
3402512月7日 曇 良 （1阪神5） 第3日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

22 アナザーエンド 牡2青鹿55 �島 良太三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 カナイシスタッド 450－ 81：13．2 4．7�
88 アウトウッズ 牡2鹿 55 武 豊林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 524－101：13．41� 1．2�
77 スリーピート 牡2栗 55 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 500＋ 41：13．82� 12．6�
55 テイエムクイーン 牝2鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 470－ 21：14．65 9．9�
33 アップサージ 牝2鹿 54

52 △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 452－101：14．81 46．0�

66 グランヴェルソー 牡2鹿 55
54 ☆川又 賢治間宮 秀直氏 牧田 和弥 浦河 栄進牧場 444－ 21：14．9� 48．7	

11 ハバチューバー 牡2栗 55
53 △斎藤 新細川 大輔氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 490－ 61：15．0� 137．0


44 ミキノボンゴ 牡2栗 55 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 青森 マルシチ牧場 476－ 21：15．1� 108．9�
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売 得 金
単勝： 29，101，700円 複勝： 98，432，800円 枠連： 発売なし
馬連： 39，009，600円 馬単： 34，312，300円 ワイド： 38，573，200円
3連複： 48，625，400円 3連単： 152，886，300円 計： 440，941，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 100円 � 100円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 110円 �� 270円 �� 180円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 2，580円

票 数

単勝票数 計 291017 的中 � 50845（2番人気）
複勝票数 計 984328 的中 � 100025（2番人気）� 776677（1番人気）� 36231（4番人気）
馬連票数 計 390096 的中 �� 198794（1番人気）
馬単票数 計 343123 的中 �� 34921（3番人気）
ワイド票数 計 385732 的中 �� 198473（1番人気）�� 17744（5番人気）�� 33698（3番人気）
3連複票数 計 486254 的中 ��� 109024（2番人気）
3連単票数 計1528863 的中 ��� 42956（8番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．8―12．0―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．3―36．1―48．1―1：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．1
3 4（6，7，8）－（2，5，3）－1 4 ・（4，6，7，8）－2，3，5，1

勝馬の
紹 介

アナザーエンド �

父 プリサイスエンド �


母父 ケイムホーム デビュー 2019．10．14 京都2着

2017．3．18生 牡2青鹿 母 ブラックビスケット 母母 スイートソウル 3戦1勝 賞金 9，800，000円

3402612月7日 曇 良 （1阪神5） 第3日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

67 ミヤジコクオウ 牡2青鹿55 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 500－ 61：56．3 1．1�
33 キングダムウイナー 牡2鹿 55 福永 祐一ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－ 61：56．93� 11．2�
78 ナムラカミカゼ 牡2鹿 55 松山 弘平奈村 信重氏 村山 明 日高 いとう牧場 464－ 21：57．0� 8．3�
55 ス ペ ラ ー レ 牡2芦 55 北村 友一 �グリーンファーム吉村 圭司 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 クビ 35．4�
11 ワンダークンナパー 牡2鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 藤春 修二 B510－ 41：57．95 47．7�
811 シ ー シ ッ プ 牝2鹿 54

52 △岩田 望来松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 496± 01：58．11 84．6	
22 カシノシャイニング 牡2鹿 55

54 ☆森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 木戸口牧場 434± 01：58．2� 173．8

810 メイショウフルサト 牡2鹿 55 川須 栄彦松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 494＋ 21：58．41� 332．1�
44 サ ボ 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希永山 勝敏氏 杉山 晴紀 新ひだか 坂本 春雄 444－ 21：58．5� 373．2�
79 フレッシュステージ 牡2鹿 55 小牧 太西村新一郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田原橋本牧場 454＋101：58．71� 42．3
66 エンペラーズパレス 牡2栗 55 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 488－ 22：00．08 165．3�
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売 得 金
単勝： 41，544，800円 複勝： 101，507，400円 枠連： 7，345，000円
馬連： 34，779，100円 馬単： 31，378，900円 ワイド： 29，312，500円
3連複： 51，534，800円 3連単： 127，078，400円 計： 424，480，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 130円 � 110円 枠 連（3－6） 350円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 180円 �� 130円 �� 360円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 1，030円

票 数

単勝票数 計 415448 的中 � 306380（1番人気）
複勝票数 計1015074 的中 � 825131（1番人気）� 37807（3番人気）� 70374（2番人気）
枠連票数 計 73450 的中 （3－6） 15842（2番人気）
馬連票数 計 347791 的中 �� 65962（2番人気）
馬単票数 計 313789 的中 �� 47242（2番人気）
ワイド票数 計 293125 的中 �� 38223（2番人気）�� 74221（1番人気）�� 15067（6番人気）
3連複票数 計 515348 的中 ��� 93652（1番人気）
3連単票数 計1270784 的中 ��� 88759（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．4―13．3―13．3―13．3―13．2―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．6―50．9―1：04．2―1：17．5―1：30．7―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．8
1
3
5（6，7，9）（4，1）（8，10）－11，3－2
5（6，7）（4，9）1（8，10）（3，11）－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミヤジコクオウ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．11．9 京都2着

2017．3．13生 牡2青鹿 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ワンダークンナパー号の騎手長岡禎仁は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・10

番）

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３日



3402712月7日 曇 良 （1阪神5） 第3日 第3競走 ��1，400�2歳未勝利
発走11時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

69 マジックスピーチ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 460± 01：25．8 37．5�
33 コ ン ウ ィ 牡2鹿 55 幸 英明中村 祐子氏 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 442－ 41：26．01 12．6�
11 クリノルネサンス 牡2青鹿 55

53 △岩田 望来栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 436± 01：26．85 13．9�
814 サンビースト 牡2黒鹿55 池添 謙一�ターフ・スポート森田 直行 浦河 谷川牧場 526＋ 41：26．9� 1．9�
46 ジョーコレット 牡2芦 55

53 △斎藤 新上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 524± 01：27．43 6．0�
711 ダンツクォーレ 牡2黒鹿55 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 浦河 田中スタッド 488＋18 〃 アタマ 30．1	
45 バッファローボム 牡2栗 55 国分 恭介 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 522－ 41：27．5� 413．8

34 タガノウィリアム 牡2黒鹿55 松田 大作八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B472＋ 41：27．6クビ 27．8�
22 ヤマカツパトリシア 牝2青 54 国分 優作山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 444－ 2 〃 ハナ 25．7�
610 サイレントスウープ 牝2黒鹿54 川田 将雅ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 61：28．87 4．6
57 メイクルーザー 牝2黒鹿54 北村 友一醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 446－ 21：29．0� 295．6�
58 トーアヴィルヌーヴ 牝2鹿 54

53 ☆川又 賢治高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 452－ 41：29．42� 239．1�
712 エ ン レ イ 牝2鹿 54 和田 竜二�辻牧場 長谷川浩大 浦河 辻 牧場 458＋ 21：30．03� 280．6�
813 エ ラ シ コ 牡2鹿 55 中井 裕二今村 明浩氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 B510± 01：31．59 172．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，696，100円 複勝： 57，400，100円 枠連： 10，035，600円
馬連： 47，359，300円 馬単： 28，484，400円 ワイド： 39，906，100円
3連複： 67，250，400円 3連単： 97，545，400円 計： 379，677，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，750円 複 勝 � 1，090円 � 410円 � 410円 枠 連（3－6） 1，430円

馬 連 �� 14，870円 馬 単 �� 33，480円

ワ イ ド �� 3，830円 �� 3，340円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 33，240円 3 連 単 ��� 260，960円

票 数

単勝票数 計 316961 的中 � 7168（9番人気）
複勝票数 計 574001 的中 � 12684（8番人気）� 38588（4番人気）� 38180（5番人気）
枠連票数 計 100356 的中 （3－6） 5423（5番人気）
馬連票数 計 473593 的中 �� 2468（28番人気）
馬単票数 計 284844 的中 �� 638（63番人気）
ワイド票数 計 399061 的中 �� 2649（30番人気）�� 3046（27番人気）�� 7972（16番人気）
3連複票数 計 672504 的中 ��� 1517（66番人気）
3連単票数 計 975454 的中 ��� 271（421番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．6―46．7―59．3―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F39．1
3 ・（6，14）10－（8，11）4，3－（1，2）12－5－7，9－13 4 ・（6，14）－10，11（8，3）（4，2）1－（5，12）9－7＝13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マジックスピーチ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 In The Wings デビュー 2019．9．1 小倉6着

2017．2．22生 牡2黒鹿 母 レイジーリヴァー 母母 Dreamboat 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エンレイ号・エラシコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月7日まで平地

競走に出走できない。

3402812月7日 曇 良 （1阪神5） 第3日 第4競走 ��1，600�2歳未勝利
発走11時40分 （芝・右・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

22 ショウナンラペット 牝2鹿 54 池添 謙一�湘南 池添 兼雄 登別 青藍牧場 408－ 21：35．3 213．8�
69 ミスビアンカ 牝2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 444－ 41：35．51 17．6�
68 バトーデュシエル 牝2鹿 54 川田 将雅山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 472＋141：35．82 1．7�
56 フ レ ー ヴ ォ 牝2栗 54 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 428－ 6 〃 クビ 4．8�
812 ダンツイノーバ 牝2栗 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 446± 01：35．9クビ 20．7	
44 マカロンパフェ 牝2鹿 54

52 △岩田 望来 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 478－ 41：36．11 5．4

813 カルトレガーメ 牝2青鹿54 四位 洋文大迫 基弘氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 482－ 61：36．31� 112．5�
57 ノーブルプリンセス 牝2鹿 54 藤岡 佑介吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 折手牧場 452± 0 〃 ハナ 95．8�
11 レイゲツニヤワラグ 牝2鹿 54 荻野 極内田 玄祥氏 牧田 和弥 新ひだか 藤原牧場 420± 01：36．51� 36．7
710 ゴッドカーヌスティ 牝2鹿 54 和田 竜二中西 憲治氏 角田 晃一 新ひだか 田中 裕之 472－ 8 〃 ハナ 73．2�
45 ドリームハット 牝2黒鹿54 国分 恭介小島 將之氏 安達 昭夫 日高 鹿戸 美明 434－121：36．92� 415．3�
711 ステラアルバ 牝2芦 54 北村 友一 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：37．11� 28．5�
33 プリンセスシューズ 牝2鹿 54

52 △斎藤 新呉本 昌時氏 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 460－ 81：37．73� 66．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 41，736，900円 複勝： 88，853，400円 枠連： 10，595，700円
馬連： 49，831，500円 馬単： 29，156，600円 ワイド： 45，006，500円
3連複： 70，905，900円 3連単： 110，469，000円 計： 446，555，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 21，380円 複 勝 � 2，190円 � 260円 � 110円 枠 連（2－6） 9，640円

馬 連 �� 53，860円 馬 単 �� 186，900円

ワ イ ド �� 11，780円 �� 4，330円 �� 400円

3 連 複 ��� 26，830円 3 連 単 ��� 457，650円

票 数

単勝票数 計 417369 的中 � 1658（12番人気）
複勝票数 計 888534 的中 � 3497（12番人気）� 39734（4番人気）� 568501（1番人気）
枠連票数 計 105957 的中 （2－6） 851（16番人気）
馬連票数 計 498315 的中 �� 717（50番人気）
馬単票数 計 291566 的中 �� 117（113番人気）
ワイド票数 計 450065 的中 �� 913（50番人気）�� 2514（34番人気）�� 32762（3番人気）
3連複票数 計 709059 的中 ��� 1982（57番人気）
3連単票数 計1104690 的中 ��� 175（528番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．1―12．6―12．9―11．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．5―48．1―1：01．0―1：12．3―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンラペット �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．11．10 京都8着

2017．4．3生 牝2鹿 母 ヒカルリクエスト 母母 グレースランド 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ゴッドカーヌスティ号の騎手和田竜二は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）
〔その他〕 ステラアルバ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。



3402912月7日 曇 良 （1阪神5） 第3日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12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
1：20．4
1：20．3

良
良

35 マテンロウディーバ 牝2黒鹿54 川田 将雅寺田千代乃氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 404 ―1：22．3 3．1�
46 タッチザモーメント 牝2黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 416 ―1：22．51� 19．9�
23 ヴィルトゥオシタ 牝2鹿 54 武 豊�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 420 ― 〃 クビ 6．2�
47 ホワイトエース 牝2芦 54

52 △斎藤 新栗山 良子氏 河内 洋 新ひだか U・M・A 454 ―1：22．6� 45．4�
11 ユヌエトワール 牝2黒鹿54 岩崎 翼 �社台レースホース斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 410 ― 〃 アタマ 56．6	
814 メイショウベッピン 牝2鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 484 ―1：23．13 5．3

58 ノーブルブレイド 牝2栗 54 池添 謙一吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 448 ― 〃 ハナ 86．9�
59 カ レ ン ヒ メ 牝2芦 54 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 414 ― 〃 ハナ 4．1�
611 ディキシーグロウ 牝2青鹿54 福永 祐一窪田 芳郎氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 424 ―1：23．42 56．7
22 アビーシュート 牝2栗 54

52 △岩田 望来瀬野尾裕久氏 千田 輝彦 浦河 三好牧場 512 ―1：23．61� 38．7�
610 マドンナガラメキ 牝2鹿 54 藤懸 貴志髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 的場牧場 454 ―1：24．23� 13．1�
712 メイショウホエール 牝2青 54 幸 英明松本 好�氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 408 ―1：24．41� 162．4�
713 レッドフェリーチェ 牝2栗 54 藤岡 佑介紅露 純氏 昆 貢 新冠 細川農場 440 ―1：25．03� 75．5�
34 クインズモアナ 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 浦河 富田牧場 466 ―1：25．1クビ 26．5�
815 アンジュドーレ 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 438 ―1：26．27 100．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，417，400円 複勝： 45，812，500円 枠連： 12，019，100円
馬連： 48，550，100円 馬単： 22，618，500円 ワイド： 40，636，100円
3連複： 69，236，000円 3連単： 76，299，200円 計： 353，588，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 340円 � 180円 枠 連（3－4） 1，870円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 800円 �� 320円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 19，180円

票 数

単勝票数 計 384174 的中 � 100201（1番人気）
複勝票数 計 458125 的中 � 113915（1番人気）� 25032（6番人気）� 66420（3番人気）
枠連票数 計 120191 的中 （3－4） 4955（9番人気）
馬連票数 計 485501 的中 �� 13280（10番人気）
馬単票数 計 226185 的中 �� 4186（14番人気）
ワイド票数 計 406361 的中 �� 12424（8番人気）�� 36531（1番人気）�� 7513（14番人気）
3連複票数 計 692360 的中 ��� 12286（11番人気）
3連単票数 計 762992 的中 ��� 2884（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．2―47．1―59．0―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マテンロウディーバ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Marju 初出走

2017．2．18生 牝2黒鹿 母 ライトニングパール 母母 Jioconda 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3403012月7日 曇 良 （1阪神5） 第3日 第6競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走13時05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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

24 � エイシンアメンラー 牡2栗 55 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Team Block 480 ―1：55．8 12．4�
612 ワンダーコンパス 牡2芦 55 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 496 ―1：56．97 7．5�
510 エイシンファイター 牡2青鹿55 松山 弘平�栄進堂 上村 洋行 新ひだか 木田牧場 490 ―1：57．0� 11．4�
713 ペ オ ー ス 牡2鹿 55 和田 竜二�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474 ―1：57．21� 5．9�
11 ダイヴィンダート 牡2栗 55 幸 英明吉澤 克己氏 今野 貞一 新ひだか 嶋田牧場 B516 ―1：57．52 6．3�
815� アンバウンディド 牡2鹿 55 北村 友一山口功一郎氏 安田 翔伍 米 Bill Justice 454 ― 〃 ハナ 3．9	
48 オーマイオーマイ 牡2鹿 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 468 ―1：58．45 7．4

611 コスモトコシエ 牡2栗 55 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 西園 正都 新ひだか 谷岡牧場 472 ― 〃 クビ 154．1�
59 エイシンパッション 牡2栗 55

53 △斎藤 新�栄進堂 奥村 豊 浦河 多田 善弘 458 ― 〃 アタマ 68．5
714 エ ス パ ー 牡2鹿 55 荻野 極石川 達絵氏 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 450 ―1：59．03� 194．4�
47 グリーナリー 牡2青鹿55 池添 謙一ディアレストクラブ� 中竹 和也 浦河 金石牧場 454 ―1：59．74 51．4�
35 チョウフラッシュ 牡2鹿 55 高倉 稜丸山 隆雄氏 西橋 豊治 新ひだか 前田ファーム 482 ―1：59．91 243．4�
36 プランドルアンテ 牝2栗 54

52 △岩田 望来 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468 ―2：00．22 13．2�
816 シ ー ル ド 牡2芦 55

54 ☆川又 賢治齊藤 直信氏 谷 潔 日高 槇本牧場 454 ―2：01．37 266．2�
12 シゲルリュウセイ 牡2黒鹿55 国分 恭介森中 蕃氏 渡辺 薫彦 新冠 樋渡 志尚 494 ―2：01．72� 25．0�
23 カイザークリスエス 牡2青 55 国分 優作星加 浩一氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 530 ―2：02．44 179．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，675，600円 複勝： 34，752，400円 枠連： 12，906，800円
馬連： 47，505，600円 馬単： 20，009，500円 ワイド： 36，886，700円
3連複： 69，300，900円 3連単： 66，005，400円 計： 317，042，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 390円 � 240円 � 310円 枠 連（2－6） 6，140円

馬 連 �� 6，190円 馬 単 �� 12，730円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 2，020円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 19，830円 3 連 単 ��� 123，970円

票 数

単勝票数 計 296756 的中 � 20171（7番人気）
複勝票数 計 347524 的中 � 21749（8番人気）� 40807（3番人気）� 29365（6番人気）
枠連票数 計 129068 的中 （2－6） 1628（27番人気）
馬連票数 計 475056 的中 �� 5940（27番人気）
馬単票数 計 200095 的中 �� 1178（57番人気）
ワイド票数 計 368867 的中 �� 4547（30番人気）�� 4674（29番人気）�� 6796（20番人気）
3連複票数 計 693009 的中 ��� 2620（71番人気）
3連単票数 計 660054 的中 ��� 386（432番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．5―38．1―51．0―1：03．6―1：17．0―1：30．2―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F38．8
1
3
4（3，12）13，1（2，11，14）－15（9，8）（6，7）5（10，16）
4，12（3，13）1（2，11，14）（15，6，8）－（9，10）7－（5，16）

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

勝馬の
紹 介

�エイシンアメンラー �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2017．4．16生 牡2栗 母 I O Ireland 母母 Ioya Two 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カイザークリスエス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月7日まで平地競

走に出走できない。



3403112月7日 曇 良 （1阪神5） 第3日 第7競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走13時35分 （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：44．5

良
良

78 エレヴァテッツァ 牝2鹿 54 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 470－ 61：48．8 4．6�

11 ディヴィナシオン 牡2黒鹿55 松山 弘平一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 430± 01：49．01� 4．5�
33 アズマエピカリス 牡2栗 55 和田 竜二東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 524± 0 〃 クビ 23．8�
810 フライライクバード 牡2黒鹿55 福永 祐一窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 41：49．1� 1．9�
22 キッズヒヤミカチ 牡2青鹿55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 484－ 21：49．31� 374．9	
811 ガニュメデスレイ 牡2鹿 55 藤岡 佑介五十川雅規氏 庄野 靖志 日高 スマイルファーム 424＋ 81：49．83 13．8

67 マイネルアイガテ 牡2黒鹿55 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 538－ 21：50．01� 92．9�
79 スズカデレヤ 牡2青鹿55 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 498＋ 21：50．1� 11．4
44 ネモフィラブルー 牡2栗 55 藤懸 貴志青芝商事� 矢作 芳人 新ひだか 前谷 武志 442－ 21：50．42 196．6�
66 イ チ ジ ン 牡2鹿 55 国分 恭介深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 440＋ 61：50．82� 179．0�
55 クリノターハイ 牡2栗 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 永村 侑 482－ 21：51．01� 283．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，808，800円 複勝： 115，223，200円 枠連： 13，920，000円
馬連： 51，971，800円 馬単： 34，941，000円 ワイド： 41，015，400円
3連複： 76，813，100円 3連単： 155，119，100円 計： 532，812，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 340円 � 450円 � 1，280円 枠 連（1－7） 1，110円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，040円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 6，090円 3 連 単 ��� 21，490円

票 数

単勝票数 計 438088 的中 � 78034（3番人気）
複勝票数 計1152232 的中 � 96200（2番人気）� 68871（3番人気）� 21407（6番人気）
枠連票数 計 139200 的中 （1－7） 9709（4番人気）
馬連票数 計 519718 的中 �� 30551（5番人気）
馬単票数 計 349410 的中 �� 10878（9番人気）
ワイド票数 計 410154 的中 �� 28619（4番人気）�� 9676（12番人気）�� 8210（13番人気）
3連複票数 計 768131 的中 ��� 9459（15番人気）
3連単票数 計1551191 的中 ��� 5232（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．3―49．2―1：02．2―1：14．5―1：25．6―1：36．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレヴァテッツァ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2019．11．10 京都3着

2017．5．17生 牝2鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 2戦1勝 賞金 6，800，000円

3403212月7日 曇 良 （1阪神5） 第3日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上2勝クラス

発走14時05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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

69 タ イ サ イ 牡3栗 56 中井 裕二椎名 節氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大
作ステーブル 478－ 22：06．6 2．2�

711 ペ ガ サ ス 牡3青鹿56 和田 竜二中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 456－ 42：07．13 10．1�
812 スピンドクター �4黒鹿57 国分 恭介ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B474－ 4 〃 ハナ 26．6�
68 ヒッチコック 牡3芦 56 松山 弘平薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 500＋ 42：07．42 7．3�
813 ヒロノセンキン �3黒鹿56 藤岡 佑介サンエイ開発� 寺島 良 新ひだか 片山牧場 468± 02：07．5	 9．6�
11 レ ン ト ラ ー �7黒鹿 57

55 △斎藤 新 	キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 464＋ 42：07．6クビ 46．3

56 
 モズエロイコ 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 462＋ 42：07．7� 3．9�
45 ランドジュピター 牡5鹿 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 464＋102：07．91� 10．3�
33 アスカノハヤテ 牡5鹿 57 島 良太豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 482＋10 〃 クビ 254．4
710 オ ク ラ ホ マ 牡5栗 57 北村 友一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B506± 02：08．0クビ 28．1�
57 メイショウイッポン 牡5鹿 57

55 △岩田 望来松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 496－ 22：08．21� 178．5�
44 � スマートアエロ 牝4青鹿 55

54 ☆川又 賢治大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 476＋ 22：08．73 70．3�
22 シ メ イ 牡4青鹿57 荻野 極岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 496± 02：10．08 159．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 41，098，600円 複勝： 48，268，000円 枠連： 14，907，300円
馬連： 69，978，200円 馬単： 31，891，000円 ワイド： 49，524，400円
3連複： 91，096，100円 3連単： 116，426，600円 計： 463，190，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 250円 � 370円 枠 連（6－7） 680円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，360円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 7，770円 3 連 単 ��� 25，050円

票 数

単勝票数 計 410986 的中 � 143824（1番人気）
複勝票数 計 482680 的中 � 142472（1番人気）� 41709（5番人気）� 25049（7番人気）
枠連票数 計 149073 的中 （6－7） 16976（3番人気）
馬連票数 計 699782 的中 �� 47177（4番人気）
馬単票数 計 318910 的中 �� 14158（5番人気）
ワイド票数 計 495244 的中 �� 27083（4番人気）�� 9114（15番人気）�� 5353（24番人気）
3連複票数 計 910961 的中 ��� 8787（24番人気）
3連単票数 計1164266 的中 ��� 3369（76番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．8―13．4―13．1―13．1―13．1―12．7―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―35．8―49．2―1：02．3―1：15．4―1：28．5―1：41．2―1：53．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タ イ サ イ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．6．16 阪神8着

2016．2．9生 牡3栗 母 プリティスター 母母 ベストゾーン 10戦3勝 賞金 35，300，000円



3403312月7日 曇 良 （1阪神5） 第3日 第9競走 ��
��2，000�エ リ カ 賞

発走14時35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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
2：00．4
1：58．9

良
良

79 ヒ ュ ッ ゲ 牡2栗 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 472± 02：00．6 4．6�

66 チュウワノキセキ 牡2鹿 55 武 豊中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：00．81� 9．7�
33 ディアスティマ 牡2青鹿55 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 480－ 2 〃 ハナ 3．9�
11 ケ ヴ ィ ン 牡2青鹿55 四位 洋文米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 490± 02：01．12 5．4�
22 リメンバーメモリー 牡2鹿 55 松山 弘平前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 466± 02：01．2� 29．8	
78 パンサラッサ 牡2鹿 55 池添 謙一広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 458＋ 2 〃 クビ 13．2

67 ミッキーメテオ 牡2鹿 55 藤岡 佑介野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486± 02：01．3クビ 23．2�
811 ア カ イ イ ト 牝2青鹿54 福永 祐一岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 494± 02：01．51� 3．8�
44 メイショウラツワン 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 478＋ 82：01．71� 67．2
55 	 エイシンタンチョウ 牡2鹿 55 岩田 望来�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 478－ 62：02．55 355．0�
810 フルートフルデイズ 牝2黒鹿54 幸 英明飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 460＋ 42：03．35 303．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 75，084，100円 複勝： 85，002，700円 枠連： 18，966，200円
馬連： 113，814，800円 馬単： 49，278，400円 ワイド： 74，851，600円
3連複： 155，412，600円 3連単： 211，801，600円 計： 784，212，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 210円 � 160円 枠 連（6－7） 1，020円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 660円 �� 400円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 15，240円

票 数

単勝票数 計 750841 的中 � 136262（3番人気）
複勝票数 計 850027 的中 � 134528（3番人気）� 91511（5番人気）� 152054（2番人気）
枠連票数 計 189662 的中 （6－7） 14313（6番人気）
馬連票数 計1138148 的中 �� 37821（12番人気）
馬単票数 計 492784 的中 �� 10474（17番人気）
ワイド票数 計 748516 的中 �� 28457（8番人気）�� 50203（3番人気）�� 25727（10番人気）
3連複票数 計1554126 的中 ��� 41049（10番人気）
3連単票数 計2118016 的中 ��� 10074（57番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．5―12．6―12．4―12．3―11．6―11．2―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．7―37．2―49．8―1：02．2―1：14．5―1：26．1―1：37．3―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ ュ ッ ゲ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sinndar デビュー 2019．10．6 京都6着

2017．3．10生 牡2栗 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life 3戦2勝 賞金 15，238，000円

3403412月7日 曇 良 （1阪神5） 第3日 第10競走 ��
��2，200�

さかいみなと

境 港 特 別
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．12．8以降1．12．1まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

境港市長賞（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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

67 � メイショウタカトラ 牡5黒鹿53 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 508＋ 62：12．9 125．4�
33 ウォーターパルフェ 牡4鹿 54 武 豊山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 482－ 82：13．21� 13．5�
11 レイエスプランドル 牡4鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 514－ 42：13．3	 8．0�
22 スズカロング 牡5鹿 55 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 498＋ 4 〃 クビ 6．3�
66 フォーラウェイ 牡6鹿 55 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 4 〃 ハナ 38．5�
44 ヴ ィ ッ セ ン 牡8鹿 54 荻野 極 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490－ 22：13．4クビ 11．0	
79 セ ン ト ウ ル 牡3黒鹿53 和田 竜二中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 62：13．5	 14．4

55 ショウリュウイクゾ 牡3栗 54 川田 将雅上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B496＋ 22：13．71
 1．5�
78 ジャーミネイト 牡5鹿 55 川須 栄彦 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 42：14．33	 23．6�
811 ウェディングベール 牝4芦 52 岩田 望来岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 454－ 22：14．62 122．8
810 ピボットポイント 牡4鹿 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B480＋102：14．92 60．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，975，600円 複勝： 87，381，300円 枠連： 19，462，800円
馬連： 96，284，800円 馬単： 51，296，900円 ワイド： 63，395，100円
3連複： 133，947，900円 3連単： 228，870，500円 計： 726，614，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，540円 複 勝 � 4，200円 � 550円 � 350円 枠 連（3－6） 13，160円

馬 連 �� 53，990円 馬 単 �� 142，490円

ワ イ ド �� 11，930円 �� 10，130円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 125，100円 3 連 単 ��� 1，193，740円

票 数

単勝票数 計 459756 的中 � 2933（11番人気）
複勝票数 計 873813 的中 � 4880（11番人気）� 42608（6番人気）� 72169（3番人気）
枠連票数 計 194628 的中 （3－6） 1146（27番人気）
馬連票数 計 962848 的中 �� 1382（45番人気）
馬単票数 計 512969 的中 �� 270（92番人気）
ワイド票数 計 633951 的中 �� 1345（46番人気）�� 1586（41番人気）�� 13477（15番人気）
3連複票数 計1339479 的中 ��� 803（109番人気）
3連単票数 計2288705 的中 ��� 139（677番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．8―36．0―49．1―1：01．9―1：14．2―1：26．1―1：37．8―1：49．1―2：00．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メイショウタカトラ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク

2014．4．15生 牡5黒鹿 母 ダンシングハピネス 母母 メイショウサチカゼ 28戦3勝 賞金 48，662，000円
初出走 JRA



3403512月7日 曇 良 （1阪神5） 第3日 第11競走 ��
��1，600�リゲルステークス（Ｌ）

発走15時45分 （芝・右・外）
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1，200万円毎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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

713	 ストロングタイタン 牡6鹿 58 幸 英明 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern
Racing 538＋ 81：33．3 37．7�

611 キ ョ ウ ヘ イ 牡5鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B454＋ 2 〃 ハナ 57．5�
816 サウンドキアラ 牝4鹿 54 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 クビ 2．5�
59 フロンティア 牡4栗 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 61：33．61
 16．2�
815 カリビアンゴールド 牝5黒鹿54 川田 将雅ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 4 〃 クビ 3．8	
510 レインボーフラッグ 牡6鹿 56 和田 竜二 
グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 472＋201：33．7クビ 22．6�
36 プラチナムバレット 牡5芦 56 岡田 祥嗣 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 486± 01：33．8� 92．9�
612 エントシャイデン 牡4芦 56 福永 祐一前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 8 〃 クビ 12．4
714 ブルベアトリュフ 牡4鹿 56 四位 洋文 
ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 468＋10 〃 ハナ 11．5�
48 メイケイダイハード 牡4鹿 56 池添 謙一名古屋競馬
 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 546＋181：34．11
 26．5�
23 マイネルフラップ 牡3黒鹿55 国分 優作 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 61：34．2� 41．0�
35  シャイニービーム 牡7鹿 56 小牧 太小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 460＋ 21：34．3� 24．3�
24 コスモイグナーツ 牡4青鹿56 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 458－ 4 〃 クビ 74．9�
11 アドマイヤアルバ 牡4鹿 56 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：35．89 82．5�
47 ランスオブプラーナ 牡3黒鹿56 松山 弘平五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 41：36．33 7．4�
12 ウインストラグル 牡5黒鹿56 川須 栄彦
ウイン 加用 正 浦河 大柳ファーム 486＋ 41：37．68 191．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，357，300円 複勝： 118，716，900円 枠連： 62，001，100円
馬連： 241，660，900円 馬単： 94，548，600円 ワイド： 148，004，400円
3連複： 370，477，100円 3連単： 462，259，600円 計： 1，585，025，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，770円 複 勝 � 740円 � 970円 � 150円 枠 連（6－7） 3，840円

馬 連 �� 82，390円 馬 単 �� 154，150円

ワ イ ド �� 14，660円 �� 2，090円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 79，290円 3 連 単 ��� 941，390円

票 数

単勝票数 計 873573 的中 � 18524（10番人気）
複勝票数 計1187169 的中 � 33296（10番人気）� 24530（12番人気）� 301620（1番人気）
枠連票数 計 620011 的中 （6－7） 12489（14番人気）
馬連票数 計2416609 的中 �� 2273（100番人気）
馬単票数 計 945486 的中 �� 460（187番人気）
ワイド票数 計1480044 的中 �� 2559（94番人気）�� 18500（17番人気）�� 14210（28番人気）
3連複票数 計3704771 的中 ��� 3504（170番人気）
3連単票数 計4622596 的中 ��� 356（1450番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．5―12．0―11．9―11．1―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―22．9―34．4―46．4―58．3―1：09．4―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 2，4（7，8）5－6，15（12，3，14）16－（10，13）（1，9）11 4 4，2（7，8）5（6，15，14）（12，3，16）（10，13）（11，9）1

勝馬の
紹 介

	ストロングタイタン �
�
父 Regal Ransom �

�
母父 Tiznow デビュー 2015．8．30 小倉1着

2013．3．22生 牡6鹿 母 Titan Queen 母母 Ensnare 24戦7勝 賞金 173，276，000円
〔発走状況〕 ウインストラグル号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 エントシャイデン号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・4

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインストラグル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月7日まで平地競走

に出走できない。

3403612月7日 曇 良 （1阪神5） 第3日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時20分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

813� ドウドウキリシマ 牡3栗 56 川須 栄彦西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B482－ 41：25．1 3．4�
45 ハッピーゴラッキー 牝3鹿 54

52 △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 482－ 41：25．31� 5．2�

33 セカンドエフォート 牡6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 512＋ 8 〃 クビ 3．8�
710 エールショー 牡4芦 57 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 480－ 8 〃 ハナ 8．7�
711� エスケーアタランタ 牝3黒鹿54 竹之下智昭菅藤 宗一氏 作田 誠二 森 笹川大晃牧場 468＋ 41：26．04 58．8	
68 ア タ ミ 牡5黒鹿57 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 490－ 4 〃 クビ 9．3

11 ヨキニハカラエ 牡4鹿 57 幸 英明 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 496－ 6 〃 クビ 28．9�
69 スペシャルボス 牡3黒鹿56 中谷 雄太�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 ディアレスト

クラブ 524－ 91：26．21� 12．3�
812 ジョイナイト 牡3鹿 56 北村 友一西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 496－ 41：26．3クビ 29．8
44 � ホウオウエックス 牡3鹿 56

54 △斎藤 新小笹 芳央氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 490－12 〃 クビ 22．3�
57 � テーオーパートナー 牝4栗 55 荻野 極小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 466＋ 21：26．83 66．9�
56 アヴォンリー 牝3栗 54 国分 優作田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 462－ 81：26．9クビ 18．6�
22 ミヤジシルフィード 牡3芦 56 国分 恭介曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 B478± 0 〃 アタマ 123．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 62，576，300円 複勝： 76，734，500円 枠連： 29，597，300円
馬連： 123，095，400円 馬単： 51，095，500円 ワイド： 90，422，200円
3連複： 184，182，000円 3連単： 241，624，600円 計： 859，327，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 170円 � 140円 枠 連（4－8） 770円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 360円 �� 240円 �� 420円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 5，360円

票 数

単勝票数 計 625763 的中 � 145674（1番人気）
複勝票数 計 767345 的中 � 158664（1番人気）� 96343（3番人気）� 151804（2番人気）
枠連票数 計 295973 的中 （4－8） 29650（2番人気）
馬連票数 計1230954 的中 �� 91423（2番人気）
馬単票数 計 510955 的中 �� 20374（3番人気）
ワイド票数 計 904222 的中 �� 60946（2番人気）�� 104843（1番人気）�� 51730（3番人気）
3連複票数 計1841820 的中 ��� 141482（1番人気）
3連単票数 計2416246 的中 ��� 32642（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．9―48．2―1：00．3―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ドウドウキリシマ �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 ゴールドアリュール

2016．3．7生 牡3栗 母 メモリアルイヤー 母母 アーバンクイーン 11戦1勝 賞金 18，100，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

※アヴォンリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（1阪神5）第3日 12月7日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

205，000，000円
7，780，000円
24，540，000円
1，180，000円
22，580，000円
64，824，000円
3，952，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
568，073，200円
958，085，200円
211，756，900円
963，841，100円
479，011，600円
697，534，200円
1，388，782，200円
2，046，385，700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 7，313，470，100円

総入場人員 13，364名 （有料入場人員 12，322名）
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