
3408512月27日 晴 良 （2阪神6） 第8日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走9時50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

711 ベルヴォーグ 牝2鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：55．4 4．3�
814 ヴェールアップ 牝2芦 54 �島 克駿 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 474＋121：56．35 32．9�
712 コントゥール 牝2黒鹿 54

53 ☆団野 大成 �キャロットファーム 高柳 大輔 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 81：57．04 4．6�

46 ピ リ ラ ニ 牝2青鹿54 川須 栄彦 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 474＋ 41：57．63� 170．5�
22 アイソリズム 牝2黒鹿 54

53 ☆亀田 温心�G1レーシング 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 552± 01：58．23� 32．0	

45 ガールズヒロイン 牝2黒鹿54 小崎 綾也山下 良子氏 湯窪 幸雄 浦河 村中牧場 434＋ 6 〃 クビ 13．9

69 トゥルーウィッシュ 牝2青鹿54 幸 英明小林竜太郎氏 寺島 良 新ひだか へいはた牧場 468－ 81：58．3� 61．9�
57 アウラヴィータ 牝2鹿 54 国分 優作ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 藤春 修二 512＋ 21：58．4� 16．9�
813 マ ラ ッ カ 牝2鹿 54 松若 風馬福田 光博氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム B436－ 81：58．5クビ 8．0
610 シンクロニシティ 牝2鹿 54 畑端 省吾 IRレーシング 新谷 功一 むかわ 桑原牧場 438＋ 41：58．92 50．8�
33 エムティーロゼッタ 牝2栗 54

51 ▲泉谷 楓真丸山 輝城氏 武 英智 新冠 オリエント牧場 468± 01：59．0� 7．6�
11 ゴールドジャーニー 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁吉田 和美氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B446＋ 21：59．1� 8．3�
34 ハルキジェイソウル 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 佐藤 勝秀 422＋ 21：59．63 5．7�
58 メ デ ィ シ ス 牝2鹿 54 小牧 太中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 B488－ 62：00．45 42．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，493，800円 複勝： 70，842，200円 枠連： 15，807，100円
馬連： 83，640，300円 馬単： 33，957，800円 ワイド： 70，503，600円
3連複： 124，253，500円 3連単： 128，309，500円 計： 567，807，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 900円 � 190円 枠 連（7－8） 670円

馬 連 �� 10，340円 馬 単 �� 15，860円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 460円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 14，380円 3 連 単 ��� 91，640円

票 数

単勝票数 計 404938 的中 � 74893（1番人気）
複勝票数 計 708422 的中 � 108915（3番人気）� 15348（10番人気）� 111459（2番人気）
枠連票数 計 158071 的中 （7－8） 18141（2番人気）
馬連票数 計 836403 的中 �� 6668（31番人気）
馬単票数 計 339578 的中 �� 1605（57番人気）
ワイド票数 計 705036 的中 �� 5866（32番人気）�� 43625（1番人気）�� 5363（35番人気）
3連複票数 計1242535 的中 ��� 6479（50番人気）
3連単票数 計1283095 的中 ��� 1015（314番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―14．1―13．2―13．1―12．4―12．5―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．8―52．0―1：05．1―1：17．5―1：30．0―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3
・（7，11）14（4，6）（1，5，13）（3，10，12）（2，9，8）・（7，11）－14（4，6，13）（1，5，12）（3，8）10，9，2

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

勝馬の
紹 介

ベルヴォーグ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．8．9 新潟2着

2018．4．4生 牝2鹿 母 ベルスリーブ 母母 バ ー シ ャ 5戦1勝 賞金 8，410，000円

3408612月27日 晴 良 （2阪神6） 第8日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時20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
1：08．6
1：07．5

良
良

47 ナリタエール 牝2鹿 54 酒井 学�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 402± 01：09．6 2．9�
12 エコロキング 牡2青鹿 55

54 ☆亀田 温心原村 正紀氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 434＋101：09．81� 8．8�
23 ソルティエラ 牝2青鹿54 小崎 綾也服部 統祥氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 456－ 41：09．9� 11．7�
35 バーニングパワー 牝2栗 54 藤岡 康太長谷川光司氏 	島 一歩 浦河 	川フアーム 470± 0 〃 クビ 13．9�
59 マラムコーブ 牝2鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 430－ 21：10．11 9．1	
36 スペシャリティ 牝2青鹿54 川須 栄彦中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 416＋ 4 〃 クビ 17．6

815 トーホウレッド 牝2鹿 54 岩田 望来東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 静内フジカワ牧場 448＋ 8 〃 クビ 4．3�
714 ミ ラ ク ル 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 450＋ 61：10．31� 81．1�
510 クリノキララ 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 増尾牧場 430± 01：10．4
 50．9
611 ニホンピロジャック 牡2黒鹿55 和田 翼小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 458＋ 21：10．61 22．4�
612 ペガサスウイング 牝2青鹿54 	島 克駿中野 義一氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 446± 0 〃 クビ 10．5�
48 メイショウトリプル 牡2黒鹿55 荻野 極松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 470＋121：10．7
 61．9�
713 オーガーウェル 牝2鹿 54 西村 淳也小林竜太郎氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 452－ 21：10．8� 119．4�
11 エ ラ キ ス 牝2鹿 54 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 440＋ 41：11．01
 380．8�
816 ローゼライト 牝2鹿 54 幸 英明中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 430± 01：11．31� 25．3�
24 パピードッグ 牝2鹿 54 松若 風馬 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 470＋ 41：11．51� 145．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，326，200円 複勝： 79，470，000円 枠連： 15，044，800円
馬連： 94，427，200円 馬単： 37，906，400円 ワイド： 84，682，900円
3連複： 136，635，200円 3連単： 138，641，100円 計： 635，133，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 250円 � 320円 枠 連（1－4） 1，830円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 680円 �� 570円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 22，050円

票 数

単勝票数 計 483262 的中 � 131219（1番人気）
複勝票数 計 794700 的中 � 194159（1番人気）� 71201（4番人気）� 52156（6番人気）
枠連票数 計 150448 的中 （1－4） 6357（10番人気）
馬連票数 計 944272 的中 �� 47250（3番人気）
馬単票数 計 379064 的中 �� 9975（6番人気）
ワイド票数 計 846829 的中 �� 32372（5番人気）�� 39771（2番人気）�� 8813（27番人気）
3連複票数 計1366352 的中 ��� 18521（14番人気）
3連単票数 計1386411 的中 ��� 4558（46番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．6―46．1―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタエール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．12．12 阪神2着

2018．4．1生 牝2鹿 母 ナリタスカイ 母母 オースミリンド 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 クリノキララ号の騎手森裕太朗は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

ニホンピロジャック号の騎手和田翼は，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：14番）
※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） 2頭 アイスリアン号・ニシノレガシー号
（非抽選馬） 1頭 シングフォーホープ号

第６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



3408712月27日 晴 良 （2阪神6） 第8日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時50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

78 アスクスタイルマン 牡2黒鹿55 岩田 望来廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 41：55．5 4．1�
33 シゲルダイナミック 牡2鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 藤原牧場 498＋ 81：55．71� 5．7�
66 サンライズゴラッソ 牡2鹿 55 丸山 元気松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 508± 01：55．8� 1．8�
89 ヒミノフラッシュ 牡2黒鹿55 �島 克駿佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 526± 01：55．9� 25．1�
11 トーセンアラン 牡2鹿 55 荻野 極島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526± 01：57．38 6．3	
44 レッドロムルス 牡2栗 55

54 ☆斎藤 新 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B458＋ 41：57．4� 21．2

77 テイエムキセキダン 牡2黒鹿55 国分 優作竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 482－ 41：57．5� 108．6�
810 ガラティーン 牡2黒鹿55 吉田 隼人前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 41：58．03 44．6�
55 シゲルリジチョウ 牡2黒鹿55 太宰 啓介森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 田中 裕之 468± 02：01．7大差 224．7
22 エ ル シ ノ ア 牡2青鹿 55

54 ☆富田 暁�杵臼牧場 武 英智 浦河 杵臼牧場 B536－ 22：03．410 118．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 54，192，100円 複勝： 139，610，600円 枠連： 10，847，900円
馬連： 77，457，900円 馬単： 46，394，300円 ワイド： 64，166，900円
3連複： 104，581，900円 3連単： 234，649，000円 計： 731，900，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（3－7） 1，600円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 310円 �� 180円 �� 180円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 6，070円

票 数

単勝票数 計 541921 的中 � 104849（2番人気）
複勝票数 計1396106 的中 � 125749（3番人気）� 134693（2番人気）� 902091（1番人気）
枠連票数 計 108479 的中 （3－7） 5240（5番人気）
馬連票数 計 774579 的中 �� 36812（7番人気）
馬単票数 計 463943 的中 �� 11901（10番人気）
ワイド票数 計 641669 的中 �� 43832（4番人気）�� 100660（1番人気）�� 96785（2番人気）
3連複票数 計1045819 的中 ��� 131287（2番人気）
3連単票数 計2346490 的中 ��� 27982（20番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．9―13．2―13．1―12．8―13．1―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―38．2―51．4―1：04．5―1：17．3―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―3F38．2
1
3
2，4，1，6，8，3，10，9，7，5・（2，4）（1，6）（8，10）（3，7）－9－5

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

勝馬の
紹 介

アスクスタイルマン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Theatrical デビュー 2020．11．15 阪神6着

2018．4．30生 牡2黒鹿 母 キングスミール 母母 スルーオール 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルリジチョウ号・エルシノア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月

27日まで平地競走に出走できない。

3408812月27日 晴 良 （2阪神6） 第8日 第4競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走11時20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
2：00．4
1：58．9

良
良

713 ハッピーオーサム 牝2黒鹿54 岩田 望来馬場 幸夫氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474－122：01．4 4．2�
12 ジャックドール 牡2栗 55 藤岡 佑介前原 敏行氏 藤岡 健一 日高 クラウン日高牧場 502± 02：01．61� 2．6�
11 ア リ ー ヴ ォ 牡2鹿 55 西村 淳也 �シルクレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 488＋ 82：01．81� 8．5�
612 シ ャ ン ブ ル 牝2青鹿54 川須 栄彦 �CHEVAL AT-

TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 486－102：01．9クビ 28．5�
36 トーホウバロン 牡2黒鹿55 藤懸 貴志東豊物産� 石坂 公一 日高 シンボリ牧場 476－ 42：02．11� 11．3	
24 メイショウイナホ 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 494＋ 22：02．2� 22．9

611 ミッキートレーゼ 牡2鹿 55 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B494＋10 〃 ハナ 16．3�
35 ダンツトレノ 牡2青鹿 55

52 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 470－ 42：02．3クビ 477．2�
23 シュルレアリスト 牡2鹿 55 藤岡 康太�G1レーシング 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436± 02：02．4� 19．0
815 レ ー ニ ア 牝2黒鹿54 幸 英明�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 42：02．5クビ 19．1�
48 ル ー リ ン グ 牡2鹿 55 柴山 雄一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 526－ 42：02．92� 14．1�
816 ダノングロッケン 牡2黒鹿55 石川裕紀人�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 542＋122：03．0クビ 245．0�
47 アローテソーロ 	2黒鹿55 川又 賢治了德寺健二ホール

ディングス� 高橋 康之 熊本 本田 土寿 452－ 82：03．21� 411．5�
714 ショウナンアイビー 牡2鹿 55 
島 克駿国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 500＋ 42：03．41� 157．3�
59 アイリッシュベル 牝2栗 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 392－122：03．61� 68．9�
510 シルキーヴォイス 牡2栗 55

54 ☆団野 大成金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 466± 02：07．2大差 10．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，287，200円 複勝： 103，970，400円 枠連： 18，189，600円
馬連： 112，646，200円 馬単： 44，847，100円 ワイド： 103，623，400円
3連複： 175，761，300円 3連単： 170，384，900円 計： 796，710，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 130円 � 260円 枠 連（1－7） 550円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 310円 �� 960円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 9，660円

票 数

単勝票数 計 672872 的中 � 126300（2番人気）
複勝票数 計1039704 的中 � 182840（2番人気）� 267618（1番人気）� 75206（5番人気）
枠連票数 計 181896 的中 （1－7） 25268（1番人気）
馬連票数 計1126462 的中 �� 136744（1番人気）
馬単票数 計 448471 的中 �� 22951（2番人気）
ワイド票数 計1036234 的中 �� 92056（1番人気）�� 25228（11番人気）�� 56820（2番人気）
3連複票数 計1757613 的中 ��� 66442（1番人気）
3連単票数 計1703849 的中 ��� 12786（7番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―13．1―12．7―12．4―12．7―11．8―11．6―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―36．4―49．1―1：01．5―1：14．2―1：26．0―1：37．6―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハッピーオーサム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome Gambler デビュー 2020．9．12 中京5着

2018．2．23生 牝2黒鹿 母 ウィラビーオーサム 母母 Cause I’m Tricky 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔その他〕 シルキーヴォイス号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。



3408912月27日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2阪神6） 第8日 第5競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時50分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：15．7良・良

710 メメランタン 牡4芦 60 植野 貴也本谷 惠氏 谷 潔 日高 沖田牧場 540－ 23：20．7 34．8�
812 マイサンシャイン 牡4栗 60 森 一馬三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 492＋ 43：20．91� 15．4�
44 フィールインラヴ �5黒鹿60 中村 将之大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 452± 03：21．43 18．4�
45 デ ィ ー ド 牡4鹿 60 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム B500＋ 83：21．71� 3．6�
22 メイショウキタグニ 牡5黒鹿60 難波 剛健松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 486＋ 43：21．8クビ 5．9�
711 テイエムグッドマン 牡6鹿 60 高田 潤竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 500＋ 23：22．75 4．3�
68 トキノハヤテ 牡3鹿 58 蓑島 靖典田畑 富子氏 星野 忍 浦河 秋場牧場 512＋123：22．8� 59．2	
57 グリニッチヴィレジ 牝7黒鹿58 五十嵐雄祐 
コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 440± 03：23．65 91．8�
11 ナムラミラクル 牡7芦 60 平沢 健治奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 490± 03：23．7� 2．9�
33 トーアコルレオーネ 牡4鹿 60 黒岩 悠高山ランド
 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 440＋ 63：24．44 18．9
69 ワ ー ウ ル フ 牡3黒鹿58 北沢 伸也窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 466－ 23：25．99 214．4�
813 セヴィルロアー 牡6鹿 60 三津谷隼人北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 498＋123：27．49 117．2�
56 ト レ ベ ー ラ 牝3鹿 56 上野 翔田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 6 （競走中止） 196．0�
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売 得 金
単勝： 36，314，700円 複勝： 46，173，000円 枠連： 10，751，400円
馬連： 62，014，700円 馬単： 31，454，700円 ワイド： 47，691，600円
3連複： 101，711，500円 3連単： 142，737，400円 計： 478，849，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，480円 複 勝 � 850円 � 490円 � 470円 枠 連（7－8） 2，140円

馬 連 �� 29，290円 馬 単 �� 60，020円

ワ イ ド �� 6，350円 �� 4，560円 �� 3，920円

3 連 複 ��� 101，840円 3 連 単 ��� 802，200円

票 数

単勝票数 計 363147 的中 � 8335（8番人気）
複勝票数 計 461730 的中 � 13654（8番人気）� 25703（6番人気）� 26523（5番人気）
枠連票数 計 107514 的中 （7－8） 3890（8番人気）
馬連票数 計 620147 的中 �� 1746（40番人気）
馬単票数 計 314547 的中 �� 393（88番人気）
ワイド票数 計 476916 的中 �� 1931（40番人気）�� 2698（36番人気）�� 3152（30番人気）
3連複票数 計1017115 的中 ��� 749（134番人気）
3連単票数 計1427374 的中 ��� 129（805番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 52．5－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メメランタン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．3．9 阪神3着

2016．4．28生 牡4芦 母 メメビーナス 母母 ウェディングダイヤ 障害：4戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 トレベーラ号の騎手大江原圭は，第5回中山競馬第7日第10競走での落馬負傷のため上野翔に変更。
〔競走中止〕 トレベーラ号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目2コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 トレベーラ号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目2コーナーで競走を中止したことについて障害調教再審査〔平地

調教を含む〕。
※出走取消馬 ウインストラグル号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※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） 1頭 ペガーズ号
（非抽選馬） 2頭 アキンド号・エーティーラッセン号

3409012月27日 晴 良 （2阪神6） 第8日 第6競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時40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
1：20．1
1：20．1

良
良

12 � トップスターサン 牡2黒鹿52 吉田 隼人吉田 和美氏 池添 学 豪
Yarraman Park Stud
Pty Ltd, A Mitchell,
E & J Rea

492 ―1：21．9 5．0�
611 ブリリアントキング 牡2黒鹿55 藤岡 康太ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ―1：22．21� 2．1�
36 フォーエバーカヨ 牝2鹿 54 藤井勘一郎泉 一郎氏 千田 輝彦 新ひだか 沖田 哲夫 382 ―1：22．41	 173．7�
35 フィルムスコア 牝2黒鹿54 松若 風馬水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 452 ― 〃 ハナ 44．5�
23 ハクサンハーバー 牡2栗 55 
島 良太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 472 ―1：22．61� 11．7�
510 ノボリレイナ 牝2鹿 54 高倉 稜原田 豊氏 河内 洋 浦河 富田牧場 390 ―1：22．7� 27．2�
24 シンシアリダーリン 牝2鹿 54 酒井 学	G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 438 ―1：23．01	 14．7

818 グレートフォーユー 牡2黒鹿55 古川 吉洋 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 460 ―1：24．38 122．7�
48 スマートシエル 牝2黒鹿54 幸 英明大川 徹氏 角田 晃一 浦河 桑田牧場 446 ―1：24．4� 7．2�
612 ナリタダイアリー 牝2青鹿54 国分 優作	オースミ 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 446 ― 〃 ハナ 66．5
47 ブラックソウル 牝2鹿 54 太宰 啓介�髙昭牧場 上村 洋行 浦河 高昭牧場 460 ―1：24．71� 47．3�
817 ウインブリオーソ 牡2栗 55 国分 恭介	ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 480 ―1：24．91� 102．6�
714 ジャングルオー 牡2黒鹿 55

54 ☆斎藤 新田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 小倉牧場 432 ― 〃 ハナ 229．8�
11 アンクルダッシュ 牡2栗 55 
島 克駿塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 494 ―1：25．22 155．2�
816 フ ィ ー ビ ー 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 422 ―1：26．37 6．7�
59 タガノオルテンシア 牡2芦 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 468 ―1：27．15 128．3�
715 カメンブトウカイ 牝2青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 472 ―1：27．84 61．3�
（17頭）

713 ルージュアリュール 牝2鹿 54 西村 淳也 	東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 58，059，500円 複勝： 63，669，000円 枠連： 17，672，900円
馬連： 83，006，000円 馬単： 40，635，400円 ワイド： 69，951，700円
3連複： 112，676，100円 3連単： 130，750，700円 計： 576，421，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 140円 � 3，310円 枠 連（1－6） 700円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 350円 �� 11，010円 �� 8，790円

3 連 複 ��� 34，020円 3 連 単 ��� 126，730円

票 数

単勝票数 差引計 580595（返還計 1106） 的中 � 91081（2番人気）
複勝票数 差引計 636690（返還計 870） 的中 � 104039（2番人気）� 160428（1番人気）� 3041（17番人気）
枠連票数 計 176729 的中 （1－6） 19495（2番人気）
馬連票数 差引計 830060（返還計 3831） 的中 �� 98075（1番人気）
馬単票数 差引計 406354（返還計 1415） 的中 �� 20467（4番人気）
ワイド票数 差引計 699517（返還計 2486） 的中 �� 59788（2番人気）�� 1503（65番人気）�� 1886（58番人気）
3連複票数 差引計1126761（返還計 8556） 的中 ��� 2484（85番人気）
3連単票数 差引計1307507（返還計 10186） 的中 ��� 748（313番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．8―46．8―58．3―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．1
3 10，5（2，11）（8，15）3，4，7（12，18）6（17，14）9（1，16） 4 10（5，11）2，8，3，4－（6，7）15，12，18（1，17，14）16，9

勝馬の
紹 介

�トップスターサン �
�
父 I Am Invincible �

�
母父 Ad Valorem 初出走

2018．9．17生 牡2黒鹿 母 Meliora 母母 Sunset Boulevard 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 ルージュアリュール号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔その他〕 タガノオルテンシア号は，競走中に疾病〔右第1趾骨複骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。

カメンブトウカイ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィービー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月27日まで平地競走に出

走できない。



3409112月27日 晴 良 （2阪神6） 第8日 第7競走 ��
��1，800�2歳1勝クラス

発走13時10分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：45．6
1：44．5

良
良

33 エンスージアズム 牝2鹿 54 岩田 望来吉田 照哉氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 420＋ 21：47．7 3．4�
11 レイオブウォーター 牡2青鹿55 吉田 隼人大塚 亮一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 クビ 2．8�
22 タケルジャック 牡2青鹿 55

54 ☆団野 大成森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 466± 01：47．8クビ 8．1�
55 エイスオーシャン 牡2青鹿55 荻野 極 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋101：48．11� 2．7�
44 ヴィジュネル 牡2青鹿55 幸 英明 �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 476＋ 21：48．2� 7．7�
（5頭）

売 得 金
単勝： 67，051，000円 複勝： 57，880，500円 枠連： 発売なし
馬連： 69，734，600円 馬単： 43，406，000円 ワイド： 32，161，000円
3連複： 50，956，400円 3連単： 253，763，200円 計： 574，952，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 190円 �� 360円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 4，170円

票 数

単勝票数 計 670510 的中 � 155584（3番人気）
複勝票数 計 578805 的中 � 139181（3番人気）� 159740（2番人気）
馬連票数 計 697346 的中 �� 109086（3番人気）
馬単票数 計 434060 的中 �� 33781（6番人気）
ワイド票数 計 321610 的中 �� 50716（3番人気）�� 20347（9番人気）�� 22678（7番人気）
3連複票数 計 509564 的中 ��� 37820（7番人気）
3連単票数 計2537632 的中 ��� 44047（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．8―49．3―1：02．0―1：14．0―1：25．2―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンスージアズム 	


父 ディープインパクト 	



母父 Storm Cat デビュー 2020．9．12 中京4着

2018．4．4生 牝2鹿 母 ゼラスキャット 母母 Trail Robbery 4戦2勝 賞金 14，510，000円

3409212月27日 晴 良 （2阪神6） 第8日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時45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
1：48．5
1：47．6

重
重

59 ロッキーサンダー 牡3鹿 56 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 486＋ 61：53．4 6．8�
46 ラヴィンフォール 牝3青鹿54 吉田 隼人大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 21：54．03� 5．3�
610 タガノウィリアム 牡3黒鹿56 小牧 太八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502＋12 〃 ハナ 5．2�
22 マジックスピーチ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 468＋ 41：54．1	 2．5�
34 ワイドレッジャドロ 牡3黒鹿56 松若 風馬幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 498＋ 41：54．73� 31．6�
11 トゥルーヴィル 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：55．23 12．4	
35 ハクサンライラック 牝4栗 55 中井 裕二河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 
川 啓一 502± 01：55．51	 178．6

712 デイオブジョイ 牝3鹿 54 川須 栄彦中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 81：55．6	 22．4�
47 � マーブルサニー 牝4芦 55

52 ▲泉谷 楓真下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 486－ 21：55．81 76．6�

713 ウィッチクラフト �4鹿 57 岩田 望来 カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 安平 追分ファーム 526＋ 2 〃 クビ 19．3�

814� エムテイフラッシュ 牡3青鹿56 酒井 学谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 478－131：56．11� 230．7�
23 ユ ウ ゲ ン 牡3鹿 56 
島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 506＋141：56．2� 11．4�
611� ジェミニキング �4鹿 57 難波 剛健三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 B478＋ 8 〃 クビ 320．8�
815 カンパニュラ 牝5鹿 55

54 ☆森 裕太朗菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 中村 雅明 482＋121：57．15 98．5�
58 � ハトマークタイガー �4鹿 57 小坂 忠士山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 484＋ 41：58．48 257．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 76，965，600円 複勝： 108，219，200円 枠連： 20，997，000円
馬連： 148，541，400円 馬単： 55，877，300円 ワイド： 110，060，100円
3連複： 196，589，900円 3連単： 244，403，200円 計： 961，653，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 180円 � 180円 枠 連（4－5） 1，770円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 640円 �� 580円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 20，120円

票 数

単勝票数 計 769656 的中 � 89596（4番人気）
複勝票数 計1082192 的中 � 144428（4番人気）� 164659（2番人気）� 153180（3番人気）
枠連票数 計 209970 的中 （4－5） 9142（8番人気）
馬連票数 計1485414 的中 �� 61142（7番人気）
馬単票数 計 558773 的中 �� 10391（17番人気）
ワイド票数 計1100601 的中 �� 43821（6番人気）�� 48888（5番人気）�� 49833（4番人気）
3連複票数 計1965899 的中 ��� 44872（7番人気）
3連単票数 計2444032 的中 ��� 8805（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．1―49．9―1：02．7―1：15．6―1：28．3―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．8
1
3
8，10，6（3，5，15）（1，12）（7，14）13－（2，9）－4，11
8（10，6）（3，5）（1，15）（7，13，12）（2，14，9）（4，11）

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

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3鹿 母 スウィングダンス 母母 サンデーミッチー 14戦2勝 賞金 27，160，000円



3409312月27日 晴 良 （2阪神6） 第8日 第9競走 ��
��1，600�

は る ま ち づ き

春 待 月 賞
発走14時20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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

22 キャッチミーアップ 牝5鹿 55 幸 英明畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 482＋ 21：34．2 5．3�
57 チュウワノキセキ 牡3鹿 56 吉田 隼人中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：34．3� 1．9�
56 サンディレクション 牡4鹿 57 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 4 〃 ハナ 14．4�
11 ジュンライトボルト 牡3鹿 56 岩田 望来河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 クビ 6．4�
69 メイショウカミシマ 牡6黒鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 460＋ 21：34．4クビ 8．9�
45 シ ャ チ 牡3鹿 56 斎藤 新中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 460－ 61：34．5クビ 138．0	
33 ブラックジェイド 牡6黒鹿57 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 B550＋221：34．6� 35．6

812 ディアボレット 牝5栗 55 富田 暁�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 466＋ 41：34．81	 39．2�
711 ルーチェデラヴィタ 牝3鹿 54 団野 大成安原 浩司氏 西村 真幸 日高 広富牧場 448＋ 8 〃 クビ 11．6�
710
 ジンゴイスト 牡5青鹿57 川又 賢治 サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 510± 01：35．01	 80．7�
68 
 ニシノアップルパイ 牡6鹿 57 西村 淳也西山 茂行氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 506± 01：35．42 48．8�
44 ブリーズスズカ 牡7青鹿57 太宰 啓介永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484＋22 〃 ハナ 312．7�
813 エングローサー 牡5鹿 57 藤井勘一郎中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 504＋ 61：35．82� 32．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 81，341，900円 複勝： 121，629，800円 枠連： 24，110，100円
馬連： 176，583，300円 馬単： 82，835，000円 ワイド： 121，987，800円
3連複： 257，835，600円 3連単： 420，287，600円 計： 1，286，611，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 140円 � 110円 � 240円 枠 連（2－5） 420円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 200円 �� 790円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 8，440円

票 数

単勝票数 計 813419 的中 � 120591（2番人気）
複勝票数 計1216298 的中 � 199796（2番人気）� 456086（1番人気）� 77799（6番人気）
枠連票数 計 241101 的中 （2－5） 44278（1番人気）
馬連票数 計1765833 的中 �� 304882（1番人気）
馬単票数 計 828350 的中 �� 52876（3番人気）
ワイド票数 計1219878 的中 �� 182465（1番人気）�� 33300（10番人気）�� 73120（5番人気）
3連複票数 計2578356 的中 ��� 130606（4番人気）
3連単票数 計4202876 的中 ��� 36077（25番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．1―11．5―11．7―11．5―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．3―34．4―45．9―57．6―1：09．1―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャッチミーアップ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．11．3 京都2着

2015．3．31生 牝5鹿 母 イースタリーブリーズ 母母 Nakiska Wind 29戦3勝 賞金 64，323，000円
〔発走状況〕 サンディレクション号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

3409412月27日 晴 良 （2阪神6） 第8日 第10競走 ��
��1，800�フォーチュンカップ

発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．12．21以降2．12．20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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

35 スズカフロンティア 牡6鹿 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 440＋ 41：52．8 61．5�
36 テ オ レ ー マ 牝4鹿 52 吉田 隼人水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472± 0 〃 ハナ 4．0�
815 マ リ オ 牡5鹿 54 川島 信二サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 506＋ 41：53．11� 13．4�
611 カフジキング 牡7鹿 55 西村 淳也加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 458± 01：53．2クビ 14．0�
612 ス ペ ク タ ー 牝6鹿 52 荻野 極川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 B512± 0 〃 クビ 12．7�
59 キッズアガチャー 牡3鹿 54 高倉 稜瀬谷 �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 556＋ 21：53．3� 57．1	
713 ペ ガ サ ス 牡4青鹿55 藤岡 康太中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 B454－ 21：53．5� 17．3

11 ギャラクシーソウル 牝3芦 53 斎藤 新吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 464＋ 8 〃 クビ 8．6�
47 ラインベック 牡3黒鹿54 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484± 01：53．92� 8．7
24 ゲンパチルシファー 牡4鹿 56 団野 大成平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 514＋ 61：54．0クビ 7．7�
12 グトルフォス 牡4鹿 54 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 21：54．42� 52．4�
816 グランデストラーダ 牝4鹿 52 松若 風馬 �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：54．5� 25．3�
23 ダンツキャッスル 牡4鹿 56 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 490＋10 〃 アタマ 46．4�
714 タイガーインディ 牡3黒鹿55 	島 克駿伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 462＋121：55．24 5．1�
48 
 ア ヴ ァ ン セ 牡4鹿 55 国分 優作飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 492＋101：55．73 19．4�
510 サンラモンバレー 牡5鹿 54 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 アタマ 154．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 106，117，000円 複勝： 154，752，400円 枠連： 47，272，200円
馬連： 283，910，000円 馬単： 97，198，300円 ワイド： 201，098，500円
3連複： 424，899，400円 3連単： 446，892，300円 計： 1，762，140，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，150円 複 勝 � 1，070円 � 170円 � 380円 枠 連（3－3） 14，530円

馬 連 �� 16，450円 馬 単 �� 40，580円

ワ イ ド �� 4，240円 �� 8，980円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 47，600円 3 連 単 ��� 509，420円

票 数

単勝票数 計1061170 的中 � 13792（15番人気）
複勝票数 計1547524 的中 � 29911（14番人気）� 304165（1番人気）� 97521（7番人気）
枠連票数 計 472722 的中 （3－3） 2521（31番人気）
馬連票数 計2839100 的中 �� 14225（55番人気）
馬単票数 計 971983 的中 �� 1796（126番人気）
ワイド票数 計2010985 的中 �� 12022（52番人気）�� 5632（85番人気）�� 52260（7番人気）
3連複票数 計4248994 的中 ��� 6694（165番人気）
3連単票数 計4468923 的中 ��� 636（1423番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―13．3―13．1―12．6―12．4―12．7―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．3―36．6―49．7―1：02．3―1：14．7―1：27．4―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカフロンティア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．1 阪神1着

2014．3．27生 牡6鹿 母 スズカフォイル 母母 アンフォイルド 30戦4勝 賞金 75，074，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アフターバーナー号・ヴォカツィオーネ号・サクラルーフェン号・サトノディード号・サンライズセナ号・

タガノボンバー号・ダンツエリーゼ号・ツブラナヒトミ号・ナイトバナレット号・ブライトンロック号・
マイネルカイノン号・レッドシルヴァーナ号・ワンダーウマス号

１レース目



3409512月27日 晴 良 （2阪神6） 第8日 第11競走 ��
��1，400�ギャラクシーステークス

発走15時50分 （ダート・右）
3歳以上，1．12．21以降2．12．20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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

59 デザートストーム 牡6黒鹿55 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462± 01：23．5 7．4�

24 スマートダンディー 牡6鹿 57 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 500± 01：23．6クビ 13．5�
816 スマートセラヴィー 牡4栗 56 丸山 元気大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 508＋ 61：24．13 5．9�
47 デュープロセス 牡4栗 57 古川 吉洋ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 480± 0 〃 クビ 63．8�
815 ロ ジ ク ラ イ 牡7黒鹿57 吉田 隼人久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 522± 01：24．42 30．3�
611 タマモカトレア 牝5鹿 51 藤懸 貴志タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 494－ 21：24．5クビ 101．4	
713 スマートアヴァロン 牡8黒鹿57 斎藤 新大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 508± 0 〃 クビ 57．0

714 シ ュ ウ ジ 牡7鹿 57．5 富田 暁安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 504＋ 21：24．6� 26．1�
35 ド リ ュ ウ 牡5栗 55 団野 大成�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 454－ 4 〃 ハナ 78．1
12 ヴァニラアイス 牝4鹿 53 岩田 望来�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 468± 01：24．81 5．3�
510 サ ヴ ィ 牡6黒鹿57 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 1 〃 クビ 8．0�
11 デターミネーション 牡4鹿 54 西村 淳也 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 488＋12 〃 ハナ 27．4�
48 ヒロブレイブ 牡7鹿 53 �島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 496＋101：24．9クビ 321．1�
36 マルカソレイユ 牝6栗 52 川須 栄彦日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 クビ 135．2�
612 メイショウテンスイ 牡3栗 55 酒井 学松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 520＋161：25．43 3．5�
23 ダイメイフジ 牡6鹿 57 松若 風馬宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 518＋121：26．46 9．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 168，461，900円 複勝： 238，388，300円 枠連： 84，841，300円
馬連： 427，231，500円 馬単： 148，053，300円 ワイド： 287，369，600円
3連複： 658，267，900円 3連単： 809，997，700円 計： 2，822，611，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 350円 � 220円 枠 連（2－5） 1，260円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 840円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 8，830円 3 連 単 ��� 59，950円

票 数

単勝票数 計1684619 的中 � 181154（4番人気）
複勝票数 計2383883 的中 � 326039（3番人気）� 154789（6番人気）� 304283（4番人気）
枠連票数 計 848413 的中 （2－5） 52163（7番人気）
馬連票数 計4272315 的中 �� 77982（16番人気）
馬単票数 計1480533 的中 �� 14164（31番人気）
ワイド票数 計2873696 的中 �� 69645（13番人気）�� 88739（8番人気）�� 63764（14番人気）
3連複票数 計6582679 的中 ��� 55877（25番人気）
3連単票数 計8099977 的中 ��� 9795（181番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―12．1―12．3―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．8―46．9―59．2―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デザートストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Shamardal デビュー 2016．8．14 小倉2着

2014．4．11生 牡6黒鹿 母 レディオブパーシャ 母母 ビールジャント 29戦6勝 賞金 113，383，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時51分に変更。
〔制裁〕 スマートセラヴィー号の騎手丸山元気は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・14番・10

番・3番・1番）
スマートダンディー号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金100，000円。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の22頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）22頭 アヴァンティスト号・アードラー号・カッパツハッチ号・クリノケンリュウ号・クリノフウジン号・

サトノラファール号・スナークライデン号・スリーグランド号・テイエムサウスダン号・デザートスネーク号・
テーオーヘリオス号・ドンフォルティス号・バティスティーニ号・ハーグリーブス号・ヒラソール号・
プレスティージオ号・ミッキーブリランテ号・メイショウアリソン号・メイショウギガース号・モルフェオルフェ号・
リュウノユキナ号・ロードグラディオ号

3409612月27日 晴 良 （2阪神6） 第8日 第12競走 ��
��1，400�2020ファイナルステークス

発走16時25分 （芝・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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

11 ガ ゼ ボ 牡5青 57 吉田 隼人吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 546＋ 61：21．5 3．8�
46 メイショウチタン 牡3黒鹿56 藤岡 康太松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 470＋ 8 〃 クビ 4．3�
33 シャイニーロック 牡4鹿 57 団野 大成小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 512＋ 4 〃 アタマ 7．0�
22 オールザゴー 牡6鹿 57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 21：21．6クビ 41．9�
813 タガノスカイハイ 牡5鹿 57 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498± 01：21．91	 41．4�
814 キアロスクーロ 
7黒鹿57 斎藤 新水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 518＋161：22．11� 92．6	
610 シュエットヌーベル 牝6栗 55 亀田 温心 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド B468＋ 6 〃 クビ 94．6�
711 ミエノウインウイン 
5黒鹿57 太宰 啓介里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 6 〃 クビ 41．3�
45 ステイオンザトップ 牡6栗 57 丸山 元気 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 クビ 7．2
34 カレングロリアーレ 牡4鹿 57 岡田 祥嗣鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 456＋ 21：22．3	 22．6�
69 レ ノ ー ア 牝4栗 55 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 424－ 6 〃 クビ 6．9�
58 イーサンパンサー 牡4栗 57 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 468－ 21：22．51� 17．2�
712 メモリーコロネット 牝5黒鹿55 幸 英明
シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 B464＋ 21：22．6� 6．8�

（13頭）
57  ショウナンアリアナ 牝4鹿 55 岩田 望来国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 243，005，100円 複勝： 260，211，700円 枠連： 87，282，100円 馬連： 507，166，000円 馬単： 190，110，400円
ワイド： 351，535，400円 3連複： 723，788，300円 3連単： 1，086，172，800円 5重勝： 1，374，261，100円 計： 4，823，532，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 170円 � 220円 枠 連（1－4） 420円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 320円 �� 500円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 7，140円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山11R／阪神11R／中山12R／阪神12R

キャリーオーバー なし����� 8，438，440円

票 数

単勝票数 差引計2430051（返還計 2843） 的中 � 499968（1番人気）
複勝票数 差引計2602117（返還計 1404） 的中 � 504963（1番人気）� 409105（2番人気）� 258265（6番人気）
枠連票数 差引計 872821（返還計 69） 的中 （1－4） 161043（1番人気）
馬連票数 差引計5071660（返還計 15564） 的中 �� 595594（1番人気）
馬単票数 差引計1901104（返還計 5892） 的中 �� 116118（1番人気）
ワイド票数 差引計3515354（返還計 8193） 的中 �� 298649（1番人気）�� 176412（4番人気）�� 125540（9番人気）
3連複票数 差引計7237883（返還計 46582） 的中 ��� 313179（3番人気）
3連単票数 差引計10861728（返還計 61772） 的中 ��� 110272（7番人気）
5重勝票数 差引計13742611（返還計120960） 的中 ����� 114

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．0―47．0―58．6―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ゼ ボ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．7．15 中京6着

2015．3．3生 牡5青 母 アマルフィターナ 母母 ホワットケイティーディド 20戦4勝 賞金 86，590，000円
〔出走取消〕 ショウナンアリアナ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。

３レース目 ５レース目



（2阪神6）第8日 12月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164頭 本 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

235，040，000円
30，040，000円
1，890，000円
25，550，000円
71，057，000円
5，277，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
1，047，616，000円
1，444，817，100円
352，816，400円
2，126，359，100円
852，676，000円
1，544，832，500円
3，067，957，000円
4，206，989，400円
1，374，261，100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 16，018，324，600円

総入場人員 3，307名 （有料入場人員 2，786名）



令和2年度 第6回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，311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

2，114，700，000円
41，510，000円
264，680，000円
16，660，000円
253，900，000円
577，840，000円
44，469，500円
12，585，600円

勝馬投票券売得金
7，624，400，900円
11，030，238，900円
2，625，933，600円
14，023，488，500円
6，461，496，300円
10，663，058，800円
22，924，511，600円
33，167，701，600円
3，959，556，700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
5 重 勝
計 112，480，386，900円

総入場延人員 21，574名 （有料入場延人員 17，458名）
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