
3104911月20日 晴 良 （3阪神5） 第5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 5，100，000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
1：23．0
1：23．0

重
重

11 カフジテトラゴン 牝2鹿 54 古川 吉洋加藤 守氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 41：26．8 2．5�
68 ペイシャイシュタル 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大和北所 直人氏 畑端 省吾 新ひだか 友田牧場 490＋ 41：27．11� 48．2�
56 レッドアクトゥール 牡2青 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B462－ 2 〃 クビ 2．4�
57 ク ロ ガ ネ 牡2芦 55 岩田 望来石川 達絵氏 寺島 良 日高 下河辺牧場 472－ 21：27．63 11．5�
44 ジョウショーヘイロ 牡2黒鹿55 幸 英明熊田 義孝氏 新谷 功一 新冠 五丸農場 480± 01：27．91� 14．9�
33 ヴァーチュアス 牡2栗 55 団野 大成 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 矢野牧場 470＋121：28．22 9．9	
69 シゲルプレミアム 牡2黒鹿55 池添 謙一森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 田中 裕之 452－ 21：28．4� 97．5

711 ヴェクトライズ 牡2鹿 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畑端 省吾 新ひだか 飯岡牧場 506＋141：28．72 80．8�
813 ヒラボクレガシー 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁�平田牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 454－101：28．8� 105．4�
22 レ セ ダ 牝2栗 54 西村 淳也藤沼 利夫氏 高柳 大輔 新冠 ハクレイファーム 416－ 61：28．9� 23．8
45 ゼットランポ 牝2鹿 54 �島 克駿�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 456－ 41：29．53� 194．5�
710 ヤ ヨ イ 牝2栗 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 426－ 41：29．6クビ 257．1�
812 ショウナンナージャ 牝2青鹿54 松山 弘平国本 哲秀氏 池添 兼雄 日高 中原牧場 442－ 21：31．19 23．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，643，900円 複勝： 47，294，700円 枠連： 9，076，900円
馬連： 48，285，600円 馬単： 24，966，800円 ワイド： 41，729，500円
3連複： 77，879，100円 3連単： 97，265，000円 計： 379，141，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 390円 � 120円 枠 連（1－6） 2，540円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 800円 �� 160円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 13，540円

票 数

単勝票数 計 326439 的中 � 106764（2番人気）
複勝票数 計 472947 的中 � 202560（1番人気）� 13325（8番人気）� 100045（2番人気）
枠連票数 計 90769 的中 （1－6） 2767（11番人気）
馬連票数 計 482856 的中 �� 11081（12番人気）
馬単票数 計 249668 的中 �� 4782（16番人気）
ワイド票数 計 417295 的中 �� 10853（12番人気）�� 91838（1番人気）�� 8833（13番人気）
3連複票数 計 778791 的中 ��� 29385（6番人気）
3連単票数 計 972650 的中 ��� 5205（37番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．3―12．7―12．8―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．8―47．1―59．8―1：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．0―3F39．7
3 1，3，6，13，12－（2，8）（5，7）－（9，11）－（10，4） 4 1（3，6）－13，12，8，7，2（5，11）（9，4）－10

勝馬の
紹 介

カフジテトラゴン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Dalakhani デビュー 2021．9．25 中京11着

2019．3．26生 牝2鹿 母 カフジジュエル 母母 マ ル ケ サ 4戦1勝 賞金 8，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンナージャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月20日まで平地

競走に出走できない。

3105011月20日 晴 良 （3阪神5） 第5日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時30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

814 ダノンピーカブー 牡2芦 55 松山 弘平�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 470＋ 21：55．1 3．1�
58 タガノヒモロギ 牝2鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506± 01：55．84 7．2�
611 デ ィ サ イ ド 牡2芦 55 �島 克駿前田 幸大氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472± 0 〃 アタマ 27．0�
59 タイキスパルタン 牡2芦 55 団野 大成�大樹ファーム 辻野 泰之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510－ 6 〃 アタマ 12．3�
46 オブジェダート 牡2栗 55 池添 謙一�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 482－ 61：55．9� 11．4	
34 エイカイマッケンロ 牡2鹿 55 岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 486－ 41：56．0クビ 9．8

35 トーホウテンリュウ 牡2栗 55 菱田 裕二東豊物産� 石坂 公一 日高 竹島 幸治 488＋ 4 〃 ハナ 146．0�
11 ジューンアマデウス 牡2鹿 55 松若 風馬吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 470－ 81：56．1� 24．6�
23 プラチナドリーム 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 466＋ 41：56．2� 3．9
712 ウッドショック 牡2黒鹿55 田中 健小林 善一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 506± 01：56．72� 21．5�
815 ブリヨンカズマ 牡2芦 55 幸 英明合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 516－101：57．44 17．0�
610 サンパティーク 牝2黒鹿 54

50 ★古川 奈穂名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 470－ 21：57．5� 377．9�
713 テイエムヒッサーロ 牡2栗 55

52 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 杉山 晴紀 鹿児島 テイエム牧場 472± 01：58．13� 385．6�
22 クリエースト 牝2黒鹿54 加藤 祥太永山 勝敏氏 杉山 晴紀 日高 荒井ファーム B442－101：58．74 479．1�
47 ヒ ロ シ ク ン �2芦 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532－ 21：59．33� 63．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，578，800円 複勝： 47，874，200円 枠連： 9，788，100円
馬連： 47，747，300円 馬単： 19，929，000円 ワイド： 43，183，400円
3連複： 71，584，400円 3連単： 68，653，800円 計： 344，339，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 200円 � 450円 枠 連（5－8） 540円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，370円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 8，780円 3 連 単 ��� 35，700円

票 数

単勝票数 計 355788 的中 � 93061（1番人気）
複勝票数 計 478742 的中 � 105733（1番人気）� 62305（3番人気）� 20492（9番人気）
枠連票数 計 97881 的中 （5－8） 13947（1番人気）
馬連票数 計 477473 的中 �� 27381（2番人気）
馬単票数 計 199290 的中 �� 6198（5番人気）
ワイド票数 計 431834 的中 �� 23241（2番人気）�� 7905（19番人気）�� 4978（29番人気）
3連複票数 計 715844 的中 ��� 6110（32番人気）
3連単票数 計 686538 的中 ��� 1394（118番人気）

ハロンタイム 13．1―11．1―13．0―12．6―12．7―12．9―12．9―13．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．2―37．2―49．8―1：02．5―1：15．4―1：28．3―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンピーカブー �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Tapit デビュー 2021．7．4 小倉2着

2019．4．2生 牡2芦 母 ジョイフルビクトリー 母母 Wild Lucy Black 5戦1勝 賞金 11，180，000円

第５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



3105111月20日 晴 良 （3阪神5） 第5日 第3競走 ��1，200�2歳未勝利
発走11時00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

611 プレヴォール 牡2栗 55 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460± 01：09．5 6．0�
36 ピースキーパー 牝2栗 54 団野 大成 �ゴールドアップ・

カンパニー 奥村 豊 新ひだか ゴールドアップカンパニー 432－ 21：09．6� 39．6�
47 フェブサンカラ 牝2鹿 54 高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 400－ 21：09．7� 25．9�
510 メ ル ヴ ィ ル 牝2鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B432－ 61：09．8クビ 3．2�
12 ニシノデフィレ 牡2鹿 55 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 504－ 2 〃 クビ 6．9	
48 オーガスタスカイ 牝2黒鹿54 �島 克駿林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480± 01：10．01� 12．7

59 オリンピッカー 牡2芦 55 岩田 望来青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 472＋ 81：10．1クビ 15．9�
23 アスターディゴン 牡2青鹿55 国分 優作加藤 久枝氏 中竹 和也 浦河 ガーベラパー

クスタツド 468－ 41：10．2� 41．8�
713 スプラウティング 牡2栗 55

52 ▲小沢 大仁ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502＋ 21：10．3� 7．8

24 ウインクルシャープ 牝2鹿 54 池添 謙一塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 452± 01：10．51� 22．4�
815 チ ア リ ン グ 牝2鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 本間 忍 浦河 村中牧場 452＋ 61：10．81� 311．8�
612 アルムブラーヴ 牡2青鹿55 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 484＋ 41：11．11� 7．7�
35 ラムリケティ 牝2栗 54

51 ▲角田 大和ムーティエR 牧田 和弥 様似 富田 恭司 366－ 2 〃 アタマ 624．4�
714 セイルジーピー 牡2鹿 55 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 490－ 81：11．2� 87．9�
11 リ ー ス タ ル 牝2鹿 54 菱田 裕二中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 438＋ 21：11．3� 128．2�
816 ヤマニンパンタジア 牝2鹿 54 藤岡 康太土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 410－ 41：11．82� 47．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，997，200円 複勝： 57，502，500円 枠連： 11，954，300円
馬連： 55，080，900円 馬単： 23，592，800円 ワイド： 55，133，300円
3連複： 86，289，800円 3連単： 85，006，600円 計： 410，557，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 650円 � 720円 枠 連（3－6） 3，260円

馬 連 �� 7，680円 馬 単 �� 13，330円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 3，300円 �� 7，190円

3 連 複 ��� 54，790円 3 連 単 ��� 369，040円

票 数

単勝票数 計 359972 的中 � 49785（2番人気）
複勝票数 計 575025 的中 � 88968（2番人気）� 20794（9番人気）� 18552（10番人気）
枠連票数 計 119543 的中 （3－6） 2836（15番人気）
馬連票数 計 550809 的中 �� 5557（29番人気）
馬単票数 計 235928 的中 �� 1327（53番人気）
ワイド票数 計 551333 的中 �� 7203（24番人気）�� 4310（35番人気）�� 1953（60番人気）
3連複票数 計 862898 的中 ��� 1181（151番人気）
3連単票数 計 850066 的中 ��� 167（950番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．0―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．3―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレヴォール �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．10．23 阪神2着

2019．4．4生 牡2栗 母 アンジュドボヌール 母母 ハタノプリエ 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 チアリング号の騎手長岡禎仁は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・14番）
※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 ハウダニット号

3105211月20日 晴 良 （3阪神5） 第5日 第4競走 1，800�2歳未勝利
発走11時30分 （芝・右・外）

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
1：45．6
1：44．5

良
良

612 スタティスティクス 牝2黒鹿54 池添 謙一 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 438＋ 41：47．0 11．9�
35 ア カ デ ミ ー 牝2鹿 54 松山 弘平近藤 英子氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 440± 01：47．1� 2．3�
817 スコールユニバンス 牝2鹿 54

50 ★古川 奈穂亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：47．31� 4．1�
715 モ ズ ネ ズ コ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 谷川牧場 506＋10 〃 クビ 38．4�
24 ア エ リ ー ゾ 牝2鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 450－ 41：47．4アタマ 10．0	
36 サワーホマレー 牝2栗 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田湯牧場 452＋ 2 〃 クビ 13．8

11 エスピリバイオ 牝2芦 54 松若 風馬バイオ� 今野 貞一 平取 坂東牧場 474－121：47．72 98．0�
47 タ ケ ト ン ボ 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大和�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 428＋ 61：47．91 36．4�
23 ラ エ ー ル 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 414－ 4 〃 アタマ 341．0
510 アモールファティ 牝2鹿 54 古川 吉洋薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 408－141：48．0� 174．5�
48 レモンケーキ 牝2黒鹿54 菱田 裕二 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 428＋ 2 〃 クビ 9．3�
713 シルバーペコ 牝2黒鹿54 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 468－ 21：48．42� 41．0�
816 ウインチャチャ 牝2鹿 54 高倉 稜�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 434－ 8 〃 アタマ 467．7�
818 レ ア レ ア 牝2鹿 54 藤岡 佑介武田 修氏 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 21：49．03� 48．0�
611 メイショウオオルリ 牝2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 468＋ 8 〃 クビ 38．8�
59 タガノクリステル 牝2黒鹿54 酒井 学八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484± 01：49．1� 242．0�
714 モンサンプリーモ 牝2青 54 団野 大成山下 新一氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 480－ 81：49．95 118．3�

（17頭）
12 マテンロウメーヴェ 牝2鹿 54 幸 英明寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 48，044，300円 複勝： 66，890，800円 枠連： 13，066，700円
馬連： 57，285，000円 馬単： 24，543，700円 ワイド： 59，718，900円
3連複： 83，402，700円 3連単： 85，659，500円 計： 438，611，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 270円 � 130円 � 130円 枠 連（3－6） 1，000円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 590円 �� 850円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 16，850円

票 数

単勝票数 差引計 480443（返還計 329） 的中 � 34050（5番人気）
複勝票数 差引計 668908（返還計 554） 的中 � 41331（6番人気）� 155802（2番人気）� 164091（1番人気）
枠連票数 差引計 130667（返還計 6 ） 的中 （3－6） 10033（4番人気）
馬連票数 差引計 572850（返還計 1467） 的中 �� 29494（4番人気）
馬単票数 差引計 245437（返還計 722） 的中 �� 4382（15番人気）
ワイド票数 差引計 597189（返還計 1413） 的中 �� 24498（6番人気）�� 16278（9番人気）�� 64823（1番人気）
3連複票数 差引計 834027（返還計 3736） 的中 ��� 30683（3番人気）
3連単票数 差引計 856595（返還計 5752） 的中 ��� 3685（38番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．4―11．6―12．2―12．3―12．2―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―35．0―46．6―58．8―1：11．1―1：23．3―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．9
3 ・（16，18）－7，11，1（15，14）（4，3，12，13）（8，17）（10，5）（9，6） 4 16，18（7，11）（1，15）（4，3，12）14（8，13，17）（9，10，5）6

勝馬の
紹 介

スタティスティクス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Congrats デビュー 2021．7．24 新潟14着

2019．2．16生 牝2黒鹿 母 トップデサイル 母母 Sequoia Queen 3戦1勝 賞金 5，610，000円
〔出走取消〕 マテンロウメーヴェ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 メイショウオオルリ号の騎手太宰啓介は，3コーナー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・13番）



3105311月20日 晴 良 （3阪神5） 第5日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時20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

47 カ イ ハ オ ン 牡2鹿 55 �島 克駿村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 474 ―1：22．4 13．8�
814 ルピナスリード 牝2黒鹿54 岩田 望来�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 456 ―1：22．5� 2．0�
35 アルマイメル 牡2鹿 55 古川 吉洋ケーエスHD 武 英智 新冠 小泉牧場 462 ―1：22．71� 7．3�
712� シュガーフロート 牝2芦 54

51 ▲小沢 大仁�ヒダカファーム高柳 大輔 米 Hidaka Farm 400 ―1：23．23 99．8�
22 ドクターマンボウ 牡2栗 55 西村 淳也谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 446 ―1：23．41� 35．4�
34 フラップシグナス 牡2鹿 55 松山 弘平吉田 照哉氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 488 ― 〃 ハナ 30．3	
815 フィリップスベア 牡2鹿 55 団野 大成吉田 和美氏 新谷 功一 安平 ノーザンファーム 518 ―1：23．61	 6．4

46 スピリットサント 牡2鹿 55 藤岡 康太ニットー商事� 高橋 義忠 浦河 高岸 順一 496 ― 〃 ハナ 11．3�
611 ミ キ ネ ス 牝2青鹿54 浜中 俊�三嶋牧場 長谷川浩大 浦河 岡本牧場 456 ―1：23．7	 36．1
23 シルバーブレッド 牡2鹿 55 池添 謙一犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新ひだか 佐藤 鉄也 428 ―1：23．8� 19．9�
59 モンシュヴァル 牡2黒鹿55 国分 優作三宅 勝俊氏 服部 利之 新冠 中地 義次 432 ―1：24．43	 361．8�
610 カーソンテソーロ 牝2黒鹿54 幸 英明了德寺健二ホール

ディングス� 高橋 康之 日高 リョーケンファー
ム株式会社 412 ―1：25．04 58．7�

58 ジョードルチェ 牝2栗 54
51 ▲角田 大和上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 470 ―1：25．74 40．4�

713 シゲルペガサス 牡2鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 日高 天羽牧場 498 ―1：25．8� 165．5�
11 ユイロンクラウン 牡2鹿 55 岩田 康誠張 月勝氏 安田 翔伍 新冠 ハクレイファーム 500 ―1：29．0大差 22．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，584，800円 複勝： 36，596，500円 枠連： 12，193，500円
馬連： 45，531，200円 馬単： 21，398，500円 ワイド： 38，437，900円
3連複： 62，733，600円 3連単： 66，112，200円 計： 323，588，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 290円 � 130円 � 170円 枠 連（4－8） 470円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 620円 �� 920円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 18，300円

票 数

単勝票数 計 405848 的中 � 24916（5番人気）
複勝票数 計 365965 的中 � 24405（5番人気）� 96816（1番人気）� 51577（2番人気）
枠連票数 計 121935 的中 （4－8） 19885（1番人気）
馬連票数 計 455312 的中 �� 20252（4番人気）
馬単票数 計 213985 的中 �� 3935（12番人気）
ワイド票数 計 384379 的中 �� 15414（4番人気）�� 9865（9番人気）�� 34918（1番人気）
3連複票数 計 627336 的中 ��� 21732（3番人気）
3連単票数 計 661122 的中 ��� 2618（38番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．7―11．9―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．3―35．0―46．9―58．8―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ イ ハ オ ン �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ハービンジャー 初出走

2019．2．10生 牡2鹿 母 カラフルマーメイド 母母 カラフルトーク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔調教再審査〕 ユイロンクラウン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ユイロンクラウン号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

3105411月20日 晴 良 （3阪神5） 第5日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時50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
1：23．0
1：23．0

重
重

68 クローズユアアイズ 牝2芦 54 古川 吉洋�NICKS 昆 貢 浦河 大北牧場 448 ―1：26．7 14．6�
812 ヴォルゴグラード 牡2鹿 55 �島 克駿 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 500 ―1：27．44 6．5�
45 ツヴァイシュテルネ 牡2黒鹿55 浜中 俊ライオンレースホース� 武 幸四郎 安平 追分ファーム 500 ―1：27．93 8．8�
69 ダノンレベッカ 牝2鹿 54 岩田 康誠�ダノックス 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 456 ―1：28．32� 28．2�
33 カルディナーレ 牝2黒鹿54 団野 大成山本又一郎氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 476 ―1：28．4� 40．3	
57 リ ン ド ラ ゴ 牡2黒鹿55 西村 淳也 �シルクレーシング 高野 友和 平取 坂東牧場 498 ―1：28．72 43．1

22 タマモエストレジャ 牝2青鹿54 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 470 ―1：28．8クビ 49．1�
44 テ ス テ ッ ソ 牡2鹿 55 長岡 禎仁�ミルファーム 高橋 康之 浦河 ミルファーム 428 ―1：29．01� 109．6�
56 トーホウディアマン 牝2鹿 54 岩田 望来東豊物産� 高橋 亮 新冠 ハクレイファーム 436 ―1：29．1� 4．2
710� ホウショウルイーズ 牝2栗 54 幸 英明芳賀美知子氏 河内 洋 仏 Mr Patrick

Chedeville 502 ―1：29．52 3．1�
711 サウンドヴァージル 牡2鹿 55

52 ▲角田 大和増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 480 ―1：29．71� 31．2�
813 ドンフクリン 牡2栗 55 加藤 祥太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 464 ―1：30．02 6．3�
11 メイショウヨウホウ 牡2黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 460 ―1：31．59 195．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，749，700円 複勝： 42，380，800円 枠連： 10，681，100円
馬連： 50，243，900円 馬単： 23，010，400円 ワイド： 42，304，600円
3連複： 66，937，300円 3連単： 79，565，100円 計： 359，872，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 310円 � 220円 � 260円 枠 連（6－8） 1，230円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 10，140円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，250円 �� 950円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 68，500円

票 数

単勝票数 計 447497 的中 � 25928（6番人気）
複勝票数 計 423808 的中 � 33700（6番人気）� 53345（4番人気）� 42957（5番人気）
枠連票数 計 106811 的中 （6－8） 6729（6番人気）
馬連票数 計 502439 的中 �� 9149（18番人気）
馬単票数 計 230104 的中 �� 1701（40番人気）
ワイド票数 計 423046 的中 �� 8223（16番人気）�� 8675（14番人気）�� 11604（10番人気）
3連複票数 計 669373 的中 ��� 5538（34番人気）
3連単票数 計 795651 的中 ��� 842（246番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．1―48．5―1：00．9―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クローズユアアイズ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2019．3．22生 牝2芦 母 ハートランドスノー 母母 ベルベットスマイル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※クローズユアアイズ号・ツヴァイシュテルネ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3105511月20日 晴 良 （3阪神5） 第5日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時20分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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

44 フォレストキャット 牝3鹿 53 藤岡 康太武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 466± 01：55．2 2．7�
810 ステイブルアスク 牝3栗 53

49 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 426＋ 81：55．3� 4．6�
22 � メリディアン 牝4鹿 55 西村 淳也 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 440± 01：55．4クビ 46．6�
33 ギブミーラブ 牝3鹿 53 �島 克駿 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 484－ 61：55．5� 4．8�
66 メイショウホタルビ 牝3栗 53

50 ▲小沢 大仁松本 和子氏 大橋 勇樹 浦河 赤田牧場 430＋ 81：55．71� 8．7�
89 バージョンアップ 牝3栗 53 浜中 俊高橋 宏弥氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 484＋ 21：55．91� 7．7	
77 サイレントスウープ 牝4黒鹿55 岡田 祥嗣ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B466± 01：56．22 13．4

78 クーファイザナミ 牝4鹿 55 菱田 裕二大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 416± 01：56．73 18．3�
11 サトノフィオーレ 牝3黒鹿 53

50 ▲角田 大和 �サトミホースカンパニー 西園 正都 安平 ノーザンファーム 490－ 8 〃 ハナ 30．9�
55 アイリスクォーツ 牝3栗 53 団野 大成 キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 502＋161：57．01� 29．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，008，700円 複勝： 36，651，600円 枠連： 9，544，400円
馬連： 52，593，500円 馬単： 23，184，300円 ワイド： 42，124，800円
3連複： 69，460，500円 3連単： 96，262，700円 計： 366，830，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 190円 � 650円 枠 連（4－8） 420円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，810円 �� 4，990円

3 連 複 ��� 17，570円 3 連 単 ��� 58，060円

票 数

単勝票数 計 370087 的中 � 108104（1番人気）
複勝票数 計 366516 的中 � 85439（1番人気）� 51764（3番人気）� 10081（10番人気）
枠連票数 計 95444 的中 （4－8） 17223（1番人気）
馬連票数 計 525935 的中 �� 45945（2番人気）
馬単票数 計 231843 的中 �� 11506（3番人気）
ワイド票数 計 421248 的中 �� 31245（2番人気）�� 5691（23番人気）�� 2007（42番人気）
3連複票数 計 694605 的中 ��� 2965（63番人気）
3連単票数 計 962627 的中 ��� 1202（231番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―14．0―13．4―13．1―12．8―12．6―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．5―51．9―1：05．0―1：17．8―1：30．4―1：42．5

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

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

勝馬の
紹 介

フォレストキャット �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Northern Afleet デビュー 2021．5．2 阪神5着

2018．4．19生 牝3鹿 母 キ テ ィ 母母 フォレストキティ 3戦2勝 賞金 13，210，000円
〔制裁〕 ギブミーラブ号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

3105611月20日 晴 良 （3阪神5） 第5日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・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
1：19．2
1：19．0

良
良

818 アンブレラデート 牝3鹿 54 岩田 望来吉田 千津氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 474－ 21：21．4 7．2�
714 ウインアキレウス 牡3鹿 56 松若 風馬�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 61：21．5� 5．2�
612 スーパーホープ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 518－ 21：21．6� 3．7�
816 クイーンカピオラニ 牝4栗 55 団野 大成�シンシアリー 庄野 靖志 日高 奥山 博 434＋ 21：21．7クビ 42．9�
48 � クワイエット 牝5黒鹿 55

52 ▲服部 寿希 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B454＋ 6 〃 クビ 210．4�
12 ミ ズ リ ー ナ 牝4鹿 55 国分 優作北山 敏	氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 478＋ 6 〃 クビ 153．9

59 ヴ ア ー サ 牡3青 56 西村 淳也本間 茂氏 	島 一歩 新ひだか 矢野牧場 446－ 61：21．8クビ 33．9�
510 ショウナンガニアン 牡3鹿 56 幸 英明国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 454＋ 41：22．01� 17．9�
713
 ジュストコル 牡3鹿 56 池添 謙一吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm 520± 0 〃 クビ 15．6
36 � タツオウカケンラン 牝4青鹿55 	島 克駿鈴木 髙幸氏 	島 一歩 新ひだか 畠山牧場 456＋ 81：22．1� 33．8�
611 キャロライナリーパ 牝3黒鹿54 藤岡 康太野嶋 祥二氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：22．2� 7．0�
24 ロ マ ネ ス ク 牝4青鹿 55

52 ▲角田 大和�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 436± 0 〃 アタマ 96．6�

47 シュライエン 牝3黒鹿54 松山 弘平�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 81：22．3クビ 4．8�

817 リーガルマナー �4鹿 57 浜中 俊吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム B500＋ 6 〃 ハナ 49．9�
715 タケルジャック 牡3青鹿56 岩田 康誠森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 466－ 41：22．4� 29．8�
23 ブランシェット 牝5黒鹿55 菱田 裕二�G1レーシング 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B444＋ 21：22．82 173．9�
35 テーオーエルサ 牝3鹿 54 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか タイヘイ牧場 480± 0 〃 ハナ 68．8�
11 ル ー リ ン グ 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 506－ 21：23．22� 179．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，650，100円 複勝： 66，514，700円 枠連： 18，169，300円
馬連： 80，112，600円 馬単： 29，037，500円 ワイド： 69，089，300円
3連複： 119，744，500円 3連単： 116，062，100円 計： 539，380，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 170円 � 140円 枠 連（7－8） 1，150円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 470円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 23，830円

票 数

単勝票数 計 406501 的中 � 45052（5番人気）
複勝票数 計 665147 的中 � 70347（5番人気）� 96413（2番人気）� 139460（1番人気）
枠連票数 計 181693 的中 （7－8） 12200（5番人気）
馬連票数 計 801126 的中 �� 22747（10番人気）
馬単票数 計 290375 的中 �� 3996（21番人気）
ワイド票数 計 690893 的中 �� 16225（11番人気）�� 38987（2番人気）�� 32917（3番人気）
3連複票数 計1197445 的中 ��� 31818（6番人気）
3連単票数 計1160621 的中 ��� 3530（60番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．4―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―45．8―57．7―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 6，14（5，7）（8，18）（10，13）（1，11，17）（3，12）4，16，9，2，15 4 6，14（5，7）（8，18）（10，13）（1，11，17）（3，4，12）（9，16）2－15

勝馬の
紹 介

アンブレラデート �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．10．31 京都1着

2018．2．24生 牝3鹿 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 7戦2勝 賞金 26，400，000円
〔制裁〕 ウインアキレウス号の騎手松若風馬は，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）



3105711月20日 晴 良 （3阪神5） 第5日 第9競走 ��1，800�
い ず し

出 石 特 別
発走14時30分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
但馬國出石観光協会理事長賞（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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

33 アルーブルト 牡3鹿 55 幸 英明ディアレストクラブ� 畑端 省吾 浦河 ディアレスト
クラブ 474± 01：53．0 1．6�

22 リリーミニスター �4芦 57 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 488＋ 6 〃 ハナ 10．2�
77 メイショウハクサン 牡4鹿 57 藤岡 佑介松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 498＋ 21：53．1� 4．1�
88 ワンダーシエンプロ 牝4栗 55 �島 克駿山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 B444＋ 41：53．41	 108．6�
66 グレートバローズ 牡4鹿 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 478± 0 〃 ハナ 23．0	
44 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿57 岩田 望来大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 470＋ 21：53．61	 27．5

11 
 マーブルサニー 牝5芦 55 小沢 大仁下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 484－ 21：53．7クビ 155．7�
55 
 レッドエランドール �4鹿 57 松山 弘平 �東京ホースレーシング 田中 克典 千歳 社台ファーム B500－ 21：54．97 4．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 47，582，600円 複勝： 113，091，700円 枠連： 発売なし
馬連： 72，714，900円 馬単： 41，954，800円 ワイド： 39，888，300円
3連複： 89，296，900円 3連単： 229，322，000円 計： 633，851，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 230円 �� 170円 �� 430円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 1，770円

票 数

単勝票数 計 475826 的中 � 231964（1番人気）
複勝票数 計1130917 的中 � 837773（1番人気）� 46428（4番人気）� 96911（2番人気）
馬連票数 計 727149 的中 �� 89997（3番人気）
馬単票数 計 419548 的中 �� 40589（3番人気）
ワイド票数 計 398883 的中 �� 43647（3番人気）�� 71905（2番人気）�� 18942（8番人気）
3連複票数 計 892969 的中 ��� 131822（2番人気）
3連単票数 計2293220 的中 ��� 93518（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．4―49．9―1：02．6―1：15．0―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4F50．4―3F38．0
1
3
5（8，2）（1，4）－6（3，7）
5（8，2）（1，4，6）（3，7）

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

勝馬の
紹 介

アルーブルト 
�
父 フェノーメノ 

�
母父 マツリダゴッホ デビュー 2020．10．11 京都11着

2018．3．30生 牡3鹿 母 トリアンドルス 母母 デヴェロッペ 11戦3勝 賞金 41，310，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
〔制裁〕 アルーブルト号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

アルーブルト号の騎手幸英明は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

3105811月20日 晴 良 （3阪神5） 第5日 第10競走 ��
��2，400�

あまがさき

尼崎ステークス
発走15時05分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

811 テーオーロイヤル 牡3鹿 55 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 456－ 22：24．9 2．2�
79 ニホンピロスクーロ �4青鹿57 高倉 稜小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 502＋122：25．32	 12．2�
44 エドノフェリーチェ 牝4芦 55 藤岡 康太遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B458－ 42：25．61
 6．6�
67 サウンドバーニング 牡9鹿 57 松若 風馬増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B432－102：25．81 136．1�
55 レティキュール 牝5鹿 55 �島 克駿 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456－ 22：25．9	 4．9�
22 タイセイモナーク 牡5鹿 57 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B496＋ 22：26．11� 8．0	
78 ス ヴ ァ ル ナ 牡6黒鹿57 岩田 望来 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 516± 02：26．31� 16．0

33 エ ヒ ト 牡4鹿 57 幸 英明平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 460＋10 〃 クビ 6．0�
810 ジョウショームード 牡5黒鹿57 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 444－ 22：26．83 145．0�
11 エクセレントミスズ 牡8鹿 57 団野 大成永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 476± 02：27．65 238．5
66 ウォーターパルフェ 牡6鹿 57 太宰 啓介山岡 正人氏 石橋 守 浦河 笹地牧場 486－ 42：28．98 257．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，651，100円 複勝： 60，138，200円 枠連： 16，864，400円
馬連： 98，845，500円 馬単： 47，379，500円 ワイド： 63，962，900円
3連複： 129，956，700円 3連単： 211，730，400円 計： 680，528，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 320円 � 180円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 510円 �� 350円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 11，830円

票 数

単勝票数 計 516511 的中 � 183036（1番人気）
複勝票数 計 601382 的中 � 179902（1番人気）� 33588（7番人気）� 76866（3番人気）
枠連票数 計 168644 的中 （7－8） 19785（3番人気）
馬連票数 計 988455 的中 �� 62501（5番人気）
馬単票数 計 473795 的中 �� 17693（6番人気）
ワイド票数 計 639629 的中 �� 32233（6番人気）�� 51401（3番人気）�� 10240（20番人気）
3連複票数 計1299567 的中 ��� 27533（17番人気）
3連単票数 計2117304 的中 ��� 12966（42番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．3―12．4―12．2―12．1―12．2―12．0―11．8―12．0―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．2―36．5―48．9―1：01．1―1：13．2―1：25．4―1：37．4―1：49．2―2：01．2―2：12．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーロイヤル �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．12．19 阪神3着

2018．3．6生 牡3鹿 母 メイショウオウヒ 母母 アルペンローズ 8戦4勝 賞金 57，018，000円



3105911月20日 晴 良 （3阪神5） 第5日 第11競走 ��
��2，000�アンドロメダステークス（Ｌ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，2．11．21以降3．11．14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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

48 ラ ー ゴ ム 牡3栗 54 池添 謙一林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：59．8 6．2�
612 ボッケリーニ 牡5栗 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 ハナ 4．2�
510 プレシャスブルー 牡7鹿 55 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 434＋ 41：59．9� 12．8�
815 ファルコニア 牡4鹿 56 岩田 望来 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 466± 02：00．11� 4．3�
23 アドマイヤポラリス 牡5鹿 55 岩田 康誠近藤 旬子氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 488＋ 82：00．42 23．2	
816 ダノンマジェスティ 牡6鹿 55 松山 弘平�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492－102：00．5	 4．6

24 メイショウオーパス 牡6黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 510＋ 2 〃 クビ 79．4�
35 コスモカレンドゥラ 牡5栗 54 藤井勘一郎 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 42：00．71� 29．5�
59 ベ レ ヌ ス 牡4鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 512＋ 4 〃 クビ 24．6
611 アトミックフォース 牡5鹿 55 菱田 裕二吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 480－ 42：00．8クビ 41．2�
713 シ フ ル マ ン 牡5芦 54 
島 克駿�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 508＋ 6 〃 クビ 25．5�
12 アールスター 牡6鹿 56 長岡 禎仁 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 B512＋ 22：00．9クビ 19．7�
47 マイネルサーパス 牡5黒鹿55 団野 大成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム B478－ 82：01．0� 86．2�
714 マイネルフラップ 牡5黒鹿54 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 494＋102：01．21 119．0�
36 グレンガリー �6鹿 54 松若 風馬吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 438－ 42：01．62	 69．3�
11 ウインアグライア 牝3鹿 51 高倉 稜�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 62：02．87 19．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 113，062，300円 複勝： 156，926，100円 枠連： 71，372，400円
馬連： 307，587，300円 馬単： 108，675，200円 ワイド： 222，964，700円
3連複： 508，843，200円 3連単： 544，841，400円 計： 2，034，272，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 170円 � 260円 枠 連（4－6） 1，340円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，050円 �� 700円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 27，160円

票 数

単勝票数 計1130623 的中 � 145595（4番人気）
複勝票数 計1569261 的中 � 176826（4番人気）� 267660（2番人気）� 139345（5番人気）
枠連票数 計 713724 的中 （4－6） 41261（6番人気）
馬連票数 計3075873 的中 �� 161312（4番人気）
馬単票数 計1086752 的中 �� 29879（7番人気）
ワイド票数 計2229647 的中 �� 108553（4番人気）�� 52325（10番人気）�� 82403（7番人気）
3連複票数 計5088432 的中 ��� 67541（11番人気）
3連単票数 計5448414 的中 ��� 14543（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．7―49．2―1：01．1―1：12．8―1：24．3―1：35．7―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．5
1
3
9（11，13）（1，5，16）15（2，12，8）（6，7）－14，3，4，10
9（11，13）－5（1，15，16）（2，12，8）（6，7）3（14，4）10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ー ゴ ム �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Candy Ride デビュー 2020．7．19 阪神1着

2018．3．2生 牡3栗 母 シュガーショック 母母 Enthusiastically 9戦3勝 賞金 91，689，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 カリオストロ号・マンオブスピリット号

3106011月20日 晴 良 （3阪神5） 第5日 第12競走 1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時20分 （ダート・右）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

59 エイシンバッカス 牡4栗 57 松若 風馬�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 476＋ 81：11．1 7．4�
36 スリーピート 牡4栗 57 池添 謙一永井商事� 上村 洋行 新冠 北星村田牧場 504－101：11．95 6．4�
48 ピ ナ ク ル ズ �8黒鹿57 国分 優作ライオンレースホース� 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 508－ 61：12．11� 137．7�
35 ダンシングサンダー 牡4栗 57 古川 吉洋永井商事� 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B484＋ 21：12．31 77．1�
23 ハ ニ エ ル 牝5鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 21：12．4� 5．9�
713 ヴァガボンド 牡3栗 56 岩田 望来 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 468－ 41：12．61� 2．8	
510 アストロノーティカ 牡7鹿 57 藤岡 佑介ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496± 01：12．7� 19．3

47 スズカゴーディー 牡7黒鹿57 菱田 裕二永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B486＋ 21：12．8クビ 12．4�
714 カ レ ン リ ズ 牝4栗 55 松山 弘平鈴木 隆司氏 小林 真也 平取 びらとり牧場 438＋ 21：13．12 12．4�
24 ショウナンバサロ 牡3芦 56 浜中 俊国本 哲秀氏 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 496＋161：13．31� 16．7
816 ピュアブリス 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 B450－ 41：13．61� 17．1�
611 リフタスフェルト 牝5鹿 55 西村 淳也 �キャロットファーム �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 6 〃 ハナ 226．6�
12 テーオーマルクス 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 498＋121：13．81� 21．1�
815	 フチサンメルチャン 牡4栗 57 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 474＋ 4 〃 クビ 49．7�
11 スイートアリエス 牝3鹿 54 �島 克駿前田 清二氏 青木 孝文 日高 シンボリ牧場 444－141：13．9� 144．8�
612 マリスドランジュ 牝4黒鹿 55

51 ★古川 奈穂�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 450－ 61：14．1� 102．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 79，045，900円 複勝： 107，852，100円 枠連： 36，887，900円
馬連： 158，626，600円 馬単： 60，560，100円 ワイド： 136，136，100円
3連複： 242，451，600円 3連単： 265，616，400円 計： 1，087，176，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 280円 � 1，970円 枠 連（3－5） 2，240円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 6，160円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 14，480円 �� 12，330円

3 連 複 ��� 97，970円 3 連 単 ��� 379，070円

票 数

単勝票数 計 790459 的中 � 84855（4番人気）
複勝票数 計1078521 的中 � 110725（4番人気）� 112121（3番人気）� 11901（13番人気）
枠連票数 計 368879 的中 （3－5） 12724（10番人気）
馬連票数 計1586266 的中 �� 36657（13番人気）
馬単票数 計 605601 的中 �� 7364（21番人気）
ワイド票数 計1361361 的中 �� 34251（10番人気）�� 2371（78番人気）�� 2787（69番人気）
3連複票数 計2424516 的中 ��� 1856（200番人気）
3連単票数 計2656164 的中 ��� 508（897番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．6―11．9―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．3―46．2―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンバッカス �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Pulpit デビュー 2019．8．31 新潟6着

2017．4．19生 牡4栗 母 ホームフロムオズ 母母 Tap Your Heels 11戦3勝 賞金 32，349，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウヒボタン号
（非抽選馬） 5頭 グッドストーム号・ゲンパチミーティア号・スカリーワグ号・バクシン号・ビートマジック号



（3阪神5）第5日 11月20日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

227，460，000円
13，830，000円
35，080，000円
1，140，000円
26，500，000円
75，081，500円
4，620，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
606，599，400円
839，713，900円
219，599，000円
1，074，654，300円
448，232，600円
854，673，700円
1，608，580，300円
1，946，097，200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 7，598，150，400円

総入場人員 3，924名 （有料入場人員 3，753名）3, 733名）3, 904名
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