
3404912月19日 曇 良 （2阪神6） 第5日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

816 ウェルドーン 牝2鹿 54 川田 将雅安原 浩司氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 494－ 21：55．9 1．9�
612 レヴィーアクイーン 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480－ 81：56．96 22．3�
35 レディアリエス 牝2鹿 54 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 476＋ 21：57．0� 5．2�
36 アイリスクォーツ 牝2栗 54 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 512± 0 〃 ハナ 17．2�
48 アスターベルデ 牝2黒鹿54 福永 祐一加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 498＋ 41：57．1� 8．7	
59 ビブラマリエ 牝2芦 54 坂井 瑠星 �社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 444± 01：58．05 117．7

510 エスケイダンサー 牝2芦 54 国分 優作伊藤 輔則氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 426－ 21：58．1� 820．7�
713 チョコラータ 牝2栗 54 �島 良太新木 鈴子氏 高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 464± 01：58．2クビ 531．2�
23 ヒロノクイーン 牝2黒鹿54 川又 賢治サンエイ開発� 寺島 良 むかわ 上水牧場 476－101：58．3� 7．7
47 トーホウサキ 牝2鹿 54 藤井勘一郎東豊物産� 石坂 公一 新ひだか 前川 勝春 442＋ 41：58．62 373．6�
714 サクラトップキセキ 牝2黒鹿54 国分 恭介�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 454－ 21：58．91� 122．7�
24 テイケイラハイナ 牝2鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 81：59．43 144．3�
611 メイショウサチヒメ 牝2栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 440－ 2 〃 ハナ 295．8�
815 ク リ ノ ス 牝2栗 54 城戸 義政阿部榮乃進氏 石坂 公一 厚真 阿部 栄乃進 446＋ 82：00．67 462．5�
12 ワンダーハート 牝2鹿 54 松山 弘平山本 能成氏 小崎 憲 新ひだか 城地牧場 448－ 42：01．98 12．7�
11 ナ ム ラ テ ス 牝2栗 54 高倉 稜奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 502＋ 2 （競走中止） 51．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，128，500円 複勝： 61，516，600円 枠連： 10，856，700円
馬連： 57，551，900円 馬単： 29，557，100円 ワイド： 52，766，300円
3連複： 89，754，900円 3連単： 102，643，700円 計： 451，775，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 370円 � 140円 枠 連（6－8） 1，950円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 640円 �� 260円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 13，570円

票 数

単勝票数 計 471285 的中 � 203083（1番人気）
複勝票数 計 615166 的中 � 184869（1番人気）� 26603（7番人気）� 111871（2番人気）
枠連票数 計 108567 的中 （6－8） 4301（8番人気）
馬連票数 計 575519 的中 �� 22076（8番人気）
馬単票数 計 295571 的中 �� 8413（9番人気）
ワイド票数 計 527663 的中 �� 19982（8番人気）�� 59483（1番人気）�� 7425（19番人気）
3連複票数 計 897549 的中 ��� 23237（10番人気）
3連単票数 計1026437 的中 ��� 5482（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．2―50．0―1：02．8―1：16．0―1：29．3―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．9
1
3
・（2，3）－（1，12，16）5（6，13）7，8（4，15）9（11，14）10・（2，3）16（1，6）5（13，12）8（4，7）－（11，15）9，10－14

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

勝馬の
紹 介

ウェルドーン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．8．23 小倉12着

2018．4．7生 牝2鹿 母 ツルマルオジョウ 母母 ツルマルガール 6戦1勝 賞金 10，400，000円
〔競走中止〕 ナムラテス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 ワンダーハート号は，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。
〔鼻出血による出走制限〕 ナムラテス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年1月19日まで出走できない。

3405012月19日 曇 良 （2阪神6） 第5日 第2競走 ��
��1，200�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 5，100，000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

611 メイショウヒューマ 牡2鹿 55 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 488± 01：13．4 1．2�
510 アルムファーツリー 牝2黒鹿54 松山 弘平﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456＋ 41：13．71� 16．3�
48 アブルマドール 牡2黒鹿55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 464± 01：14．01� 31．0�
815 テンシノエア 牝2鹿 54 幸 英明�浜本牧場 石坂 正 日高 浜本牧場 428－ 6 〃 ハナ 105．5�
713 チェックメイト 牡2栗 55 武 豊川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 516＋10 〃 ハナ 15．0�
612 フィールドモーリス 牡2鹿 55 藤井勘一郎地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか 中田 英樹 448－ 41：14．42� 348．5	
714 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± 01：14．61	 6．9�
24 アラタマリスト 牝2栗 54 太宰 啓介荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 436＋ 21：14．7� 315．1�
12 グリントスター 牡2栗 55 高倉 稜田島 政光氏 吉田 直弘 日高 モリナガファーム 464＋ 8 〃 ハナ 86．8
816
 メイショウシルト 牡2青鹿 55

54 ☆団野 大成松本 好雄氏 河内 洋 仏 Mr Patrick
Chedeville 476＋121：14．8クビ 20．1�

11 ショウナンガルーダ 牡2黒鹿55 岩田 康誠国本 哲秀氏 高橋 義忠 日高 天羽牧場 430＋ 2 〃 ハナ 33．0�
35 タマモポラリス 牝2鹿 54 池添 謙一タマモ
 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 446－ 21：15．22� 84．8�
59 ココナチャン 牝2鹿 54 城戸 義政川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 久井牧場 426－ 21：15．51� 213．2�
47 タマモキラキラボシ 牝2鹿 54 国分 恭介タマモ
 中竹 和也 日高 スマイルファーム 434＋ 21：15．6� 113．7�
36 ジンジャーミント 牝2栗 54 川又 賢治水上 行雄氏 羽月 友彦 新冠 富本 茂喜 434± 01：16．87 529．1�
23 アーサーズシスター 牝2鹿 54 竹之下智昭中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 バンブー牧場 436± 01：17．97 198．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，504，500円 複勝： 180，867，500円 枠連： 12，230，300円
馬連： 53，245，600円 馬単： 37，933，200円 ワイド： 51，941，800円
3連複： 80，906，500円 3連単： 144，669，800円 計： 608，299，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 210円 � 300円 枠 連（5－6） 540円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 320円 �� 520円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計 465045 的中 � 290361（1番人気）
複勝票数 計1808675 的中 � 1494918（1番人気）� 47593（3番人気）� 28714（6番人気）
枠連票数 計 122303 的中 （5－6） 17254（2番人気）
馬連票数 計 532456 的中 �� 75167（2番人気）
馬単票数 計 379332 的中 �� 40977（2番人気）
ワイド票数 計 519418 的中 �� 46183（2番人気）�� 25441（5番人気）�� 5624（20番人気）
3連複票数 計 809065 的中 ��� 20989（10番人気）
3連単票数 計1446698 的中 ��� 16883（16番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―11．9―12．2―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．3―47．2―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．1
3 11（12，14，16）1（10，13）（2，4，15）－（8，9）－3（5，6，7） 4 ・（11，12）14（1，10，16）（4，13）2，15－（8，9）－5＝（6，7，3）

勝馬の
紹 介

メイショウヒューマ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Corinthian デビュー 2020．11．14 阪神3着

2018．5．3生 牡2鹿 母 ラヴアンドフェイス 母母 Known Romance 3戦1勝 賞金 8，900，000円
〔制裁〕 アーサーズシスター号の騎手竹之下智昭は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔調教再審査〕 アーサーズシスター号は，3コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アーサーズシスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月19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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウインアルバローズ号・キリシマムテキ号・フェーバーラッシュ号

第６回 阪神競馬 第５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



3405112月19日 曇 良 （2阪神6） 第5日 第3競走 ��1，800�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 5，100，000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

48 ユアヒストリー 牡2鹿 55
54 ☆団野 大成ユアストーリー 池添 学 安平 ノーザンファーム 460－ 41：56．1 2．2�

815 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 B498－ 21：56．2� 31．8�
816 クリノドラゴン 牡2栗 55 国分 恭介栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 日高 宝寄山 拓樹 478± 01：56．41 12．7�
611 アスターナランハ 牡2黒鹿55 国分 優作加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 高村牧場 474＋ 41：56．5クビ 6．4�
59 タイスケフェイス 牡2鹿 55 太宰 啓介 STレーシング 石橋 守 新冠 高瀬牧場 476－ 2 〃 ハナ 76．7�
714 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 500＋ 41：56．71� 8．9�
23 トーアエレクトロン 牡2鹿 55 城戸 義政高山ランド	 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 B470± 01：56．9� 93．1

24 ダイシンピスケス 牡2鹿 55 武 豊大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 496＋161：57．21� 4．3�
11 モジダスクルーゼス 牡2鹿 55 坂井 瑠星二口 雅一氏 吉田 直弘 浦河 小葉松 幸雄 502－ 2 〃 ハナ 381．6�
612 グランツエクラ 牡2黒鹿55 �島 良太岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 486－ 21：57．3� 98．7
47 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 472－ 21：58．04 17．8�
510 メイショウメイスイ 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 438－ 81：59．38 37．6�
36 ラ ン ツ ァ 牡2黒鹿55 岩田 康誠	ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 468－ 61：59．4クビ 194．8�
713 サルバトーレミノル 牡2芦 55 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 浦河 辻 牧場 534± 01：59．82� 168．9�
35 マスクトライ 	2鹿 55 古川 吉洋萬納寺聖仁氏 松永 昌博 浦河 木村牧場 466－ 22：01．6大差 362．4�
12 キリシマムテキ 牡2黒鹿55 杉原 誠人土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 450－ 82：05．6大差 498．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，319，200円 複勝： 60，029，700円 枠連： 10，045，200円
馬連： 54，535，100円 馬単： 25，724，600円 ワイド： 57，665，400円
3連複： 89，286，700円 3連単： 98，821，500円 計： 437，427，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 610円 � 230円 枠 連（4－8） 750円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 400円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 24，720円

票 数

単勝票数 計 413192 的中 � 155157（1番人気）
複勝票数 計 600297 的中 � 166711（1番人気）� 17843（8番人気）� 60528（5番人気）
枠連票数 計 100452 的中 （4－8） 10310（4番人気）
馬連票数 計 545351 的中 �� 13848（11番人気）
馬単票数 計 257246 的中 �� 4582（16番人気）
ワイド票数 計 576654 的中 �� 11732（12番人気）�� 40474（4番人気）�� 6585（22番人気）
3連複票数 計 892867 的中 ��� 11678（18番人気）
3連単票数 計 988215 的中 ��� 2898（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―38．1―51．0―1：03．9―1：17．0―1：30．0―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．1
1
3
1，2，14（4，15）6（8，10）11（5，16，13）9，3，7，12
1（4，2，14）（15，8）6（16，11，10）（5，9，7）－（3，13，12）

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

勝馬の
紹 介

ユアヒストリー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．12．5 阪神2着

2018．4．18生 牡2鹿 母 アイムユアドリーム 母母 ビオンドパンテーラ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 キゾク号の騎手池添謙一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

キリシマムテキ号の騎手杉原誠人は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マスクトライ号・キリシマムテキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月19日

まで平地競走に出走できない。
※キリシマムテキ号・グランツエクラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3405212月19日 曇 良 （2阪神6） 第5日 第4競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走11時40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
1：45．6
1：44．5

良
良

12 ショウナンアレス 牡2鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：48．2 3．0�
36 セブンサミット 牡2青鹿55 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 クビ 5．6�
817 ジオフロント 牡2鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：48．83� 4．0�
816 ウ ラ エ ウ ス 牡2青 55 坂井 瑠星吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 476＋ 21：49．12 11．0�
11 タガノイグナイト 牡2鹿 55 武 豊八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 6 〃 クビ 18．0�
510 キトゥンズマーチ 牝2鹿 54 藤井勘一郎 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 466－ 2 〃 クビ 75．1

715 アイコンテーラー 牝2栗 54 幸 英明中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 468＋ 41：49．31� 105．9�
24 スマートブリーズ 牡2鹿 55 藤岡 佑介大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 528－ 41：49．4� 49．9�
35 ヤマニンジャベリン 牡2黒鹿55 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 534± 01：49．5� 264．2
48 マケルナマサムネ 牡2鹿 55 川又 賢治塩澤 正樹氏 池添 学 洞	湖 レイクヴィラファーム 458± 01：49．6� 115．1�
713
 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 508＋ 21：49．7� 143．2�
59 モデュロール 牡2青鹿 55

54 ☆団野 大成 �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 450＋ 4 〃 クビ 67．3�
47 タマモナセバナル 牡2栗 55 国分 優作タマモ	 大橋 勇樹 新ひだか 泊 寿幸 460＋ 2 〃 ハナ 567．0�
714 インワンシティング 牡2鹿 55 松山 弘平	G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 450± 01：50．02 5．2�
612 キンジラレタアソビ �2黒鹿55 古川 吉洋内田 玄祥氏 森 秀行 新冠 中地 広大 438＋ 61：50．1クビ 567．0�
23 シゲルシャイン 牡2鹿 55 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 平取 坂東牧場 448＋ 6 〃 ハナ 171．5�
611 ビーチリゾート 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 本間 忍 日高 浜本牧場 446－ 8 〃 アタマ 902．5�
818 エイシンニーダー 牡2栗 55 北村 友一	栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 480＋ 61：50．84 71．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，442，900円 複勝： 76，138，500円 枠連： 13，704，600円
馬連： 63，177，900円 馬単： 29，965，800円 ワイド： 63，188，000円
3連複： 101，867，300円 3連単： 107，114，200円 計： 505，599，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 160円 � 130円 枠 連（1－3） 750円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 340円 �� 230円 �� 420円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 4，280円

票 数

単勝票数 計 504429 的中 � 136543（1番人気）
複勝票数 計 761385 的中 � 186365（1番人気）� 99507（4番人気）� 156679（2番人気）
枠連票数 計 137046 的中 （1－3） 14070（4番人気）
馬連票数 計 631779 的中 �� 62549（3番人気）
馬単票数 計 299658 的中 �� 15923（3番人気）
ワイド票数 計 631880 的中 �� 45262（4番人気）�� 79210（1番人気）�� 35061（5番人気）
3連複票数 計1018673 的中 ��� 91633（1番人気）
3連単票数 計1071142 的中 ��� 18105（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．2―48．0―1：01．0―1：13．7―1：25．4―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．5
3 6（1，10）2（7，4，16）17（5，8，13）9（12，11，14）15，18－3 4 6（10，2）（1，16）13（4，17，18，3）（7，14）15（5，8，9）（12，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンアレス �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．9．27 中京3着

2018．2．19生 牡2鹿 母 クレヨンルージュ 母母 マ ハ ー ブ 5戦1勝 賞金 12，200，000円



3405312月19日 晴 良 （2阪神6） 第5日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時30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
1：32．4
1：32．3

良
良

612� エリザベスタワー 牝2黒鹿54 武 豊 �社台レースホース高野 友和 英 Shadai Farm 512 ―1：36．9 3．5�
714 ウインアキレウス 牡2鹿 55 国分 優作�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 482 ―1：37．11� 133．2�
816 テーオーロイヤル 牡2鹿 55 幸 英明小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 462 ―1：37．31	 26．1�
715 フューチャーポップ 牝2鹿 54 坂井 瑠星山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新冠 有限会社 大

作ステーブル 414 ― 〃 ハナ 55．4�
11 セブンフォールド 牡2鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 468 ―1：37．4
 4．7	
713 スエヒロヴァン 牝2鹿 54 加藤 祥太�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 470 ―1：37．71	 138．4

12 キラーマウンテン 牡2黒鹿55 松山 弘平山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 482 ― 〃 クビ 162．4�
510 ガルフォート 牡2鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 444 ―1：37．8クビ 6．4�
24 ブレーヴソウル 牡2黒鹿55 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 446 ―1：38．01� 36．1
47 アスクドンキバック 牡2栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 460 ― 〃 アタマ 45．0�
817 ロ ー ウ ェ ル 牡2黒鹿55 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538 ― 〃 クビ 3．4�
611 コ ル ス 牡2黒鹿55 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上村 洋行 新ひだか グローリーファーム 476 ―1：38．21 86．8�
35 エイシンイルハーン 牡2鹿 55 藤井勘一郎平井 淑郎氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 480 ― 〃 クビ 99．2�
23 ライヴキャンディー 牡2鹿 55 高倉 稜澤田 孝之氏 渡辺 薫彦 新ひだか 桜井牧場 408 ―1：38．51	 344．5�
36 テーオーハーバード 牡2鹿 55

54 ☆団野 大成小笹 公也氏 笹田 和秀 様似 猿倉牧場 494 ― 〃 クビ 14．6�
59 タイガーブルズアイ 牡2鹿 55 和田 翼伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 上野 正恵 462 ―1：38．6	 113．7�
818 マハラジャゴールド 牡2鹿 55 太宰 啓介林 孝輝氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 446 ―1：40．19 186．5�
48 モンキャドー 牡2鹿 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472 ―1：42．4大差 86．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，488，700円 複勝： 60，026，200円 枠連： 11，502，000円
馬連： 57，557，900円 馬単： 26，656，800円 ワイド： 52，918，700円
3連複： 84，878，600円 3連単： 85，691，600円 計： 430，720，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 2，130円 � 650円 枠 連（6－7） 3，260円

馬 連 �� 25，460円 馬 単 �� 35，010円

ワ イ ド �� 7，340円 �� 2，140円 �� 36，410円

3 連 複 ��� 169，750円 3 連 単 ��� 705，980円

票 数

単勝票数 計 514887 的中 � 121734（2番人気）
複勝票数 計 600262 的中 � 119337（1番人気）� 5900（14番人気）� 21093（6番人気）
枠連票数 計 115020 的中 （6－7） 2730（12番人気）
馬連票数 計 575579 的中 �� 1752（49番人気）
馬単票数 計 266568 的中 �� 571（80番人気）
ワイド票数 計 529187 的中 �� 1851（58番人気）�� 6514（15番人気）�� 370（126番人気）
3連複票数 計 848786 的中 ��� 375（255番人気）
3連単票数 計 856916 的中 ��� 88（1085番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．9―49．9―1：02．5―1：14．3―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．4
3 2，9，14，1（10，15）（3，6，13，17）（5，16）11（7，12）4－18－8 4 ・（2，9）14（1，10，15）3（6，13，17）5（11，12，16）（7，4）18－8

勝馬の
紹 介

�エリザベスタワー �
�
父 Kingman �

�
母父 Doyen 初出走

2018．1．23生 牝2黒鹿 母 Turfdonna 母母 Turfaue 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 タイガーブルズアイ号の騎手和田翼は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・

17番）
スエヒロヴァン号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 モンキャドー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月19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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グレートフォーユー号

3405412月19日 曇 良 （2阪神6） 第5日 第6競走 ��
��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

712 ペプチドサンライズ 牡2鹿 55 古川 吉洋沼川 一彦氏 木原 一良 日高 ファーミングヤナキタ 444 ―1：13．9 3．7�
34 サンライズアポロン 牡2黒鹿55 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 496 ―1：15．28 163．6�
57 オオシマアジサイ 牝2栗 54 太宰 啓介�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 476 ―1：15．51� 8．3�
610 ティーグランパ 牡2鹿 55 岩田 康誠深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 522 ―1：15．71 4．2�
11 ドナレイラニ 牝2黒鹿 54

53 ☆団野 大成山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか 木下牧場 448 ― 〃 クビ 80．5�
45 クリノハーヴィー 牡2鹿 55 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 若林 順一 468 ― 〃 クビ 39．9	
46 ナムライダテン 牡2芦 55 �島 良太奈村 睦弘氏 長谷川浩大 日高 ナカノファーム 490 ―1：15．8クビ 5．7

33 パ イ ン ヒ ル 牝2芦 54 高倉 稜松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 450 ―1：15．9	 73．6�
58 サンライズテソロ 牡2鹿 55 加藤 祥太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 452 ―1：16．22 33．7�
22 エルプシオン 牡2黒鹿55 坂井 瑠星 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 486 ―1：16．3クビ 7．4�
711 ベ ッ ロ ル ナ 牡2鹿 55 藤岡 佑介藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 518 ― 〃 クビ 20．6�
813 メイショウカモーン 牝2鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 452 ―1：16．61� 181．0�
69 サウンドハーヴィー 牡2栗 55 北村 友一増田 雄一氏 高柳 大輔 青森 マルシチ牧場 486 ―1：17．23	 27．4�
814 メイショウコトダマ 牡2黒鹿55 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 476 ―1：17．62 13．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，684，400円 複勝： 40，332，800円 枠連： 10，331，500円
馬連： 47，658，700円 馬単： 21，675，000円 ワイド： 42，283，400円
3連複： 69，391，200円 3連単： 75，515，300円 計： 343，872，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 2，190円 � 240円 枠 連（3－7） 3，930円

馬 連 �� 25，220円 馬 単 �� 32，900円

ワ イ ド �� 6，910円 �� 490円 �� 13，520円

3 連 複 ��� 50，520円 3 連 単 ��� 277，910円

票 数

単勝票数 計 366844 的中 � 83208（1番人気）
複勝票数 計 403328 的中 � 83452（1番人気）� 3430（13番人気）� 44237（5番人気）
枠連票数 計 103315 的中 （3－7） 2037（16番人気）
馬連票数 計 476587 的中 �� 1464（53番人気）
馬単票数 計 216750 的中 �� 494（88番人気）
ワイド票数 計 422834 的中 �� 1498（59番人気）�� 24325（3番人気）�� 761（77番人気）
3連複票数 計 693912 的中 ��� 1030（135番人気）
3連単票数 計 755153 的中 ��� 197（716番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．5―12．7―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―36．6―49．3―1：01．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドサンライズ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ワークフォース 初出走

2018．4．17生 牡2鹿 母 ペプチドヴィーナス 母母 ドリームスピカ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ナムライダテン号は，枠入り不良。
※ティーグランパ号・パインヒル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3405512月19日 曇 良 （2阪神6） 第5日 第7競走 ��
��1，800�2歳1勝クラス

発走13時35分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

11 � 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± 01：53．6 2．0�
88 メイショウハナモモ 牝2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 448＋ 41：54．55 3．4�
22 ジョイフルダンサー 牝2鹿 54 国分 優作大塚 亮一氏 西浦 勝一 新冠 新冠橋本牧場 448－101：54．92� 53．0�
77 タガノチュール 牡2栗 55 太宰 啓介八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 81：55．0� 133．8�
44 タガノネクステージ 牡2栗 55 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 八木牧場 490＋ 81：55．1� 12．4�
33 タイセイヴィーナス 牝2鹿 54 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 464－121：55．2� 17．0�
89 ピクトルテソーロ 牡2黒鹿55 北村 友一了德寺健二ホール

ディングス	 田中 博康 日高 船越牧場 484＋ 61：55．73 8．0

55 フェブキラナ 牡2栗 55 国分 恭介釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 470－ 2 〃 クビ 9．9�
66 フォルセティ 牡2黒鹿55 坂井 瑠星前田 葉子氏 田中 博康 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 21：56．33� 102．4�
（9頭）

売 得 金
単勝： 54，304，000円 複勝： 73，750，900円 枠連： 9，758，800円
馬連： 54，502，200円 馬単： 35，759，000円 ワイド： 44，921，500円
3連複： 77，873，500円 3連単： 180，170，900円 計： 531，040，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 410円 枠 連（1－8） 180円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 160円 �� 980円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 6，110円

票 数

単勝票数 計 543040 的中 � 225799（1番人気）
複勝票数 計 737509 的中 � 368790（1番人気）� 128742（2番人気）� 17740（7番人気）
枠連票数 計 97588 的中 （1－8） 40087（1番人気）
馬連票数 計 545022 的中 �� 165036（1番人気）
馬単票数 計 357590 的中 �� 69684（1番人気）
ワイド票数 計 449215 的中 �� 95530（1番人気）�� 9623（13番人気）�� 6174（17番人気）
3連複票数 計 778735 的中 ��� 23267（9番人気）
3連単票数 計1801709 的中 ��� 21363（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．9―50．5―1：03．4―1：16．2―1：28．8―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

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 3戦2勝 賞金 13，500，000円
※タガノネクステージ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3405612月19日 曇 良 （2阪神6） 第5日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走14時05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 7，600，000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

33 ヴァーダイト 牡3黒鹿 56
55 ☆団野 大成 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：08．2 6．2�

79 ヴェラアズール 牡3青 56 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 502－ 42：08．41� 2．6�

811 レッドレビン 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B498＋ 22：08．82� 5．0�
55 オ ー マ オ 牡4栗 57 松山 弘平吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 456＋102：09．01� 25．1�
66 メイショウコジョウ 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 462± 02：09．21� 6．7	
11 オンザフェーヴル 牡3栗 56 岩田 康誠廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 486－ 62：09．41� 6．4

22 チ ェ ー ロ 牡3黒鹿56 小坂 忠士�GET NEXT 奥村 豊 浦河 辻 牧場 490＋ 62：09．61� 48．2�
810 アナザークイーン 牝4黒鹿55 杉原 誠人 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B462± 02：10．02� 244．1�
44 エイカイキング 牡5栗 57 国分 優作二木 英德氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 484－ 42：10．1� 67．3
78 シュテルクスト 牡3青鹿56 	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± 02：10．2� 13．9�
67 ウインベイランダー 牡3芦 56 川又 賢治�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 42：11．15 15．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，702，300円 複勝： 57，818，000円 枠連： 10，038，000円
馬連： 62，464，900円 馬単： 30，591，600円 ワイド： 53，696，100円
3連複： 92，264，600円 3連単： 127，215，500円 計： 481，791，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 120円 � 140円 枠 連（3－7） 910円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 380円 �� 570円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 7，640円

票 数

単勝票数 計 477023 的中 � 60681（3番人気）
複勝票数 計 578180 的中 � 66950（4番人気）� 151273（1番人気）� 105513（2番人気）
枠連票数 計 100380 的中 （3－7） 8548（4番人気）
馬連票数 計 624649 的中 �� 46737（3番人気）
馬単票数 計 305916 的中 �� 12243（6番人気）
ワイド票数 計 536961 的中 �� 33927（3番人気）�� 21175（6番人気）�� 77768（1番人気）
3連複票数 計 922646 的中 ��� 60380（2番人気）
3連単票数 計1272155 的中 ��� 12071（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．0―14．3―14．2―13．4―12．6―12．6―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―36．4―50．7―1：04．9―1：18．3―1：30．9―1：43．5―1：55．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァーダイト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2019．12．15 阪神1着

2017．2．18生 牡3黒鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 6戦2勝 賞金 15，700，000円



3405712月19日 曇 良 （2阪神6） 第5日 第9競走 ��
��1，200�

ほ く せ つ

北 摂 特 別
発走14時35分 （芝・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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

22 ア レ ス 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 B458± 01：08．6 3．7�

610 ビップウインク 牝3青 54 岩田 康誠鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 ハナ 2．5�
57 シオミチクレバ 牝3鹿 54 団野 大成谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 492＋ 41：08．91� 29．8�
11 アドマイヤデルタ 牡4鹿 57 杉原 誠人近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：09．11	 133．3�
58 
 モ ハ ー 牝6栗 55 太宰 啓介北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 522＋ 6 〃 アタマ 68．5	
33 ピースマインド 牡7鹿 57 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 466＋ 2 〃 アタマ 23．5

34 メイショウツバキ 牝5黒鹿55 藤井勘一郎松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 468＋ 41：09．2� 139．4�
69 ス キ ッ プ 牡4黒鹿57 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 486＋ 21：09．3� 8．0�
46 ローランダー 牝3栗 54 国分 恭介山下 良子氏 湯窪 幸雄 熊本 本田 土寿 476＋ 21：09．41 64．1
814 ファイトフォーラヴ 牡4鹿 57 高倉 稜金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 474± 0 〃 アタマ 93．1�
813 ト ン ボ イ 牝5栗 55 福永 祐一幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 454± 0 〃 ハナ 8．0�
712 スズカフェラリー 牝5鹿 55 池添 謙一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 440＋ 41：09．5� 60．6�
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 484＋ 21：09．6� 10．9�
45 ダノンボヌール 牝3黒鹿54 北村 友一�ダノックス 村山 明 日高 白井牧場 B478－ 61：09．8� 10．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，124，900円 複勝： 75，107，900円 枠連： 17，717，400円
馬連： 91，134，400円 馬単： 37，896，200円 ワイド： 71，830，600円
3連複： 136，586，700円 3連単： 160，225，600円 計： 642，623，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 130円 � 520円 枠 連（2－6） 440円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，590円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 19，240円

票 数

単勝票数 計 521249 的中 � 112144（2番人気）
複勝票数 計 751079 的中 � 148728（2番人気）� 182445（1番人気）� 23890（8番人気）
枠連票数 計 177174 的中 （2－6） 30943（1番人気）
馬連票数 計 911344 的中 �� 115764（1番人気）
馬単票数 計 378962 的中 �� 18668（3番人気）
ワイド票数 計 718306 的中 �� 72781（1番人気）�� 10579（18番人気）�� 12784（16番人気）
3連複票数 計1365867 的中 ��� 21474（13番人気）
3連単票数 計1602256 的中 ��� 6037（52番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．2―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．0―45．2―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．6
3 1，5，13（2，6，10）（4，7）（8，11）（3，9）14，12 4 1，5，13（2，6）10（4，7）11（3，8，9）（14，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア レ ス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2019．1．26 京都3着

2016．3．19生 牝4鹿 母 カルストンツバサ 母母 カルストンパゴパゴ 19戦3勝 賞金 53，851，000円

3405812月19日 曇 良 （2阪神6） 第5日 第10競走 ��
��1，800�

ふ た た び さ ん

再 度 山 特 別
発走15時10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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

44 � クリデュクール 牡6栗 57 団野 大成 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 512＋121：46．7 16．8�
66 ラヴユーライヴ 牝3鹿 54 坂井 瑠星吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 432－ 8 〃 ハナ 3．9�
55 セウラサーリ 牝3鹿 54 池添 謙一�G1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 460± 01：46．8	 5．8�
11 ゼンノジャスタ 牡3黒鹿56 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 486＋121：47．01
 33．2�
22 スペードエース 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：47．1	 2．5	
79 サウンドレベッカ 牝3青鹿54 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 454± 01：47．63 6．6

67 ヒルノダカール 牡4青鹿57 武 豊�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 524± 0 〃 クビ 6．2�
78 ソルトイブキ 牡4黒鹿57 国分 恭介杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 488－ 2 〃 ハナ 95．3�
33 グッドレイズ 牡4栗 57 幸 英明杉立健次郎氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 518＋18 〃 ハナ 156．1
811 ウルクラフト 牝4黒鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 61：47．7� 77．4�
810� ギ ャ ツ ビ ー 牡7栗 57 岩田 康誠 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 470± 01：49．18 171．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 72，527，500円 複勝： 86，594，200円 枠連： 20，694，500円
馬連： 123，048，100円 馬単： 56，521，600円 ワイド： 79，819，500円
3連複： 160，927，500円 3連単： 253，854，900円 計： 853，987，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 360円 � 150円 � 170円 枠 連（4－6） 1，710円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 7，050円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，330円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 38，090円

票 数

単勝票数 計 725275 的中 � 34381（6番人気）
複勝票数 計 865942 的中 � 46701（6番人気）� 183359（2番人気）� 134775（3番人気）
枠連票数 計 206945 的中 （4－6） 9336（7番人気）
馬連票数 計1230481 的中 �� 33985（11番人気）
馬単票数 計 565216 的中 �� 6006（24番人気）
ワイド票数 計 798195 的中 �� 19666（12番人気）�� 14594（15番人気）�� 50954（7番人気）
3連複票数 計1609275 的中 ��� 30492（13番人気）
3連単票数 計2538549 的中 ��� 4831（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．4―48．4―1：00．5―1：12．4―1：23．7―1：34．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クリデュクール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 In The Wings

2014．3．26生 牡6栗 母 ビリーヴミー 母母 Golden Wings 11戦2勝 賞金 39，730，000円
初出走 JRA



3405912月19日 晴 良 （2阪神6） 第5日 第11競走 ��
��1，200�タンザナイトステークス

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1．12．14以降2．12．13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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

510 ラヴィングアンサー 牡6鹿 56 北村 友一江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 510＋121：08．1 5．8�
12 ジョーアラビカ 牡6芦 56 川田 将雅上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 498＋ 6 〃 ハナ 4．3�
816 ルッジェーロ �5黒鹿54 団野 大成村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B518＋ 8 〃 クビ 17．6�
48 アイラブテーラー 牝4黒鹿54 岩田 康誠中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 454＋28 〃 ハナ 5．9�
11 ダイメイプリンセス 牝7黒鹿55．5 池添 謙一宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 512＋ 81：08．2� 33．2�
35 ケイアイサクソニー 牡4鹿 54 藤懸 貴志亀田 和弘氏 吉岡 辰弥 新ひだか 佐竹 学 500＋ 21：08．41	 13．5�
24 メジェールスー 牝5鹿 52 岡田 祥嗣太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 480＋ 41：08．71� 31．0	
23 アスタールビー 牝4鹿 53 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 438－ 4 〃 クビ 17．9

36 ア ン ヴ ァ ル 牝5鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 4 〃 アタマ 3．9�
47 カイザーメランジェ 牡5鹿 56 太宰 啓介友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 488－ 81：09．01
 196．3
713 ニシオボヌール �8黒鹿55 福永 祐一三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 502＋ 41：09．21	 25．9�
714 ラブカンプー 牝5黒鹿54 国分 恭介増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 458＋101：09．3
 82．9�
612 ジ ョ イ フ ル 牡6鹿 56 川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B520＋ 21：09．4� 59．2�
815 エイシンデネブ 牝5鹿 53 幸 英明�栄進堂 坂口 智康 新冠 北星村田牧場 430－10 〃 クビ 18．7�
611 アユツリオヤジ 牡6栗 53 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 498± 01：09．5クビ 49．8�
59 グランドロワ 牡6栗 55 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B498＋ 61：10．88 29．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 123，564，000円 複勝： 180，214，400円 枠連： 60，802，900円
馬連： 313，002，600円 馬単： 112，294，900円 ワイド： 224，720，100円
3連複： 533，261，900円 3連単： 574，896，900円 計： 2，122，757，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 260円 � 170円 � 330円 枠 連（1－5） 1，260円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，470円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 14，370円 3 連 単 ��� 76，820円

票 数

単勝票数 計1235640 的中 � 169662（3番人気）
複勝票数 計1802144 的中 � 171100（4番人気）� 321181（2番人気）� 122244（5番人気）
枠連票数 計 608029 的中 （1－5） 37204（5番人気）
馬連票数 計3130026 的中 �� 133783（5番人気）
馬単票数 計1122949 的中 �� 20846（11番人気）
ワイド票数 計2247201 的中 �� 85043（5番人気）�� 22719（30番人気）�� 34782（16番人気）
3連複票数 計5332619 的中 ��� 27823（47番人気）
3連単票数 計5748969 的中 ��� 5425（229番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．9―11．0―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．5―44．5―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．6
3 5（3，9）－14（1，4，13）16（2，6，7，11）（8，10）－15，12 4 5，3，9－14（1，13）（4，16）（2，7）（6，11）（8，10）15，12

勝馬の
紹 介

ラヴィングアンサー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．7．3 中京2着

2014．4．8生 牡6鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 28戦7勝 賞金 149，540，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ナランフレグ号・ビリーバー号
（非抽選馬） 9頭 イエローマリンバ号・ヴァニラアイス号・タマモカトレア号・デザートストーム号・ブライティアレディ号・

プリディカメント号・マイネルグリット号・メイショウケイメイ号・ヤマカツマーメイド号

3406012月19日 晴 良 （2阪神6） 第5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） （ダート・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 1，900，000円 1，100，000円 760，000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 � ポンペイワーム 牡4栗 57 北村 友一吉田 和美氏 石坂 正 米 Spendthrift
Farm LLC 528－ 41：24．3 4．7�

24 タイガーサイレンス 牡3青鹿56 高倉 稜伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 456± 01：24．62 23．0�
23 フ ィ ロ ス 牝3鹿 54 藤岡 佑介�高橋ファーム 西橋 豊治 日高 クリアファーム B446－101：24．8	 53．6�
815 イ バ ル 牡3青鹿56 岩田 康誠ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 514＋231：24．9
 5．6�
816� ト ロ イ カ 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 大久保龍志 米 B. P. Walden Jr.

& P. W. Madden B482＋ 61：25．0	 3．7�
36 サウンドプリズム 牡3青鹿56 武 豊増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B442＋121：25．21� 33．8	
510 タガノゴマチャン 牡4芦 57 加藤 祥太八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 474＋ 8 〃 ハナ 61．7

612 ハ ニ エ ル 牝4鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 21：25．3アタマ 6．9�
713� シュアゲイト 牡3鹿 56 国分 恭介 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B480－101：25．61	 46．6
714 ロードラナキラ 牡5鹿 57 松山 弘平 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 474＋101：25．71 36．1�
11 � エヴァキュアン 牡4黒鹿57 島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 506± 01：25．8クビ 55．7�
48 デ フ ィ 牡6鹿 57 藤井勘一郎佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 514－ 41：25．9
 353．8�
12 � ファイナライズ 牝4鹿 55 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 81：26．21	 101．7�
47 � メイショウアサヒ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好�氏 笹田 和秀 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－101：26．73 20．7�
59 �� ステイグリーン 牡4鹿 57 川又 賢治風早 信昭氏 森 秀行 米 Carlos Rafael 522＋101：26．91
 502．5�
611 グ ラ ン レ イ 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 462± 01：27．0アタマ 4．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 99，252，700円 複勝： 131，319，300円 枠連： 42，535，800円
馬連： 174，439，400円 馬単： 67，476，900円 ワイド： 152，167，400円
3連複： 277，606，700円 3連単： 312，809，600円 計： 1，257，607，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 450円 � 970円 枠 連（2－3） 2，370円

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 8，100円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 2，830円 �� 5，600円

3 連 複 ��� 28，630円 3 連 単 ��� 135，880円

票 数

単勝票数 計 992527 的中 � 167662（3番人気）
複勝票数 計1313193 的中 � 208364（2番人気）� 70612（6番人気）� 29960（11番人気）
枠連票数 計 425358 的中 （2－3） 13901（8番人気）
馬連票数 計1744394 的中 �� 30489（12番人気）
馬単票数 計 674769 的中 �� 6241（26番人気）
ワイド票数 計1521674 的中 �� 27876（13番人気）�� 13789（30番人気）�� 6880（54番人気）
3連複票数 計2776067 的中 ��� 7272（97番人気）
3連単票数 計3128096 的中 ��� 1669（442番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．8―12．0―12．2―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．8―46．8―59．0―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ポンペイワーム �
�
父 Itsmyluckyday �

�
母父 Adcat デビュー 2018．10．27 京都1着

2016．3．16生 牡4栗 母 Briecat 母母 Silk Briefcase 14戦2勝 賞金 27，316，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 セカンドエフォート号



（2阪神6）第5日 12月19日（土曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

209，070，000円
3，020，000円
27，650，000円
1，330，000円
24，270，000円
77，034，000円
4，812，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
723，043，600円
1，083，716，000円
230，217，700円
1，152，318，700円
512，052，700円
947，918，800円
1，794，606，100円
2，223，629，500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 8，667，503，100円

総入場人員 2，124名 （有料入場人員 1，597名）
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