
3402512月12日 晴 良 （2阪神6） 第3日 第1競走 ��1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

47 エコロマンボ 牝2鹿 54 武 豊原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 496± 01：26．6 5．3�
34 サンバデジャネイロ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 442＋ 81：26．7クビ 90．8�
35 タマモヒメギミ 牝2鹿 54 北村 友一タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 494－ 4 〃 ハナ 3．5�
610 ハルキジェイソウル 牝2鹿 54 福永 祐一若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 佐藤 勝秀 420－ 21：27．12� 4．1�
59 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 428－ 81：27．2� 36．6�
23 タッシーベリンダ 牝2栗 54 酒井 学吉岡 輝美氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 478－ 41：27．3クビ 96．5	
11 レスールドマカロン 牝2栗 54 藤岡 康太栗山 良子氏 河内 洋 新ひだか 岡田牧場 442－ 4 〃 クビ 6．1

46 グレイシャーパーク 牝2青鹿54 幸 英明 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：27．51� 28．0�
611 クリノキララ 牝2鹿 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 増尾牧場 430－ 21：27．81� 13．9
58 ポケットロケット 牝2栗 54 川須 栄彦野田 政義氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 482＋26 〃 ハナ 19．5�
713 メイショウツキシロ 牝2鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 452－ 81：28．54 39．8�
814 メイプルリズム 牝2鹿 54 松若 風馬飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 436＋ 41：29．24 24．3�
22 ライヴワッフル 牝2栗 54 中井 裕二澤田 孝之氏 浜田多実雄 浦河 杵臼牧場 412＋ 81：29．51� 327．9�
712 ディアハート 牝2栗 54 国分 優作飯田 正剛氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 450－ 21：30．13� 101．8�
815 レ ゼ ー ル 牝2黒鹿54 浜中 俊安原 浩司氏 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 434－ 41：30．52� 35．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，891，200円 複勝： 55，288，100円 枠連： 10，800，100円
馬連： 52，044，000円 馬単： 24，639，700円 ワイド： 52，711，800円
3連複： 90，021，900円 3連単： 90，366，000円 計： 411，762，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 1，890円 � 180円 枠 連（3－4） 1，270円

馬 連 �� 24，260円 馬 単 �� 36，730円

ワ イ ド �� 6，110円 �� 640円 �� 5，950円

3 連 複 ��� 38，100円 3 連 単 ��� 343，010円

票 数

単勝票数 計 358912 的中 � 56864（3番人気）
複勝票数 計 552881 的中 � 76941（3番人気）� 5488（13番人気）� 97753（2番人気）
枠連票数 計 108001 的中 （3－4） 6554（5番人気）
馬連票数 計 520440 的中 �� 1662（50番人気）
馬単票数 計 246397 的中 �� 503（87番人気）
ワイド票数 計 527118 的中 �� 2138（51番人気）�� 22948（5番人気）�� 2198（49番人気）
3連複票数 計 900219 的中 ��� 1772（94番人気）
3連単票数 計 903660 的中 ��� 191（716番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．4―12．6―12．7―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．9―47．3―59．9―1：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．7―3F39．3
3 5，8（3，11）（7，10）（1，6，12）（14，15）－4，9，13－2 4 ・（5，8）（3，11）（1，7，10）6，4（9，15）－（13，12，14）－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エコロマンボ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．8．29 新潟8着

2018．2．25生 牝2鹿 母 マンボカーニバル 母母 Shahpari 3戦1勝 賞金 5，610，000円

3402612月12日 晴 良 （2阪神6） 第3日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時40分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

811� アメリカンピース 牡2芦 55 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 米 Don Alberto
Corporation B460＋ 41：54．3 1．2�

33 ゴールドハイアー 牡2栗 55 小崎 綾也居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 474－ 41：54．51� 7．2�
11 サワヤカコーズサン 牡2栗 55 幸 英明永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 462± 01：54．92� 37．2�
68 リュウセイグン 牡2栗 55 酒井 学二口 雅一氏 飯田 雄三 浦河 坂本 晴美 522± 01：55．32� 17．7�
67 ジャスティンスター 牡2栗 55 北村 友一三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 492＋ 41：55．72� 8．0�
710 バーニングパワー 牝2栗 54 柴山 雄一長谷川光司氏 	島 一歩 浦河 	川フアーム 470± 01：56．55 47．8	
44 � ア ク イ ー ル 牝2栗 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 456＋ 21：56．71 21．7

56 タガノハイセンス 牡2栗 55 松若 風馬八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452± 01：57．44 138．7�
55 テイエムジャガー 
2青 55 国分 恭介竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 タニグチ牧場 492＋ 21：57．61� 362．8�
812 ステイハングリー 牝2芦 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 390－ 61：59．7大差 185．4
22 メイショウアタゴ 牡2鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新冠 秋田牧場 508± 02：00．65 128．6�
79 リバティスカイ 牡2青鹿55 加藤 祥太宮川 純造氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 452－ 22：00．7クビ 572．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，586，300円 複勝： 145，315，500円 枠連： 8，805，000円
馬連： 44，759，500円 馬単： 33，968，800円 ワイド： 46，488，200円
3連複： 70，094，900円 3連単： 146，765，200円 計： 537，783，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 140円 � 290円 枠 連（3－8） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 180円 �� 440円 �� 960円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 2，970円

票 数

単勝票数 計 415863 的中 � 262114（1番人気）
複勝票数 計1453155 的中 � 1129032（1番人気）� 90358（2番人気）� 25911（6番人気）
枠連票数 計 88050 的中 （3－8） 21270（2番人気）
馬連票数 計 447595 的中 �� 99410（1番人気）
馬単票数 計 339688 的中 �� 59749（1番人気）
ワイド票数 計 464882 的中 �� 82259（1番人気）�� 24588（6番人気）�� 10089（10番人気）
3連複票数 計 700949 的中 ��� 32799（6番人気）
3連単票数 計1467652 的中 ��� 35733（7番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．3―12．8―12．8―12．7―12．6―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．8―50．6―1：03．4―1：16．1―1：28．7―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンピース �
�
父 Tapit �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2020．9．13 中山5着

2018．4．15生 牡2芦 母 La Cloche 母母 Memories of Silver 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ステイハングリー号・メイショウアタゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

1月12日まで平地競走に出走できない。
リバティスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月12日まで平地競走
に出走できない。

第６回 阪神競馬 第３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



3402712月12日 晴 良 （2阪神6） 第3日 第3競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

79 メイショウデージー 牝2鹿 54 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 林 孝輝 486－ 21：13．3 63．2�
56 ヤマニンビオローネ 牝2栗 54 武 豊土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 484－ 2 〃 ハナ 1．3�
68 コパノジャンピング 牡2鹿 55 幸 英明小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 530＋ 41：13．51� 15．7�
11 ミラコロヴェルデ 牝2黒鹿54 松若 風馬 �グリーンファーム西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 21：13．81� 29．7�
22 ベイビーアッシュ 牡2芦 55 福永 祐一大塚Ry’sCLUB 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 532± 01：14．11� 4．4�
67 ビップレックス 牡2鹿 55 川須 栄彦鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 452± 01：14．2� 28．3	
44 ヨドノゴールド 牡2鹿 55 小崎 綾也海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 444＋ 41：14．3� 19．7

55 ウンエンリヒカイ 牡2栗 55 藤岡 康太幅田 昌伸氏 西園 正都 新冠 津田牧場 500－121：14．4クビ 19．1�
33 テイエムグレイト 牡2芦 55 高倉 稜竹園 正繼氏 武 英智 浦河 浦河小林牧場 478＋ 2 〃 アタマ 175．5�
710 ウォーターパフィン 牝2鹿 54 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 482－ 21：14．61 149．7
812 フクシマブリリオ 牝2鹿 54 長岡 禎仁西本 資史氏 西橋 豊治 浦河 成隆牧場 420－ 6 〃 アタマ 358．1�
811 ナリタサフラン 牝2黒鹿54 国分 恭介�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 420＋ 21：14．71 668．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，661，300円 複勝： 158，688，400円 枠連： 9，192，400円
馬連： 48，646，400円 馬単： 35，322，600円 ワイド： 52，029，800円
3連複： 82，185，300円 3連単： 152，329，500円 計： 578，055，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，320円 複 勝 � 680円 � 110円 � 310円 枠 連（5－7） 1，690円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 12，630円

ワ イ ド �� 860円 �� 3，030円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 56，030円

票 数

単勝票数 計 396613 的中 � 5331（8番人気）
複勝票数 計1586884 的中 � 12961（8番人気）� 1244448（1番人気）� 33452（5番人気）
枠連票数 計 91924 的中 （5－7） 4203（6番人気）
馬連票数 計 486464 的中 �� 16429（7番人気）
馬単票数 計 353226 的中 �� 2096（24番人気）
ワイド票数 計 520298 的中 �� 15130（9番人気）�� 4013（24番人気）�� 41353（3番人気）
3連複票数 計 821853 的中 ��� 15872（15番人気）
3連単票数 計1523295 的中 ��� 1971（127番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．9―12．4―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．4―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F37．9
3 ・（4，9）6，2（3，5）（1，8）10（7，11）＝12 4 ・（4，9，6）（2，5）（3，8）1（7，11，10）＝12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウデージー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．8．22 小倉7着

2018．4．10生 牝2鹿 母 ラブミーダン 母母 レイジングロマンス 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 コパノジャンピング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 メイショウデージー号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

3402812月12日 曇 良 （2阪神6） 第3日 第4競走 ��
��1，600�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
1：32．4
1：32．3

良
良

89 ブレーヴジャッカル 牡2栗 55 福永 祐一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：34．1 1．5�
44 ルヴァンノワール 牝2鹿 54 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 436－ 2 〃 クビ 12．3�
66 レッツゴーアスク 牝2鹿 54 浜中 俊廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 474＋ 41：34．31� 9．9�
810 ジ ュ ノ ー 牡2芦 55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 512± 0 〃 ハナ 3．2�
55 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 530＋281：34．4� 51．0	
33 ラトゥールレディー 牝2鹿 54 幸 英明田畑 利彦氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B484－ 21：34．5クビ 34．2

77 ビジンクライマー 牝2鹿 54 川須 栄彦岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 スウィング

フィールド牧場 444－ 41：35．03 224．8�
11 ニシノコウメイ 牡2鹿 55 古川 吉洋西山 茂行氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 444± 01：35．53 124．4�
78 タガノアクトリス 牝2青鹿54 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－ 61：35．71� 138．5
22 コスモクーシェリ 牝2芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 486± 01：36．01	 48．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，663，800円 複勝： 107，648，200円 枠連： 9，037，900円
馬連： 41，888，200円 馬単： 36，813，400円 ワイド： 40，952，200円
3連複： 63，588，700円 3連単： 162，163，000円 計： 501，755，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（4－8） 510円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 270円 �� 260円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 3，750円

票 数

単勝票数 計 396638 的中 � 204894（1番人気）
複勝票数 計1076482 的中 � 821662（1番人気）� 50574（3番人気）� 45662（4番人気）
枠連票数 計 90379 的中 （4－8） 13675（2番人気）
馬連票数 計 418882 的中 �� 42355（3番人気）
馬単票数 計 368134 的中 �� 27272（4番人気）
ワイド票数 計 409522 的中 �� 40495（3番人気）�� 44158（2番人気）�� 11848（8番人気）
3連複票数 計 635887 的中 ��� 35314（5番人気）
3連単票数 計1621630 的中 ��� 31314（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．2―47．4―59．0―1：10．7―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレーヴジャッカル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2020．10．11 京都2着

2018．4．13生 牡2栗 母 パーシステントリー 母母 Just Reward 3戦1勝 賞金 9，900，000円
※コスモクーシェリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3402912月12日 曇 良 （2阪神6） 第3日 第5競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時30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
1：07．5

良
良

56 ライクマジック 牝2黒鹿54 藤岡 康太下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 420 ―1：09．9 35．8�
812 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 ―1：10．22 2．7�
55 ヒ キ ガ ネ 牡2青鹿55 古川 吉洋村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 山野牧場 458 ―1：10．3� 7．9�
44 ロケットペンダント 牝2栗 54 福永 祐一青山 洋一氏 平田 修 浦河 谷川牧場 428 ―1：10．51� 2．8�
67 メイショウマサカリ 牡2青鹿55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 様似 中脇 一幸 452 ―1：10．71� 16．0�
710 ル ナ ピ エ ナ 牡2栗 55 柴山 雄一ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496 ―1：10．8	 24．2	
33 ワキノフラッシュ 牡2鹿 55 小崎 綾也脇山 良之氏 飯田 祐史 新ひだか 広田牧場 484 ― 〃 ハナ 21．0

68 ニホンピロセレーネ 牝2黒鹿54 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 390 ―1：11．43� 59．3�
79 ケンブリッジセンス 牡2鹿 55 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 446 ―1：11．71	 195．3�
811
 モズレディーモー 牝2鹿 54 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Rigney

Racing LLC 432 ―1：11．8クビ 7．6
22 ムーンアルファルド 牡2鹿 55 高倉 稜山下 良子氏 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 464 ―1：12．12 167．9�
11 カワキタオペラ �2鹿 55 川須 栄彦川島 和範氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 492 ―1：14．7大差 63．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，587，400円 複勝： 35，901，200円 枠連： 9，748，200円
馬連： 41，380，400円 馬単： 22，264，700円 ワイド： 37，352，700円
3連複： 59，517，100円 3連単： 78，290，400円 計： 326，042，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，580円 複 勝 � 550円 � 140円 � 190円 枠 連（5－8） 630円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 11，040円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 2，380円 �� 480円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 79，940円

票 数

単勝票数 計 415874 的中 � 9864（8番人気）
複勝票数 計 359012 的中 � 11689（8番人気）� 88241（1番人気）� 49721（3番人気）
枠連票数 計 97482 的中 （5－8） 11956（3番人気）
馬連票数 計 413804 的中 �� 8320（13番人気）
馬単票数 計 222647 的中 �� 1512（37番人気）
ワイド票数 計 373527 的中 �� 7372（15番人気）�� 3810（25番人気）�� 21826（5番人気）
3連複票数 計 595171 的中 ��� 6194（26番人気）
3連単票数 計 782904 的中 ��� 710（234番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．7―11．8―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．2―35．9―47．7―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．0
3 6，12，8（4，7）11（3，10）5，2，9＝1 4 ・（6，12）8（4，7，11）（3，10）5，2，9＝1

勝馬の
紹 介

ライクマジック �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 Street Cry 初出走

2018．2．14生 牝2黒鹿 母 マジカルシェイプ 母母 モーメンツオブマジック 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カワキタオペラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月12日まで平地競

走に出走できない。

3403012月12日 曇 良 （2阪神6） 第3日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走13時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

713 ジョーミニスター 牝2鹿 54 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居牧場 426 ―1：26．2 31．5�
59 ペガサスハーツ 牝2鹿 54 中井 裕二�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 502 ―1：26．62� 3．6�
22 クローズネスト 牝2芦 54 藤岡 康太飯田 正剛氏 安田 翔伍 新ひだか 千代田牧場 436 ―1：27．02� 24．4�
11 ハングルース 牝2鹿 54 藤岡 佑介飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 472 ―1：27．1� 5．4�
34 シックスレター 牝2黒鹿54 松若 風馬熊坂 俊一氏 高橋 康之 新冠 松浦牧場 466 ―1：27．95 7．6�
712 フクノシーサー 牝2栗 54 高倉 稜佐藤 範夫氏 新谷 功一 日高 モリナガファーム 454 ―1：28．0� 25．6	
58 ウォーターブランカ 牝2芦 54 幸 英明山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 472 ―1：28．31� 28．5

46 メイショウマグワシ 牝2鹿 54 福永 祐一松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 斉藤英牧場 410 ―1：28．4� 4．0�
814 クインズミント 牝2鹿 54 酒井 学亀田 和弘氏 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 472 ―1：28．61 132．1�
610 ウ ル ズ 牝2栗 54 小崎 綾也ケーエスHD 小崎 憲 新冠 小泉牧場 460 ―1：28．81 12．9
35 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 470 ―1：28．9� 28．0�
611 エリカバイラ 牝2黒鹿54 北村 友一三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 432 ―1：29．0� 19．9�
815 イサチルチャーム 牝2芦 54 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 日高 沖田牧場 448 ― 〃 クビ 91．6�
47 プライドマイセルフ 牝2栗 54 古川 吉洋�GET NEXT 高橋 亮 新冠 須崎牧場 466 ―1：29．2� 102．5�
23 カネトシフォルテ 牝2黒鹿54 国分 恭介兼松 昌男氏 五十嵐忠男 新ひだか 飯岡牧場 394 ―1：31．3大差 111．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，283，000円 複勝： 45，938，900円 枠連： 11，277，000円
馬連： 48，217，800円 馬単： 22，493，500円 ワイド： 44，084，900円
3連複： 73，666，300円 3連単： 79，394，700円 計： 364，356，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，150円 複 勝 � 720円 � 170円 � 560円 枠 連（5－7） 1，990円

馬 連 �� 6，720円 馬 単 �� 19，570円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 6，180円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 39，630円 3 連 単 ��� 355，310円

票 数

単勝票数 計 392830 的中 � 10570（11番人気）
複勝票数 計 459389 的中 � 13773（10番人気）� 96876（1番人気）� 18139（8番人気）
枠連票数 計 112770 的中 （5－7） 4375（10番人気）
馬連票数 計 482178 的中 �� 5555（23番人気）
馬単票数 計 224935 的中 �� 862（63番人気）
ワイド票数 計 440849 的中 �� 4865（25番人気）�� 1805（55番人気）�� 7716（15番人気）
3連複票数 計 736663 的中 ��� 1394（116番人気）
3連単票数 計 793947 的中 ��� 162（883番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．1―12．6―12．5―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．4―48．0―1：00．5―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーミニスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 オペラハウス 初出走

2018．4．1生 牝2鹿 母 ジョーゲルダ 母母 ジョーセレブレイト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシフォルテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月12日まで平地競

走に出走できない。



3403112月12日 曇 良 （2阪神6） 第3日 第7競走 ��2，000�2歳未勝利
発走13時35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

77 テイエムタツマキ 牡2青鹿55 酒井 学竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 492－ 42：02．1 9．6�
55 フォルテデイマルミ 牡2黒鹿55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 478－122：02．2� 5．7�
22 サイモンメガライズ 牡2鹿 55 福永 祐一澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 492± 02：02．41� 3．5�
810 イクスプロージョン 牡2鹿 55 M．デムーロ近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 476＋ 82：02．61� 6．8�
78 ネビーイーム 牡2黒鹿55 武 豊前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 520＋ 82：02．7� 2．8�
89 マケルナマサムネ 牡2鹿 55 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 458＋10 〃 クビ 22．5	
33 ブリングミージョイ 牝2鹿 54 中井 裕二飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 474－ 42：02．8クビ 111．6

66 セ ル ヴ ォ 牡2鹿 55 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 橋本牧場 458－ 42：02．9� 34．5�
44 ハギノロマネスク 牝2鹿 54 小崎 綾也日隈 良江氏 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 22：03．0� 118．0�
11 ヒルノベルモンタ 牡2鹿 55 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B474－ 22：04．06 24．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，874，400円 複勝： 47，301，300円 枠連： 8，690，400円
馬連： 49，625，300円 馬単： 25，902，300円 ワイド： 39，153，300円
3連複： 69，594，000円 3連単： 105，811，200円 計： 390，952，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 180円 � 160円 � 130円 枠 連（5－7） 720円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 520円 �� 380円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 14，080円

票 数

単勝票数 計 448744 的中 � 39289（5番人気）
複勝票数 計 473013 的中 � 60495（5番人気）� 70037（3番人気）� 110780（1番人気）
枠連票数 計 86904 的中 （5－7） 9274（4番人気）
馬連票数 計 496253 的中 �� 19608（9番人気）
馬単票数 計 259023 的中 �� 4837（17番人気）
ワイド票数 計 391533 的中 �� 17878（8番人気）�� 26085（5番人気）�� 35895（2番人気）
3連複票数 計 695940 的中 ��� 30793（5番人気）
3連単票数 計1058112 的中 ��� 5446（50番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．5―13．0―12．7―13．2―11．7―11．6―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．4―49．4―1：02．1―1：15．3―1：27．0―1：38．6―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムタツマキ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．11．7 阪神2着

2018．3．3生 牡2青鹿 母 ウィローパドック 母母 ラスリングカプス 3戦1勝 賞金 7，900，000円

3403212月12日 曇 良 （2阪神6） 第3日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走14時05分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

713 ワイドソロモン 牡3栗 56 武 豊幅田 昌伸氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 490＋ 21：53．4 6．3�
816 テイエムチューハイ 牡6黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B466＋101：53．5� 10．7�
714 マースゴールド 牡5栗 57 藤岡 佑介キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 462＋ 41：53．71	 15．4�
510
 ヘヴントゥナイト �6芦 57 松若 風馬 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 486＋ 21：53．8� 19．5�
612� コスモセイリュウ 牡3鹿 56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 490－ 61：54．01	 58．4�
611 ダイシンカローリ 牡5栗 57 中井 裕二大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 524＋ 21：54．1クビ 13．1	
23 ホッコーアカツキ 牡3鹿 56 国分 優作北幸商事
 西浦 勝一 日高 川端 正博 512± 01：54．31	 27．0�
35 ドルチェリア �7鹿 57 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 534＋12 〃 クビ 7．4�
48 ハクアイウィンザー 牡3鹿 56 福永 祐一 
H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 520± 01：54．4クビ 20．6
12 アナザーラブソング 牡4栗 57 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス
 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 476－ 21：54．61 58．8�
11 ハイクアウト �6鹿 57 川須 栄彦
ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 518－ 81：54．92 58．8�
815 アジャストザルート 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 492－ 21：55．0� 8．0�
36 ジ ャ ッ ジ 牡3鹿 56 M．デムーロ田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 496－ 81：55．1� 4．2�
59 ハローマイディア 牡7黒鹿57 北村 友一飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 480± 01：55．73� 177．9�
47  ダルマワンサ 牡3栗 56 筒井 勇介吉田 勝利氏 田口 輝彦 日高 新生ファーム B432± 01：55．8� 167．0�

（笠松） （笠松）

24 レオンコロナ 牡4黒鹿57 幸 英明山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大
作ステーブル 458－ 4 （競走中止） 6．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，598，000円 複勝： 64，245，600円 枠連： 16，799，500円
馬連： 71，793，500円 馬単： 27，346，400円 ワイド： 67，284，800円
3連複： 115，297，200円 3連単： 111，753，400円 計： 512，118，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 290円 � 310円 � 440円 枠 連（7－8） 1，050円

馬 連 �� 4，450円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 2，270円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 20，510円 3 連 単 ��� 89，520円

票 数

単勝票数 計 375980 的中 � 47266（3番人気）
複勝票数 計 642456 的中 � 60789（4番人気）� 54725（7番人気）� 35750（8番人気）
枠連票数 計 167995 的中 （7－8） 12292（4番人気）
馬連票数 計 717935 的中 �� 12503（19番人気）
馬単票数 計 273464 的中 �� 2686（30番人気）
ワイド票数 計 672848 的中 �� 10388（21番人気）�� 7609（33番人気）�� 7654（32番人気）
3連複票数 計1152972 的中 ��� 4215（79番人気）
3連単票数 計1117534 的中 ��� 905（328番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．9―12．3―12．6―12．6―12．6―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．8―49．1―1：01．7―1：14．3―1：26．9―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．1
1
3
・（3，15）13，5，16（4，9）－12，14－1，10（2，6）7，8－11
3，15（5，13，16）9（12，14）－（2，10，6）－（1，8）－（4，11）7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイドソロモン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2020．2．2 京都11着

2017．3．11生 牡3栗 母 ドリームライター 母母 Rebridled Dreams 7戦3勝 賞金 23，700，000円
〔競走中止〕 レオンコロナ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 サンレイファイト号
（非抽選馬） 2頭 ラブリーイレブン号・リリーミニスター号
※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。



3403312月12日 曇 良 （2阪神6） 第3日 第9競走 ��
��2，000�エ リ カ 賞

発走14時35分 （芝・右）
2歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．4
1：58．9

良
良

77 アドマイヤハダル 牡2鹿 55 福永 祐一近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：03．4 11．6�
55 ディープモンスター 牡2青鹿55 武 豊 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 454－ 42：03．5� 2．2�
44 スパイラルノヴァ 牡2黒鹿55 M．デムーロ�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 478± 0 〃 クビ 4．9�
88 ニホンピロマリブ 牡2鹿 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 456－ 2 〃 ハナ 11．9�
66 トーセンインパルス 牡2黒鹿55 浜中 俊島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 追分ファーム 478＋ 42：03．71� 26．9	
11 ハートオブアシティ 牡2青鹿55 幸 英明吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 430－ 6 〃 ハナ 17．6

33 エイカイファントム 牡2青 55 岡田 祥嗣二木 英德氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 520＋ 22：03．8クビ 31．2�
22 ヴェルトハイム 牝2黒鹿54 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 454－ 62：03．9	 3．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 100，653，400円 複勝： 88，567，100円 枠連： 発売なし
馬連： 106，907，500円 馬単： 56，971，100円 ワイド： 76，759，800円
3連複： 130，919，400円 3連単： 286，213，300円 計： 846，991，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 160円 � 120円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 330円 �� 370円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 9，360円

票 数

単勝票数 計1006534 的中 � 72612（4番人気）
複勝票数 計 885671 的中 � 118992（4番人気）� 226787（1番人気）� 162452（3番人気）
馬連票数 計1069075 的中 �� 79787（3番人気）
馬単票数 計 569711 的中 �� 13554（12番人気）
ワイド票数 計 767598 的中 �� 57214（4番人気）�� 49520（5番人気）�� 91414（2番人気）
3連複票数 計1309194 的中 ��� 96345（3番人気）
3連単票数 計2862133 的中 ��� 22168（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―38．2―51．1―1：04．0―1：17．0―1：29．0―1：40．8―1：51．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤハダル 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．8．1 新潟1着

2018．4．18生 牡2鹿 母 スウェアトウショウ 母母 タバサトウショウ 3戦2勝 賞金 19，875，000円

3403412月12日 曇 良 （2阪神6） 第3日 第10競走 ��
��2，400�

さかいみなと

境 港 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），1．12．7以降2．12．6まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

境港市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

66 ナオミラフィネ 牝3栗 50 松若 風馬塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456－ 22：32．9 9．5�
44 アイアンバローズ 牡3鹿 55 武 豊猪熊 広次氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 アタマ 1．5�
77 ハギノアップロード 牡4黒鹿54 �島 良太日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 478± 02：33．21� 3．9�
33 ジョウショームード 牡4黒鹿54 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 446± 0 〃 クビ 12．7�
22 アグネスリバティ 牡7黒鹿55 中井 裕二渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B504＋ 42：33．62	 17．1�
11 ペプチドフシチョウ 牝4鹿 52 長岡 禎仁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 468－ 22：33．8� 13．6�
55 サイモンサーマル 
5鹿 50 酒井 学澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 490－142：33．9	 62．2	
88 � ザプリオレス 牡4鹿 53 柴山 雄一村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 502＋ 2 〃 ハナ 28．0


（8頭）

売 得 金
単勝： 37，626，100円 複勝： 105，800，100円 枠連： 発売なし
馬連： 80，074，500円 馬単： 51，393，400円 ワイド： 48，447，700円
3連複： 97，004，800円 3連単： 263，006，500円 計： 683，353，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 240円 �� 380円 �� 130円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 8，070円

票 数

単勝票数 計 376261 的中 � 31434（3番人気）
複勝票数 計1058001 的中 � 46913（3番人気）� 800494（1番人気）� 87772（2番人気）
馬連票数 計 800745 的中 �� 81465（3番人気）
馬単票数 計 513934 的中 �� 13656（8番人気）
ワイド票数 計 484477 的中 �� 44421（3番人気）�� 23485（6番人気）�� 133576（1番人気）
3連複票数 計 970048 的中 ��� 139611（1番人気）
3連単票数 計2630065 的中 ��� 23615（32番人気）

ハロンタイム 13．2―13．1―14．6―14．1―13．5―13．8―13．0―12．5―11．3―10．9―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�
13．2―26．3―40．9―55．0―1：08．5―1：22．3―1：35．3―1：47．8―1：59．1―2：10．0―2：21．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナオミラフィネ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mizzen Mast デビュー 2019．7．6 中京6着

2017．5．7生 牝3栗 母 クルージンミジー 母母 Baby Lets Cruise 12戦1勝 賞金 24，496，000円
［他本会外：1戦1勝］



3403512月12日 曇 良 （2阪神6） 第3日 第11競走 ��
��1，600�リゲルステークス（Ｌ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

23 シ ュ リ 牡4黒鹿56 武 豊前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 508－ 41：33．1 2．9�

59 サトノフェイバー 牡5黒鹿56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B506＋ 2 〃 クビ 12．7�
48 レッドガラン 牡5鹿 57 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 514± 01：33．31	 4．3�
35 
 シャイニービーム 牡8鹿 56 川須 栄彦小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 464± 01：33．4� 196．7�
11 ブランノワール 牝4鹿 54 浜中 俊 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466＋101：33．5クビ 19．7	
47 イ ベ リ ス 牝4鹿 55 酒井 学前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 476＋12 〃 クビ 41．8

36 アバルラータ 牝6鹿 54 柴山 雄一安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 456± 0 〃 アタマ 300．8�
612 ラ セ ッ ト 牡5鹿 57 加藤 祥太桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 496＋ 61：33．6アタマ 8．7�
24 レインボーフラッグ 牡7鹿 56 小崎 綾也 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 アタマ 112．8
816 エントシャイデン 牡5芦 57 M．デムーロ前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 81：33．7 16．2�
510 マイネルフラップ 牡4黒鹿56 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 486＋ 61：33．8 245．9�
713 メイショウオーパス 牡5黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 518＋ 61：34．01	 14．5�
714 アンコールプリュ 牝5黒鹿54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 〃 クビ 88．1�
817 ギルデッドミラー 牝3鹿 53 福永 祐一 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B474＋ 4 〃 アタマ 6．9�
611 カリビアンゴールド 牝6黒鹿54 藤岡 康太ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 41：34．2� 16．8�
12 ニホンピロタイド 牡5青鹿56 小牧 太小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 506＋ 21：34．51� 202．0�
815 ミッキーブリランテ 牡4鹿 56 藤岡 佑介野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 41：34．6 23．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 125，626，400円 複勝： 168，634，800円 枠連： 62，943，400円
馬連： 286，979，700円 馬単： 100，827，000円 ワイド： 204，852，700円
3連複： 478，847，400円 3連単： 499，634，300円 計： 1，928，345，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 310円 � 160円 枠 連（2－5） 2，490円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 850円 �� 330円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 14，430円

票 数

単勝票数 計1256264 的中 � 342744（1番人気）
複勝票数 計1686348 的中 � 328522（1番人気）� 106240（5番人気）� 311867（2番人気）
枠連票数 計 629434 的中 （2－5） 19578（9番人気）
馬連票数 計2869797 的中 �� 100653（6番人気）
馬単票数 計1008270 的中 �� 20853（10番人気）
ワイド票数 計2048527 的中 �� 58542（6番人気）�� 174335（1番人気）�� 58511（7番人気）
3連複票数 計4788474 的中 ��� 144683（3番人気）
3連単票数 計4996343 的中 ��� 25097（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．6―47．7―59．5―1：10．6―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．6
3 7，9（1，3，11）16（8，17）（4，10）（5，6，14）2（12，15）13 4 ・（7，9）（1，11）（3，16，17）（4，8，10）（2，5，14）6（12，15）13

勝馬の
紹 介

シ ュ リ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．1．5 京都1着

2016．5．1生 牡4黒鹿 母 エ ー ゲ リ ア 母母 Girl of Gold 8戦5勝 賞金 78，601，000円
※ニホンピロタイド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3403612月12日 曇 良 （2阪神6） 第3日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時20分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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

711 メイショウオーギシ 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 494－ 21：25．5 4．7�
33 ナ ム ラ ボ ス 牡3鹿 56 幸 英明奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 470＋ 21：25．82 34．3�
69 ダノンアレー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 504＋ 81：25．9クビ 3．1�
44 タガノゴマチャン 牡4芦 57 川須 栄彦八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 466－ 91：26．0� 156．2�
812 ベ ル ヴ ォ ワ 牝4鹿 55 酒井 学�G1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 474－ 21：26．1� 43．2�
22 ルドンカズマ 牡3鹿 56 松若 風馬合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 490－ 61：26．2クビ 12．3	
56 ヴェッツラー 牡3栗 56 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 446± 0 〃 ハナ 88．3

710 トライハード 牝3黒鹿54 福永 祐一長谷川光司氏 松田 国英 新冠 川上 悦夫 476＋10 〃 クビ 4．3�
813 クイーンカピオラニ 牝3栗 54 北村 友一�NICKS 庄野 靖志 日高 奥山 博 424＋ 41：26．3クビ 22．3�
45 イーベンホルツ 牡3青鹿56 藤岡 康太 社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 488＋ 21：26．4� 25．1�
57 サンライズプラウ 牡3鹿 56 田中 健松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 B466＋ 21：26．5� 12．9�
11 テイエムメロディー 牝4鹿 55 高倉 稜竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 476－ 81：27．35 90．0�
68 ショウナンアニメ 牡3鹿 56 M．デムーロ湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 480－ 41：28．04 5．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 82，443，100円 複勝： 111，125，800円 枠連： 35，349，400円
馬連： 142，767，900円 馬単： 58，672，900円 ワイド： 121，538，400円
3連複： 226，150，700円 3連単： 290，608，800円 計： 1，068，657，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 560円 � 150円 枠 連（3－7） 4，030円

馬 連 �� 7，190円 馬 単 �� 12，680円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 320円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 58，020円

票 数

単勝票数 計 824431 的中 � 138833（3番人気）
複勝票数 計1111258 的中 � 197170（2番人気）� 35364（10番人気）� 231031（1番人気）
枠連票数 計 353494 的中 （3－7） 6794（13番人気）
馬連票数 計1427679 的中 �� 15383（24番人気）
馬単票数 計 586729 的中 �� 3470（41番人気）
ワイド票数 計1215384 的中 �� 16166（23番人気）�� 112882（1番人気）�� 20484（14番人気）
3連複票数 計2261507 的中 ��� 24377（23番人気）
3連単票数 計2906088 的中 ��� 3631（180番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．2―12．9―12．7―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．4―48．3―1：01．0―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウオーギシ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 メイショウボーラー デビュー 2019．9．15 阪神8着

2017．4．6生 牡3栗 母 メイショウユウダチ 母母 メイショウスコール 11戦2勝 賞金 21，420，000円



（2阪神6）第3日 12月12日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 148頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

205，870，000円
8，020，000円
34，180，000円
1，070，000円
24，030，000円
65，031，000円
4，070，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
666，494，400円
1，134，455，000円
182，643，300円
1，015，084，700円
496，615，800円
831，656，300円
1，556，887，700円
2，266，336，300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
計 8，150，173，500円

総入場人員 1，956名 （有料入場人員 1，513名）
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