
3403712月8日 曇 良 （1阪神5） 第4日 第1競走 ��1，400�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 5，000，000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

68 ウインカムトゥルー 牡2栗 55 松山 弘平�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム B480＋ 21：27．0 1．8�
69 ルールシェーバー 牡2鹿 55 岡部 誠儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム 472－12 〃 ハナ 20．2�

（愛知）

711 アブレイズヒーロー 牡2黒鹿55 幸 英明 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか 上野 正恵 504－ 41：27．21� 7．3�

33 ア ナ ン ク ス 牡2鹿 55
53 △岩田 望来杉浦 和也氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 466＋ 21：27．41� 61．4�

11 イーベンホルツ 牡2青鹿 55
54 ☆坂井 瑠星 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 482＋ 21：27．5� 42．6	

22 サイモンバトラー 牡2鹿 55 田辺 裕信澤田 昭紀氏 矢野 英一 新ひだか 本桐牧場 450＋ 21：27．81� 7．9

45 ウェーブビクトリー 牝2鹿 54 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 472－ 21：28．22� 5．5�
44 タ マ サ イ 牝2鹿 54 荻野 琢真�ミルファーム 尾関 知人 浦河 中神牧場 426± 01：28．3クビ 302．1�
812 アイファーブルー 牡2栗 55 �島 克駿中島 稔氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 480＋ 61：28．4� 14．3
57 ラブスピール 牝2鹿 54 池添 謙一増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 438＋ 41：28．61 45．1�
56 オーケーメジャー 牡2鹿 55 小坂 忠士小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 470－ 61：29．02� 132．9�
710 ベアジェット 牡2栗 55 木幡 初也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本 昌市 482－ 81：29．21� 199．1�
813 ヤマニンベデュータ 牡2鹿 55 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新冠 長浜 秀昭 482＋18 〃 クビ 209．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，818，700円 複勝： 48，388，900円 枠連： 9，098，500円
馬連： 49，036，200円 馬単： 28，446，700円 ワイド： 35，252，000円
3連複： 68，838，800円 3連単： 102，987，600円 計： 375，867，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 270円 � 190円 枠 連（6－6） 1，700円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 630円 �� 310円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 10，320円

票 数

単勝票数 計 338187 的中 � 155000（1番人気）
複勝票数 計 483889 的中 � 250738（1番人気）� 22960（6番人気）� 40078（4番人気）
枠連票数 計 90985 的中 （6－6） 4138（6番人気）
馬連票数 計 490362 的中 �� 22726（5番人気）
馬単票数 計 284467 的中 �� 9034（8番人気）
ワイド票数 計 352520 的中 �� 13861（7番人気）�� 32298（3番人気）�� 5751（17番人気）
3連複票数 計 688388 的中 ��� 22852（8番人気）
3連単票数 計1029876 的中 ��� 7232（33番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．4―12．7―12．8―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―35．5―48．2―1：01．0―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインカムトゥルー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．6．16 阪神8着

2017．4．11生 牡2栗 母 コスモアクセス 母母 コスモスカイライン 5戦1勝 賞金 7，050，000円
※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。

3403812月8日 曇 良 （1阪神5） 第4日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時35分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000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

812 ロッキーサンダー 牡2鹿 55 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 482＋ 21：55．3 2．5�
22 リトルクレバー 牡2鹿 55 北村 友一岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 446－ 4 〃 クビ 5．6�
33 タッシーアキヒート 牡2栗 55 松田 大作吉岡 輝美氏 本田 優 新ひだか 飛野牧場 484－ 61：55．93� 99．8�
811 シ ェ ノ ン 牡2鹿 55

54 ☆坂井 瑠星�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム 494－ 61：56．1� 8．5�

56 サウザンドスマイル 牝2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470－ 21：56．31	 15．0�

67 マジックウォリアー 牡2鹿 55 岡部 誠吉田 晴哉氏 杉山 晴紀 安平 追分ファーム B518－ 81：56．83 18．8	
（愛知）

68 キャルブルー 牡2黒鹿55 福永 祐一里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 504＋ 21：57．01� 14．9

55 タガノキングロード 牡2黒鹿55 和田 竜二八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋ 41：57．42� 4．1�
79 メイショウオイワキ 牡2黒鹿55 藤岡 康太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 478＋ 41：58．46 50．3�
710
 グラスコックピット 牡2鹿 55

53 △岩田 望来飯田 良枝氏 高橋 義忠 米 Dr. Masa-
take Iida 448＋ 41：58．61	 109．8

44 ラ ス ト ラ フ 牝2栗 54 岩田 康誠 �ニッシンホール
ディングス 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472－ 41：58．7� 31．7�

11 ヘラクレスバローズ 牡2鹿 55 松山 弘平猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 538± 01：59．33� 116．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，987，700円 複勝： 44，112，000円 枠連： 12，302，000円
馬連： 54，705，300円 馬単： 26，771，600円 ワイド： 43，806，300円
3連複： 80，130，300円 3連単： 99，926，200円 計： 394，741，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 170円 � 1，230円 枠 連（2－8） 450円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 240円 �� 3，140円 �� 5，920円

3 連 複 ��� 10，640円 3 連 単 ��� 29，050円

票 数

単勝票数 計 329877 的中 � 106765（1番人気）
複勝票数 計 441120 的中 � 136782（1番人気）� 62932（3番人気）� 5435（10番人気）
枠連票数 計 123020 的中 （2－8） 21043（2番人気）
馬連票数 計 547053 的中 �� 93174（1番人気）
馬単票数 計 267716 的中 �� 26332（1番人気）
ワイド票数 計 438063 的中 �� 56467（1番人気）�� 3178（29番人気）�� 1665（39番人気）
3連複票数 計 801303 的中 ��� 5645（30番人気）
3連単票数 計 999262 的中 ��� 2493（100番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．3―12．8―13．0―13．0―13．0―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．5―50．3―1：03．3―1：16．3―1：29．3―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．0
1
3
・（4，5）9（1，3，10）－12，11，8（2，7）－6・（4，5，9）（1，3，10）－12（8，11）－（2，7）－6

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

勝馬の
紹 介

ロッキーサンダー �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．8．18 小倉9着

2017．3．18生 牡2鹿 母 スウィングダンス 母母 サンデーミッチー 5戦1勝 賞金 8，100，000円
※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。

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



3403912月8日 晴 良 （1阪神5） 第4日 第3競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走11時05分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000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
1：20．4
1：20．3

良
良

713 ナイントゥファイブ 牝2黒鹿54 松田 大作�桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 460± 01：21．3 9．0�
35 ロードベイリーフ 牡2黒鹿55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 482＋ 4 〃 ハナ 3．6�
59 ヒルノエドワード 牡2黒鹿55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 478± 01：21．83 3．5�
47 メイショウミモザ 牝2芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 434－ 41：22．01� 8．9�
23 � スマートルシア 牝2芦 54 武 豊大川 徹氏 河内 洋 米 Wind Hill

Farm 440± 01：22．21 21．3	
11 タイセイレフィーノ 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 456± 0 〃 アタマ 29．8

815� トレーンベアラー 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 和子氏 石坂 正 米

Daniel S. Mallory,
Amy Bayle & Al-
len Racing LLC

450± 01：22．3	 4．8�
46 クインズラプソディ 牝2鹿 54 
島 克駿岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 442± 01：22．51� 37．0�
611 フォギーショコラ 牡2鹿 55 川須 栄彦田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 小倉 光博 442－ 21：22．6	 434．7
814 アイルショウユー 牝2鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 422－ 81：22．7	 54．7�
610 エールオンレール 牝2栗 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 444－161：22．8� 45．3�
22 タッシーアンジェラ 牝2栗 54 幸 英明吉岡 輝美氏 本田 優 日高 川端 正博 474＋ 2 〃 クビ 59．0�
34 ヌ オ ー ヴ ォ �2黒鹿55 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 石橋 守 日高 日高大洋牧場 446－ 6 〃 ハナ 323．3�
712 タマモイチバンボシ 牡2鹿 55 国分 恭介タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 462－ 41：23．01	 163．0�
58 ジョーパティオ 牝2芦 54

52 △岩田 望来上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 木村 秀則 452＋ 41：25．5大差 61．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，783，900円 複勝： 54，801，900円 枠連： 11，784，700円
馬連： 63，162，300円 馬単： 29，961，400円 ワイド： 53，551，600円
3連複： 94，481，600円 3連単： 104，828，600円 計： 449，356，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 190円 � 130円 � 140円 枠 連（3－7） 1，500円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 530円 �� 540円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 11，140円

票 数

単勝票数 計 367839 的中 � 34278（5番人気）
複勝票数 計 548019 的中 � 60652（4番人気）� 119284（1番人気）� 101658（2番人気）
枠連票数 計 117847 的中 （3－7） 6078（7番人気）
馬連票数 計 631623 的中 �� 30303（7番人気）
馬単票数 計 299614 的中 �� 7385（13番人気）
ワイド票数 計 535516 的中 �� 24176（6番人気）�� 23272（7番人気）�� 64173（1番人気）
3連複票数 計 944816 的中 ��� 55644（3番人気）
3連単票数 計1048286 的中 ��� 6821（29番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―11．6―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―46．3―57．9―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイントゥファイブ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Blu Air Force デビュー 2019．10．27 東京7着

2017．1．31生 牝2黒鹿 母 ベ ッ ト ー レ 母母 Happy Sue 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ジョーパティオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ジョーパティオ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョーパティオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月8日まで平地競走

に出走できない。
※クインズラプソディ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3404012月8日 晴 良 （1阪神5） 第4日 第4競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走11時35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
1：07．8

良
良

55 グランマリアージュ 牝2鹿 54 田辺 裕信 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 468 ―1：10．1 13．0�

22 アイティナリー 牡2黒鹿55 武 豊�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490 ―1：10．52� 1．7�

88 ジェドゥラシャンス 牝2鹿 54 池添 謙一 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 526 ―1：10．81� 13．6�
89 プティシュシュ 牝2青鹿54 和田 竜二小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 444 ―1：11．01	 6．2�
44 アイスヴィスタ 牝2芦 54

52 △岩田 望来村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 462 ―1：11．1� 4．3	
11 ピュリフィアン 牝2鹿 54 幸 英明野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 414 ― 〃 アタマ 38．3

77 メイショウギンレイ 牡2芦 55 岡部 誠松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 420 ―1：11．63 58．2�

（愛知）

66 サンライズアルコン 牡2芦 55 加藤 祥太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 462 ―1：12．55 36．5�
33 レイワハルカ 牡2黒鹿55 荻野 琢真松岡 研司氏 作田 誠二 日高 宝寄山 拓樹 444 ―1：13．13� 152．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，359，800円 複勝： 53，310，000円 枠連： 7，488，800円
馬連： 40，289，000円 馬単： 32，415，800円 ワイド： 28，901，700円
3連複： 53，094，600円 3連単： 128，134，400円 計： 381，994，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 180円 � 110円 � 230円 枠 連（2－5） 890円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，170円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 16，900円

票 数

単勝票数 計 383598 的中 � 24882（4番人気）
複勝票数 計 533100 的中 � 37340（4番人気）� 327843（1番人気）� 25036（5番人気）
枠連票数 計 74888 的中 （2－5） 6461（3番人気）
馬連票数 計 402890 的中 �� 31437（4番人気）
馬単票数 計 324158 的中 �� 8646（10番人気）
ワイド票数 計 289017 的中 �� 22577（3番人気）�� 5699（14番人気）�� 18028（5番人気）
3連複票数 計 530946 的中 ��� 18859（6番人気）
3連単票数 計1281344 的中 ��� 5494（57番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．6―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―35．6―47．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランマリアージュ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Tiznow 初出走

2017．3．23生 牝2鹿 母 ラヴアズギフト 母母 Fast as Light 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 サンライズアルコン号は，3コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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。



3404112月8日 晴 良 （1阪神5） 第4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

55 � アメリカンシード 牡2鹿 55 川田 将雅吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Courtlandt
Farm 482 ―1：48．5 6．1�

44 ワイドカント 牡2栗 55 松山 弘平幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 502 ―1：48．6� 6．9�
66 マルカエイペックス 牝2黒鹿54 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 442 ―1：48．7クビ 9．9�
77 リンドブラッド 牡2鹿 55 福永 祐一�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498 ―1：49．02 1．9�
22 ジ ャ ル ジ ェ 牝2青 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 474 ―1：49．1	 58．9�
11 ラブアンバサダー 牝2鹿 54 武 豊松島 悠衣氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 414 ―1：49．2クビ 4．5	
33 ブライトアイズ 牝2栗 54 
島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 468 ― 〃 ハナ 83．3

89 キングリアリティー 牡2鹿 55 岡部 誠伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新ひだか 村上牧場 474 ―1：50．810 181．7�

（愛知）

88 スマイルガール 牝2鹿 54 藤岡 康太首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 446 ―1：51．65 54．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 44，796，000円 複勝： 42，619，700円 枠連： 7，037，100円
馬連： 47，667，400円 馬単： 34，187，000円 ワイド： 34，736，900円
3連複： 56，355，800円 3連単： 126，545，500円 計： 393，945，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 190円 � 260円 枠 連（4－5） 1，680円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 430円 �� 670円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 16，260円

票 数

単勝票数 計 447960 的中 � 60907（3番人気）
複勝票数 計 426197 的中 � 56497（3番人気）� 61408（2番人気）� 39110（5番人気）
枠連票数 計 70371 的中 （4－5） 3242（7番人気）
馬連票数 計 476674 的中 �� 25596（7番人気）
馬単票数 計 341870 的中 �� 11809（9番人気）
ワイド票数 計 347369 的中 �� 21831（7番人気）�� 12944（10番人気）�� 14181（9番人気）
3連複票数 計 563558 的中 ��� 13489（11番人気）
3連単票数 計1265455 的中 ��� 5640（56番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．0―12．6―13．0―13．0―10．9―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．2―48．8―1：01．8―1：14．8―1：25．7―1：36．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンシード 
�
父 Tapit 

�
母父 Stormin Fever 初出走

2017．3．17生 牡2鹿 母 Sweet Talker 母母 Another Vegetarian 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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。

3404212月8日 晴 良 （1阪神5） 第4日 第6競走 ��
��1，200�2歳1勝クラス

発走12時55分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

55 サダムスキャット 牝2栗 54 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 462－ 61：12．7 4．2�
11 エンプティチェア 牡2鹿 55 和田 竜二江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 462＋ 41：12．91� 23．0�
66 プレジールドビブル 牡2鹿 55 木幡 初也東海林貴大氏 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 450＋ 21：13．75 65．9�
88 ダンツウィザード 牡2鹿 55 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 丸幸小林牧場 472＋ 81：14．01� 16．6�
44 グ ラ ナ リ ー 牝2栗 54 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 浦河 富田牧場 498－ 8 〃 ハナ 2．4�
77 	 メートルムナール 牡2鹿 55 北村 友一�ラ・メール 安田 隆行 愛 Kenilworth

House Stud 498－ 21：14．1� 9．3	
22 ラブミーレディー 牝2黒鹿54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 460± 01：14．52� 5．9

33 カーフライターク 牡2黒鹿55 W．ビュイック �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋101：15．13� 6．4�

（英）

（8頭）

売 得 金
単勝： 46，531，400円 複勝： 44，408，300円 枠連： 発売なし
馬連： 63，850，200円 馬単： 33，217，900円 ワイド： 40，078，500円
3連複： 69，969，300円 3連単： 135，255，000円 計： 433，310，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 390円 � 1，160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 800円 �� 2，810円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 23，500円 3 連 単 ��� 89，060円

票 数

単勝票数 計 465314 的中 � 92489（2番人気）
複勝票数 計 444083 的中 � 89616（2番人気）� 27411（6番人気）� 7844（8番人気）
馬連票数 計 638502 的中 �� 17460（13番人気）
馬単票数 計 332179 的中 �� 5521（21番人気）
ワイド票数 計 400785 的中 �� 13476（12番人気）�� 3598（23番人気）�� 3096（25番人気）
3連複票数 計 699693 的中 ��� 2233（47番人気）
3連単票数 計1352550 的中 ��� 1101（219番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．1―12．6―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．3―47．9―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サダムスキャット 
�
父 ヘニーヒューズ 

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2019．11．2 京都2着

2017．4．10生 牝2栗 母 レディーソルジャー 母母 ナ シ ラ 3戦2勝 賞金 15，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3404312月8日 曇 良 （1阪神5） 第4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54�4歳以上55�
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
1：48．5
1：47．6

重
重

66 ペプチドフシチョウ 牝3鹿 54 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 462＋141：55．6 6．8�
89 アマリリステソーロ 牝3青 54 岩田 康誠了德寺健二ホール

ディングス� 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 436± 01：56．02� 4．3�
44 ビオレイメル 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 474＋ 61：56．31� 6．7�
22 � マーブルフレンテ 牝6鹿 55 高田 潤下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 526＋ 41：56．62 11．9�
33 � リーピングリーズン 牝3青鹿54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 492－141：57．02� 17．5�

88 ジュリアヴィーナス 牝3鹿 54 加藤 祥太小國 和紀氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 496＋ 61：57．21	 3．2	
11 � テイケイドルチェ 牝4鹿 55 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 420± 01：57．41� 53．5

77 ヴ ィ グ ー ル 牝4鹿 55

53 △岩田 望来サイプレスホール
ディングス合同会社 渡辺 薫彦 平取 坂東牧場 470＋101：57．71� 29．7�

55 � ソ ル フ ァ 牝4鹿 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 長谷川浩大 新ひだか ケイアイファーム 492－101：59．4大差 4．4�
（9頭）

売 得 金
単勝： 33，099，700円 複勝： 39，783，900円 枠連： 11，544，100円
馬連： 58，085，300円 馬単： 29，276，200円 ワイド： 43，046，300円
3連複： 75，277，900円 3連単： 118，869，700円 計： 408，983，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 160円 � 200円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 530円 �� 710円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 16，690円

票 数

単勝票数 計 330997 的中 � 38466（5番人気）
複勝票数 計 397839 的中 � 60328（3番人気）� 72843（2番人気）� 45353（5番人気）
枠連票数 計 115441 的中 （6－8） 14619（2番人気）
馬連票数 計 580853 的中 �� 31589（7番人気）
馬単票数 計 292762 的中 �� 7312（13番人気）
ワイド票数 計 430463 的中 �� 21056（8番人気）�� 15118（12番人気）�� 19518（9番人気）
3連複票数 計 752779 的中 ��� 21147（9番人気）
3連単票数 計1188697 的中 ��� 5162（65番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．9―13．2―13．2―13．0―12．8―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―38．2―51．4―1：04．6―1：17．6―1：30．4―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．0
1
3
5，4，8，7，9，3，6（1，2）・（5，4）（7，8）（3，9）6（1，2）

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

勝馬の
紹 介

ペプチドフシチョウ 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．25 小倉4着

2016．3．14生 牝3鹿 母 ペプチドヒノトリ 母母 ホーネットピアス 15戦2勝 賞金 21，250，000円

3404412月8日 曇 良 （1阪神5） 第4日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走13時55分 （1000万円以下） （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．3

良
良

810 ソシアルクラブ 牝4栗 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B476－ 41：34．7 1．4�
22 ミエノウインウイン �4黒鹿57 藤岡 佑介里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 2 〃 ハナ 7．3�
66 ハッシュゴーゴー 牝3鹿 54 北村 友一吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 ハナ 11．6�
89 ノーブルカリナン 牝4黒鹿55 福永 祐一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 16．3�
44 ショウボート 牡7栗 57 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 54．5�
33 ライオネルカズマ 牡5鹿 57

55 △岩田 望来合同会社雅苑興業 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 516－ 41：35．01	 22．2	
78 
 アーチキング �6鹿 57 池添 謙一 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 518－ 61：35．21� 25．5

11 ナンヨーマーズ 牡5鹿 57 木幡 初也中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B452＋ 2 〃 クビ 207．5�
55 ドンアルゴス 牡4黒鹿57 武 豊山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋ 21：35．41	 15．7�
77 キャンディストーム 牝5鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 41：35．82	 8．8
（英）

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，591，200円 複勝： 192，160，800円 枠連： 13，809，500円
馬連： 76，251，000円 馬単： 53，387，200円 ワイド： 65，391，900円
3連複： 107，730，500円 3連単： 221，541，500円 計： 777，863，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 180円 枠 連（2－8） 420円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 220円 �� 310円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 3，410円

票 数

単勝票数 計 475912 的中 � 260569（1番人気）
複勝票数 計1921608 的中 � 1466528（1番人気）� 103662（2番人気）� 72146（4番人気）
枠連票数 計 138095 的中 （2－8） 25444（2番人気）
馬連票数 計 762510 的中 �� 127326（1番人気）
馬単票数 計 533872 的中 �� 68795（1番人気）
ワイド票数 計 653919 的中 �� 88696（1番人気）�� 54129（4番人気）�� 16780（10番人気）
3連複票数 計1077305 的中 ��� 64338（3番人気）
3連単票数 計2215415 的中 ��� 46967（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．8―49．3―1：01．2―1：12．1―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．5
3 3，6（4，10）（9，7，8）1，5，2 4 3（6，10）（4，8）9（1，7，5）2

勝馬の
紹 介

ソシアルクラブ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．9 京都1着

2015．1．26生 牝4栗 母 ブエナビスタ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 12戦3勝 賞金 43，946，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3404512月8日 曇 良 （1阪神5） 第4日 第9競走 ��
��2，400�オリオンステークス

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

33 バ レ リ オ 牡4芦 55 W．ビュイック �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B498＋ 22：26．6 5．6�

（英）

57 エーティーラッセン 牡5鹿 54 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 518＋ 22：26．81 27．5�
44 ス ヴ ァ ル ナ 牡4黒鹿55 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 520± 0 〃 クビ 7．7�
11 バイマイサイド 牡4栗 56 武 豊�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 478－10 〃 クビ 2．9�
710 トーセンカンビーナ 牡3鹿 54 藤岡 康太島川 	哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 458＋ 22：27．01� 3．9

69 ハ ウ エ バ ー 牡5栗 54 坂井 瑠星古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 420± 02：27．21� 97．7�
711 ル ナ ス テ ラ 牝4鹿 53 福永 祐一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 ハナ 7．3�
68 ド ゥ ー カ 牡6栗 55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 506－ 22：27．3	 24．9
56 サウンドバーニング 牡7鹿 53 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B426＋ 22：27．4クビ 123．2�
45 イペルラーニオ 牡4鹿 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 西村 真幸 新冠 コスモヴューファーム B502－ 42：27．5� 19．9�
813 レジェンドセラー 
5鹿 56 池添 謙一�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 530＋ 62：27．71 45．6�
812 バイオスパーク 牡4黒鹿55 藤岡 佑介宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 482＋ 82：27．8� 32．3�
22 オブリゲーション 牡6鹿 53 和田 竜二�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 468＋102：28．22� 64．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，970，500円 複勝： 84，486，200円 枠連： 24，595，200円
馬連： 111，515，100円 馬単： 48，557，500円 ワイド： 76，949，400円
3連複： 159，977，700円 3連単： 211，380，700円 計： 773，432，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 640円 � 220円 枠 連（3－5） 8，490円

馬 連 �� 9，420円 馬 単 �� 15，410円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 780円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 19，650円 3 連 単 ��� 132，570円

票 数

単勝票数 計 559705 的中 � 79115（3番人気）
複勝票数 計 844862 的中 � 121449（3番人気）� 27626（9番人気）� 110537（4番人気）
枠連票数 計 245952 的中 （3－5） 2244（21番人気）
馬連票数 計1115151 的中 �� 9174（28番人気）
馬単票数 計 485575 的中 �� 2363（49番人気）
ワイド票数 計 769494 的中 �� 6988（30番人気）�� 26421（9番人気）�� 7965（28番人気）
3連複票数 計1599777 的中 ��� 6106（61番人気）
3連単票数 計2113807 的中 ��� 1156（353番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．0―12．9―12．9―12．6―12．7―12．5―11．9―10．8―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．4―37．4―50．3―1：03．2―1：15．8―1：28．5―1：41．0―1：52．9―2：03．7―2：15．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．6―3F33．7
1
3
7，8，3，6（1，12）（4，11，13）9－5－2－10
7，8（3，12）（6，13）1（4，11）（9，5）（2，10）

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

勝馬の
紹 介

バ レ リ オ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．9．9 中山1着

2015．1．18生 牡4芦 母 リ リ ウ ム 母母 ベ ゴ ニ ア 7戦4勝 賞金 56，264，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3404612月8日 小雨 良 （1阪神5） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

さかい

堺 ス テ ー ク ス
発走15時00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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

812 ビルジキール 牡3黒鹿56 池添 謙一玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 494＋ 41：52．7 12．9�
67 エ オ リ ア 牝5鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋121：53．02 4．2�
（英）

11 メイショウササユリ 牝5黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 510＋ 41：53．1クビ 17．6�
710 スズカフリオーソ 牡5栗 57 �島 克駿永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B494＋ 4 〃 クビ 26．9�
56 シ ロ ニ イ 牡5白 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514± 01：53．2クビ 11．1�
55 エ ネ ス ク 牡6鹿 57 松山 弘平節 英司氏 山内 研二 新冠 須崎牧場 514－ 21：53．41 23．3	
44 グレースゼット 牝3芦 54 川須 栄彦
フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 502－101：53．72 7．6�
68 グ ア ン 牝4栗 55 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 478－ 2 〃 アタマ 3．0�
79 ミスズフリオーソ 牡4栗 57 松田 大作永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 490－ 21：54．01	 61．0
22 ロードグラディオ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 490＋12 〃 クビ 4．8�
33 タガノグルナ 牡5鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋ 81：55．17 41．7�
811
 ニューホープ 牡3青鹿56 岡部 誠吉田 勝利氏 田口 輝彦 日高 新生ファーム 430＋ 21：55．95 221．2�

（笠松） （愛知）

（12頭）

売 得 金
単勝： 58，268，600円 複勝： 65，866，800円 枠連： 30，083，100円
馬連： 138，690，100円 馬単： 60，424，400円 ワイド： 81，554，100円
3連複： 192，980，900円 3連単： 268，520，900円 計： 896，388，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 360円 � 170円 � 370円 枠 連（6－8） 1，320円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 7，230円

ワ イ ド �� 970円 �� 3，520円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 14，010円 3 連 単 ��� 98，470円

票 数

単勝票数 計 582686 的中 � 36079（6番人気）
複勝票数 計 658668 的中 � 42465（6番人気）� 125364（2番人気）� 40999（7番人気）
枠連票数 計 300831 的中 （6－8） 17646（5番人気）
馬連票数 計1386901 的中 �� 35352（12番人気）
馬単票数 計 604244 的中 �� 6262（29番人気）
ワイド票数 計 815541 的中 �� 22008（12番人気）�� 5746（38番人気）�� 21038（13番人気）
3連複票数 計1929809 的中 ��� 10325（48番人気）
3連単票数 計2685209 的中 ��� 1977（306番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―13．2―12．5―12．6―12．7―12．4―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―37．1―49．6―1：02．2―1：14．9―1：27．3―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビルジキール �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．9．2 小倉10着

2016．5．3生 牡3黒鹿 母 ディアースパークル 母母 レディワンダー 16戦3勝 賞金 49，140，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

２レース目



3404712月8日 曇 良 （1阪神5） 第4日 第11競走
阪神競馬場開設70周年記念

��
��1，600�第71回農林水産省賞典 阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ）

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

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 1，162，000円 332，000円 166，000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 � 基準タイム

中央レコード
レースレコード

1：33．1
1：32．3
1：33．1

良
良
良

24 レシステンシア 牝2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 484－ 41：32．7レコード 11．2�
59 マルターズディオサ 牝2青鹿54 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 444＋ 41：33．55 43．7�
510 クラヴァシュドール 牝2青鹿54 藤岡 佑介�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 452＋ 2 〃 ハナ 4．8�
23 ウーマンズハート 牝2鹿 54 W．ビュイックゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋141：33．92� 4．5�
（英）

11 ヤマカツマーメイド 牝2鹿 54 武 豊山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 470± 0 〃 クビ 52．3	
815 リアアメリア 牝2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± 01：34．22 1．8

12 カワキタアジン 牝2鹿 54 �島 克駿川島 吉男氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 480－ 21：34．3クビ 361．9�
36 ク リ ス テ ィ 牝2芦 54 福永 祐一薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 490＋ 6 〃 クビ 32．4�
713 ジェラペッシュ 牝2鹿 54 幸 英明柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 446± 01：34．61	 235．2
35 ボンボヤージ 牝2鹿 54 岩田 望来廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 418－ 21：35．34 218．4�
48 オータムレッド 牝2栗 54 松山 弘平青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 418－101：35．4� 290．7�
47 
 ロータスランド 牝2鹿 54 藤岡 康太合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Dr. Aaron Sones &
Dr. Naoya Yoshida 456－ 6 〃 クビ 57．2�

612 ヒ メ サ マ 牝2鹿 54 川須 栄彦廣崎 双葉氏 梅田 智之 平取 清水牧場 418－ 61：36．46 462．9�
714 スウィートメリナ 牝2栗 54 和田 竜二岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 424± 01：36．5クビ 505．1�
816 エレナアヴァンティ 牝2鹿 54 岩田 康誠加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 448－101：36．6� 427．6�
611 ルーチェデラヴィタ 牝2鹿 54 池添 謙一安原 浩司氏 西村 真幸 日高 広富牧場 438＋ 41：37．87 161．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 695，413，800円 複勝： 559，326，900円 枠連： 291，116，000円 馬連： 1，484，189，400円 馬単： 876，290，600円
ワイド： 772，040，700円 3連複： 2，361，081，900円 3連単： 5，453，037，800円 5重勝： 607，322，300円 計： 13，099，819，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 310円 � 670円 � 170円 枠 連（2－5） 600円

馬 連 �� 10，000円 馬 単 �� 20，410円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 510円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 8，560円 3 連 単 ��� 86，720円

5 重 勝
対象競走：中京10R／阪神10R／中山11R／中京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 8，502，510円

票 数

単勝票数 計6954138 的中 � 522475（4番人気）
複勝票数 計5593269 的中 � 448079（4番人気）� 173235（6番人気）� 1089771（2番人気）
枠連票数 計2911160 的中 （2－5） 370863（3番人気）
馬連票数 計14841894 的中 �� 115002（20番人気）
馬単票数 計8762906 的中 �� 32199（36番人気）
ワイド票数 計7720407 的中 �� 76014（19番人気）�� 412889（5番人気）�� 160920（10番人気）
3連複票数 計23610819 的中 ��� 206716（22番人気）
3連単票数 計54530378 的中 ��� 45586（169番人気）
5重勝票数 計6073223 的中 ����� 50

ハロンタイム 12．2―10．5―11．0―11．8―12．0―11．2―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．7―33．7―45．5―57．5―1：08．7―1：20．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レシステンシア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Lizard Island デビュー 2019．10．14 京都1着

2017．3．15生 牝2鹿 母 マラコスタムブラダ 母母 Mapul Wells 3戦3勝 賞金 102，708，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3404812月8日 小雨 良 （1阪神5） 第4日 第12競走 ��
��1，400�

み ょ う け ん さ ん

妙 見 山 特 別
発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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 ジャスティン 牡3栗 56 坂井 瑠星小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 478＋ 61：24．2 3．1�
24 � ヒルノサルバドール 牡6栗 57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 452＋ 21：24．3	 6．6�
36 ヨドノビクトリー 牡5鹿 57 松山 弘平海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 502＋ 81：24．51
 6．8�
59 ク ラ シ コ 牡7鹿 57 W．ビュイック 林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B502＋ 81：24．82 6．3�

（英）

611 メイショウラビエ 牝4鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 480－ 41：24．9	 37．7�
714 ケルティックソード 牡6栗 57 藤岡 康太吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 B492＋121：25．0クビ 12．1	
11 クインズマラクータ 牡5栗 57 �島 克駿亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B514－ 2 〃 クビ 20．6

713 サンライズカラマ 牡5栗 57 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B500± 0 〃 ハナ 5．2�
612 アッティーヴォ 牡5栗 57 国分 恭介奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 456＋ 41：25．21 36．1�
23 ホイールバーニング 牡6栗 57 幸 英明市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 530－ 6 〃 クビ 61．3
510� サンシャーロット 牝5栗 55 荻野 琢真 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 452－ 21：25．41
 186．6�
815 メイショウキタグニ 牡4黒鹿57 川須 栄彦松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 472－ 61：25．61
 77．4�
48 ホープフルスター 牡5栗 57 岩田 康誠前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋ 21：25．81 27．6�
47 ピラミッドファラオ 牡4黒鹿57 岡部 誠玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 492＋ 81：26．12 196．8�

（愛知）

12 クリノキング �5栗 57 菱田 裕二栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B478－ 21：26．41	 127．1�
35 キクノウェスター 牡4鹿 57 和田 竜二菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 矢野牧場 506＋141：27．03 47．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 94，498，000円 複勝： 120，374，600円 枠連： 47，798，700円
馬連： 202，703，200円 馬単： 82，192，200円 ワイド： 141，551，900円
3連複： 304，515，100円 3連単： 387，859，500円 計： 1，381，493，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 200円 � 200円 枠 連（2－8） 1，320円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 590円 �� 590円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 12，040円

票 数

単勝票数 計 944980 的中 � 239089（1番人気）
複勝票数 計1203746 的中 � 217730（1番人気）� 148635（4番人気）� 149090（3番人気）
枠連票数 計 477987 的中 （2－8） 28022（7番人気）
馬連票数 計2027032 的中 �� 110798（4番人気）
馬単票数 計 821922 的中 �� 27127（4番人気）
ワイド票数 計1415519 的中 �� 62081（6番人気）�� 62678（4番人気）�� 45296（11番人気）
3連複票数 計3045151 的中 ��� 74341（6番人気）
3連単票数 計3878595 的中 ��� 23340（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．6―46．9―59．4―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスティン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Gone West デビュー 2018．10．8 東京4着

2016．3．18生 牡3栗 母 シナスタジア 母母 Honest Cause 11戦3勝 賞金 39，679，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シアワセデス号・ミトノアミーゴ号・ライナス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

５レース目



（1阪神5）第4日 12月8日（日曜日） 曇時々雨一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 142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

325，560，000円
7，780，000円
29，910，000円
2，990，000円
39，180，000円
61，707，000円
4，284，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
1，218，119，300円
1，349，640，000円
466，657，700円
2，390，144，500円
1，335，128，500円
1，416，861，300円
3，624，434，400円
7，358，887，400円
607，322，300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 19，767，195，400円

総入場人員 31，689名 （有料入場人員 ）
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