーマイオーシャン 牡3青鹿55 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 B484－ 4 〃 クビ 2．5�
44 コスモジェミラ 牝3芦 53 国分 優作 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 62：41．72 35．4�
33 タイセイシリウス 牡3鹿 55 西村 淳也田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 482± 02：42．12� 4．3	
77 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 446－ 2 〃 アタマ 53．4

89 ダンシングリッチー 牡3鹿 55 松山 弘平米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 460＋ 22：43．05 4．7�
88 ドゥラモット 牝3黒鹿53 武 豊合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：43．74 10．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，993，300円 複勝： 71，926，200円 枠連： 14，981，100円
馬連： 95，275，900円 馬単： 43，598，600円 ワイド： 71，464，600円
3連複： 135，165，300円 3連単： 209，871，000円 計： 691，276，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 240円 � 390円 � 290円 枠 連（5－6） 6，920円

馬 連 �� 6，560円 馬 単 �� 11，920円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 1，240円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 13，130円 3 連 単 ��� 96，540円

票 数

単勝票数 計 489933 的中 � 46268（4番人気）
複勝票数 計 719262 的中 � 83550（4番人気）� 44399（7番人気）� 63963（6番人気）
枠連票数 計 149811 的中 （5－6） 1677（19番人気）
馬連票数 計 952759 的中 �� 11253（21番人気）
馬単票数 計 435986 的中 �� 2743（43番人気）
ワイド票数 計 714646 的中 �� 11383（20番人気）�� 14886（17番人気）�� 13188（19番人気）
3連複票数 計1351653 的中 ��� 7717（43番人気）
3連単票数 計2098710 的中 ��� 1576（268番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―12．4―13．9―13．2―12．8―12．2―12．2―12．0―11．5―11．3―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―25．3―37．7―51．6―1：04．8―1：17．6―1：29．8―1：42．0―1：54．0―2：05．5―2：16．8―2：28．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レティキュール 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Old Fashioned デビュー 2018．11．11 京都2着

2016．2．21生 牝4鹿 母 ファッションプレート 母母 Miss Puzzle 10戦3勝 賞金 42，683，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。

3209411月28日 曇 良 （2阪神5） 第8日 第10競走 ��
��2，000�

たけだじょう

竹田城ステークス
発走15時05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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

510 メイショウマトイ 牡6鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 480－ 22：06．2 94．8�
714 ヴォウジラール 牡5鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 520＋ 62：06．41� 3．4�
35 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 466－ 22：06．61� 5．1�
12 	 ツブラナヒトミ 牡5栗 57 武 豊加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 504＋ 62：06．7
 12．3�
815 ペ ガ サ ス 牡4青鹿57 松山 弘平中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 B456＋ 62：06．8� 10．4�
48 マイネルカイノン 牡5青鹿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 510－ 22：07．01 87．3

59 クレスコブレイブ 牡6栗 57 酒井 学堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B520－ 2 〃 アタマ 20．8�
36 グレースゼット 牝4芦 55 菱田 裕二�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 510－ 62：07．63� 151．7�
47 ラインベック 牡3黒鹿55 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 484－ 42：07．7� 3．8
11 スズカフロンティア 牡6鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 436± 02：07．8� 48．3�
24 インターセクション 牡5栗 57 和田 竜二ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B478＋ 42：08．11� 167．1�
713 ストーミーバローズ 牡5栗 57 坂井 瑠星猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B474－ 22：08．2� 24．5�
612 リフトトゥヘヴン 牡6鹿 57 浜中 俊丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 ハナ 13．4�
816 プロスパラスデイズ �5鹿 57 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 22：09．05 34．7�
611 シャンパンクーペ 牡4鹿 57 中井 裕二 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B528± 02：09．21 11．2�
（15頭）

23 キッズアガチャー 牡3鹿 55 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 546－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 63，641，600円 複勝： 104，773，000円 枠連： 32，927，900円
馬連： 149，022，100円 馬単： 55，299，400円 ワイド： 120，470，500円
3連複： 239，390，700円 3連単： 240，935，600円 計： 1，006，460，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，480円 複 勝 � 1，120円 � 160円 � 190円 枠 連（5－7） 3，290円

馬 連 �� 19，260円 馬 単 �� 61，810円

ワ イ ド �� 4，300円 �� 3，430円 �� 390円

3 連 複 ��� 24，820円 3 連 単 ��� 305，910円

票 数

単勝票数 差引計 636416（返還計 14930） 的中 � 5366（13番人気）
複勝票数 差引計1047730（返還計 33376） 的中 � 17158（12番人気）� 205203（1番人気）� 150502（3番人気）
枠連票数 差引計 329279（返還計 278） 的中 （5－7） 7752（15番人気）
馬連票数 差引計1490221（返還計112960） 的中 �� 5994（47番人気）
馬単票数 差引計 552994（返還計 39692） 的中 �� 671（124番人気）
ワイド票数 差引計1204705（返還計 96490） 的中 �� 6730（47番人気）�� 8467（41番人気）�� 88378（1番人気）
3連複票数 差引計2393907（返還計324072） 的中 ��� 7232（82番人気）
3連単票数 差引計2409356（返還計320244） 的中 ��� 571（778番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．5―36．6―50．4―1：03．3―1：15．4―1：27．5―1：39．9―1：52．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウマトイ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．1．17 京都11着

2014．5．11生 牡6鹿 母 メイショウルイーズ 母母 フェアトゥザウインド 46戦5勝 賞金 88，111，000円
〔競走除外〕 キッズアガチャー号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※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） 3頭 アスターマリンバ号・エンダウメント号・ブライトンロック号



3209511月28日 晴 良 （2阪神5） 第8日 第11競走 ��
��2，000�第7回ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時40分 （芝・右）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

ラジオNIKKEI杯（1着）
賞 品

本 賞 33，000，000円 13，000，000円 8，300，000円 5，000，000円 3，300，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．4
1：58．9

良
良

78 ワンダフルタウン 牡2鹿 55 和田 竜二三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 462－ 22：01．6 4．4�
89 ラ ー ゴ ム 牡2栗 55 武 豊林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 512＋ 42：01．7� 3．8�
66 マカオンドール 牡2芦 55 岩田 康誠關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：01．8� 25．6�
55 グロリアムンディ 牡2鹿 55 福永 祐一吉田 和美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482＋ 62：02．01 3．8�
77 ダノンドリーマー 牡2鹿 55 岩田 望来�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 494＋ 4 〃 ハナ 39．2�
22 バスラットレオン 牡2鹿 55 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 482＋202：02．1クビ 6．9	
810 タ ガ ノ カ イ 牡2黒鹿55 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508－ 42：02．2� 127．8

11 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 474＋ 82：02．3� 9．7�
44 グラティトゥー 牡2黒鹿55 松山 弘平ライオンレースホース� 橋口 慎介 新ひだか タイヘイ牧場 460± 0 〃 ハナ 8．5�
33 テリオスルイ 牡2鹿 55 菱田 裕二鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 462＋ 4 〃 アタマ 139．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 203，794，000円 複勝： 234，094，400円 枠連： 42，049，500円
馬連： 426，148，200円 馬単： 171，412，400円 ワイド： 275，950，100円
3連複： 620，649，500円 3連単： 943，994，400円 計： 2，918，092，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 150円 � 330円 枠 連（7－8） 610円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 300円 �� 990円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 18，890円

票 数

単勝票数 計2037940 的中 � 380066（3番人気）
複勝票数 計2340944 的中 � 513236（1番人気）� 435059（3番人気）� 130841（7番人気）
枠連票数 計 420495 的中 （7－8） 52897（1番人気）
馬連票数 計4261482 的中 �� 459238（1番人気）
馬単票数 計1714124 的中 �� 78847（5番人気）
ワイド票数 計2759501 的中 �� 272317（1番人気）�� 66988（15番人気）�� 53576（17番人気）
3連複票数 計6206495 的中 ��� 105219（20番人気）
3連単票数 計9439944 的中 ��� 36218（84番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．7―12．5―12．4―12．5―12．1―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．6―49．1―1：01．5―1：14．0―1：26．1―1：37．8―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダフルタウン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．6．28 阪神2着

2018．1．31生 牡2鹿 母 シーオブラブ 母母 バ ラ ン セ ラ 4戦2勝 賞金 45，583，000円

3209611月28日 晴 良 （2阪神5） 第8日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時15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
1：06．7
1：06．5

良
良

44 ファンタジステラ 牡6鹿 57 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 438＋121：09．1 4．6�
56 ブラックダンサー 牝4黒鹿55 松山 弘平前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B478＋ 4 〃 アタマ 3．4�
45 ト ン ボ イ 牝5栗 55 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 454＋ 81：09．41� 8．1�
711 エ グ レ ム ニ 牡3鹿 56 幸 英明吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 482＋12 〃 ハナ 5．7�
22 メイショウツバキ 牝5黒鹿 55

52 ▲泉谷 楓真松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 464＋ 21：09．5� 77．8	
812 グレイトゲイナー 牡3青鹿 56

55 ☆森 裕太朗田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 462＋ 21：09．7� 74．3

69 サ ヴ ァ イ ヴ 牡3青 56 福永 祐一中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 4 〃 クビ 5．0�
11 ディヴィナシオン 牡3黒鹿56 西村 淳也一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 436＋10 〃 クビ 25．3�
68 サウンドカナロア 牡4鹿 57 和田 竜二増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B474± 01：09．8クビ 9．0
33 アドマイヤデルタ 牡4鹿 57 菱田 裕二近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 486－141：10．12 30．9�
813 モズベイビー 牡4青鹿57 柴山 雄一 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 512＋ 61：10．2	 89．8�
57 レッドシャーロット 牝5鹿 55 岩田 望来 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 ハナ 40．1�
710 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 484＋ 21：10．3	 106．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 79，588，400円 複勝： 115，952，800円 枠連： 35，152，900円
馬連： 169，761，100円 馬単： 64，831，900円 ワイド： 135，807，000円
3連複： 259，513，500円 3連単： 314，897，000円 計： 1，175，504，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 150円 � 190円 枠 連（4－5） 490円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 390円 �� 580円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 8，060円

票 数

単勝票数 計 795884 的中 � 135745（2番人気）
複勝票数 計1159528 的中 � 170055（3番人気）� 226337（1番人気）� 140129（4番人気）
枠連票数 計 351529 的中 （4－5） 55064（1番人気）
馬連票数 計1697611 的中 �� 157350（1番人気）
馬単票数 計 648319 的中 �� 27222（3番人気）
ワイド票数 計1358070 的中 �� 93461（1番人気）�� 57540（7番人気）�� 65792（5番人気）
3連複票数 計2595135 的中 ��� 105140（2番人気）
3連単票数 計3148970 的中 ��� 28324（9番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．2―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．8―45．0―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．3
3 ・（4，5）（6，8）－12－（2，11）9－（7，1）13，3，10 4 4，5（6，8）－12，11，2，9，1－13，7，3，10

勝馬の
紹 介

ファンタジステラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Law Society デビュー 2016．8．20 小倉7着

2014．5．9生 牡6鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie 19戦4勝 賞金 55，906，000円



（2阪神5）第8日 11月28日（土曜日） 晴一時曇 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 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

247，700，000円
8，130，000円
33，900，000円
1，300，000円
29，030，000円
68，451，000円
4，460，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
784，469，600円
1，110，463，700円
220，978，200円
1，372，378，800円
607，268，800円
1，104，506，100円
2，114，561，500円
2，782，910，800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
計 10，097，537，500円

総入場人員 1，691名 （有料入場人員 1，492名）
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