
3403712月13日 曇 良 （2阪神6） 第4日 第1競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走10時05分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

610� アイリッシュセンス 牡2鹿 55 松山 弘平 KRジャパン 杉山 晴紀 米 Normandy
Farm LLC 470± 01：26．1 1．5�

813 キリーティー �2鹿 55 藤岡 佑介前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 540± 01：26．2	 19．4�

712 シューラヴァラ 牡2黒鹿55 吉田 隼人高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 450－ 21：26．62	 19．6�
45 ザ ン ト 牡2黒鹿55 松若 風馬サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 新冠 森永 聡 430－ 21：26．91
 91．2�
57 コパノピッチング 牡2鹿 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 新冠 サンローゼン 490＋ 21：27．22 10．3�
58 ハクサンクラーケン 牡2鹿 55 池添 謙一河﨑 五市氏 小崎 憲 浦河 中村 雅明 474－ 41：27．51
 32．4�
711 モ ー デ ン 牡2鹿 55 幸 英明 	YGGホースクラブ 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 456＋ 21：27．6
 56．1

814 テイエムリオン 牡2黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 山田 政宏 470± 01：27．7	 294．8�
22 アイスリアン 牝2黒鹿54 横山 武史村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 462－ 41：27．91� 5．6�
69 サイレントナイト 牡2黒鹿55 浜中 俊大塚 亮一氏 矢野 英一 むかわ 新井牧場 478－10 〃 ハナ 37．9
11 リンクスエルピス 牡2鹿 55 国分 恭介目谷 一幸氏 浜田多実雄 日高 坂 牧場 478－ 81：28．1
 281．4�
34 オショロコマ 牝2栗 54 酒井 学越村 哲男氏 勢司 和浩 洞�湖 レイクヴィラファーム 464－ 81：28．2	 176．9�
46 コンヴェクトル 牡2鹿 55 和田 竜二佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 クビ 26．0�
33 ゴッドオブロンドン 牝2青鹿54 岩田 康誠サイプレスホール

ディングス合同会社 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 440＋ 21：32．2大差 19．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 46，496，100円 複勝： 163，913，300円 枠連： 10，314，800円
馬連： 65，708，600円 馬単： 39，534，400円 ワイド： 68，093，900円
3連複： 113，243，300円 3連単： 159，921，400円 計： 667，225，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 260円 � 360円 枠 連（6－8） 970円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 390円 �� 560円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 9，290円

票 数

単勝票数 計 464961 的中 � 242024（1番人気）
複勝票数 計1639133 的中 � 1216286（1番人気）� 48127（4番人気）� 31952（7番人気）
枠連票数 計 103148 的中 （6－8） 8445（5番人気）
馬連票数 計 657086 的中 �� 63890（3番人気）
馬単票数 計 395344 的中 �� 29844（3番人気）
ワイド票数 計 680939 的中 �� 50276（3番人気）�� 32582（6番人気）�� 6799（22番人気）
3連複票数 計1132433 的中 ��� 25415（12番人気）
3連単票数 計1599214 的中 ��� 13765（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．9―47．7―1：00．9―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．4
3 2（6，3，5）（8，9）（4，7，10）（14，11）12，13，1 4 ・（2，5）（6，3，9）（8，10，13）（4，7，11）（12，14）1

勝馬の
紹 介

�アイリッシュセンス �
�
父 Quality Road �

�
母父 Singspiel デビュー 2020．11．1 京都2着

2018．3．24生 牡2鹿 母 Miss Singhsix 母母 Whatamiss 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴッドオブロンドン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月13日まで平地

競走に出走できない。

3403812月13日 晴 良 （2阪神6） 第4日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

11 イツカハシャチョウ 牡2鹿 55 岩田 康誠 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 496－ 21：55．5 2．8�
814 ポルタフォリオ 牡2鹿 55 和田 竜二吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 494± 01：55．81� 2．5�
58 サンライズボルト 牡2鹿 55 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 466－ 2 〃 クビ 5．1�
33 レッドロムルス 牡2栗 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B454± 01：57．18 23．3�
46 ロードフェイロン 牡2鹿 55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 41：57．95 18．3�
22 ハクサンスプリング 牡2黒鹿55 水口 優也河﨑 五市氏 清水 久詞 浦河 小島牧場 424＋ 41：58．32 98．2	
712 クレイジースピード 牡2鹿 55

54 ☆団野 大成石川 達絵氏 斉藤 崇史 新ひだか 山際牧場 488－101：58．83 89．9

57 レ ヴ カ 牝2黒鹿54 吉田 隼人�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436± 01：59．22� 15．6�
813 メイショウサロベツ 牡2鹿 55 城戸 義政松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 松栄牧場 490＋ 21：59．62� 500．8�
45 クリノエルサ 牝2芦 54 藤井勘一郎栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 450± 01：59．91� 44．6
711 モズレンリンレイ 牡2鹿 55 池添 謙一 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 多田 善弘 484－ 22：00．32 30．2�
610 コパノフレディー 牡2栗 55

54 ☆森 裕太朗小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 476＋ 6 〃 クビ 167．9�
34 メイショウクチナシ 牝2鹿 54 田中 健松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 450± 02：00．51 414．4�
69 アヴェニルールー 牡2黒鹿55 小崎 綾也加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 486± 02：00．6� 331．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，843，400円 複勝： 66，703，000円 枠連： 11，746，700円
馬連： 55，133，000円 馬単： 30，151，200円 ワイド： 49，392，800円
3連複： 91，067，300円 3連単： 119，297，800円 計： 465，335，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－8） 310円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 160円 �� 250円 �� 220円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 1，750円

票 数

単勝票数 計 418434 的中 � 121363（2番人気）
複勝票数 計 667030 的中 � 139452（2番人気）� 286458（1番人気）� 98381（3番人気）
枠連票数 計 117467 的中 （1－8） 29920（1番人気）
馬連票数 計 551330 的中 �� 145177（1番人気）
馬単票数 計 301512 的中 �� 36257（2番人気）
ワイド票数 計 493928 的中 �� 93350（1番人気）�� 46379（3番人気）�� 54493（2番人気）
3連複票数 計 910673 的中 ��� 173673（1番人気）
3連単票数 計1192978 的中 ��� 54468（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．7―48．9―1：01．6―1：15．1―1：28．5―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．9―3F40．4
1
3
3－（5，8）11（9，14）1，6（2，12）（4，13）－（10，7）
3－（5，8）－（1，11）（2，14）9＝6，4（7，13）－12＝10

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

勝馬の
紹 介

イツカハシャチョウ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．11．1 京都8着

2018．4．17生 牡2鹿 母 ダンシングロイヤル 母母 デビルインマインド 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アヴェニルールー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月13日まで平地

競走に出走できない。

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

第６回 阪神競馬 第４日



3403912月13日 晴 良 （2阪神6） 第4日 第3競走 ��1，400�2歳未勝利
発走11時05分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：20．1
1：20．1

良
良

47 トーカイキング 牡2栗 55 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 446± 01：21．5 4．4�
48 ショウナンガニアン 牡2鹿 55 吉田 隼人国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 444＋ 21：21．6� 9．2�
611 モ ー ガ ン 牡2栗 55 池添 謙一林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 464± 01：21．91� 18．4�
59 クァンタムレルム 牝2栗 54 藤岡 佑介ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋101：22．0クビ 13．7�
36 シュルレアリスト 牡2鹿 55 岩田 康誠�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＋ 61：22．1� 5．5�
815 アンジュソレイユ 牝2栗 54 松山 弘平犬塚悠治郎氏 石坂 正 日高 浜本牧場 444－ 21：22．2クビ 44．3	
510 エイシンイシュタル 牝2栗 54 川須 栄彦平井 克彦氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 432± 0 〃 クビ 6．4

714 ビスボッチャ 牝2鹿 54 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 8 〃 アタマ 19．2�
12 ファントムルージュ 牝2鹿 54 C．ルメール�Horse Net 松田 国英 日高 スマイルファーム 448－ 6 〃 ハナ 12．5�
11 ピ ナ 牝2鹿 54 松若 風馬畑佐 博氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 470± 01：22．3アタマ 10．2
612 フ ェ ラ ー ラ 牝2鹿 54 横山 武史北山 敏�氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 426＋ 61：22．61� 18．2�
713 クールヴィンソン 牡2鹿 55

54 ☆団野 大成 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 北田 剛 450＋ 61：22．7� 110．5�

23 ジョウショーキウン 牡2黒鹿55 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 412－ 21：22．91� 186．3�
816 ニシノレガシー 牡2青鹿55 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 日高 沖田牧場 B502－ 2 〃 アタマ 61．7�
24 ヨリナメンテ 牝2鹿 54 北村 友一辻子 依旦氏 石坂 公一 新冠 川島牧場 412＋ 21：23．11� 20．6�
35 パワーインユニティ 牡2鹿 55 国分 優作飯田 正剛氏 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 B470－ 41：28．5大差 204．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，269，500円 複勝： 72，552，300円 枠連： 15，322，700円
馬連： 68，929，200円 馬単： 28，096，000円 ワイド： 71，486，500円
3連複： 119，455，600円 3連単： 109，451，200円 計： 531，563，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 260円 � 490円 枠 連（4－4） 2，120円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，660円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 11，420円 3 連 単 ��� 44，400円

票 数

単勝票数 計 462695 的中 � 87294（1番人気）
複勝票数 計 725523 的中 � 117824（2番人気）� 71228（4番人気）� 32509（10番人気）
枠連票数 計 153227 的中 （4－4） 5775（9番人気）
馬連票数 計 689292 的中 �� 29216（4番人気）
馬単票数 計 280960 的中 �� 6174（6番人気）
ワイド票数 計 714865 的中 �� 32460（3番人気）�� 11181（21番人気）�� 8107（33番人気）
3連複票数 計1194556 的中 ��� 8361（34番人気）
3連単票数 計1094512 的中 ��� 1972（98番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．2―11．7―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．1―45．8―57．8―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーカイキング �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2020．7．11 阪神3着

2018．2．24生 牡2栗 母 ポ ポ チ ャ ン 母母 ア ト ラ ク ト 7戦1勝 賞金 9，480，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パワーインユニティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月13日まで平地

競走に出走できない。

3404012月13日 晴 良 （2阪神6） 第4日 第4競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走11時35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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

69 ゼ ニ ス 牡2芦 55 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 鈴木 孝志 新冠 佐藤牧場 472 ―1：55．6 4．4�

45 メイショウストーム �2鹿 55 小崎 綾也松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 470 ―1：55．81� 71．4�
712 スリーケイエヌ 牡2栗 55 酒井 学永井商事� 藤沢 則雄 浦河 栄進牧場 458 ―1：56．75 49．3�
711 ガ テ ィ ッ ト 牡2黒鹿55 川須 栄彦橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 448 ―1：57．01	 145．2�
57 サンライズメモリー 牡2黒鹿55 池添 謙一松岡 貴子氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 448 ― 〃 ハナ 6．9	
46 クリノカイザー 牡2鹿 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 高橋 義忠 様似 様似渡辺牧場 544 ―1：57．31� 34．8

22 ヨリクンロード 牡2鹿 55 C．ルメール 辻子 依旦氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 516 ―1：57．4� 2．9�
814 フォルテベローチェ 牡2芦 55 藤井勘一郎山口 敦広氏 清水 久詞 新冠 山岡ファーム 492 ―1：57．5� 19．3�
33 テンノリュウギ 牡2青鹿55 岩田 康誠天白 泰司氏 新谷 功一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522 ― 〃 クビ 8．7
813 メイショウタニカゼ 牡2栗 55 福永 祐一松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 448 ―1：57．6クビ 5．3�
34 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 486 ― 〃 ハナ 63．1�
11 ストリキングレディ 牝2栗 54

53 ☆団野 大成�辻牧場 吉岡 辰弥 浦河 辻 牧場 456 ―2：01．4大差 145．4�
58 リアルディール 牡2青鹿55 幸 英明 CLUB RUN FOR

THE ROSES 大橋 勇樹 新ひだか 三石川上牧場 472 ―2：03．7大差 32．9�
610 ヤマニンドラセナ 牡2鹿 55 藤懸 貴志土井 肇氏 長谷川浩大 新冠 錦岡牧場 518 ―2：03．9	 248．9�
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売 得 金
単勝： 40，479，800円 複勝： 46，107，200円 枠連： 9，196，400円
馬連： 50，555，600円 馬単： 25，608，000円 ワイド： 45，537，300円
3連複： 70，416，700円 3連単： 89，052，800円 計： 376，953，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 1，460円 � 830円 枠 連（4－6） 6，560円

馬 連 �� 18，570円 馬 単 �� 27，270円

ワ イ ド �� 4，610円 �� 2，720円 �� 17，450円

3 連 複 ��� 150，620円 3 連 単 ��� 791，580円

票 数

単勝票数 計 404798 的中 � 76115（2番人気）
複勝票数 計 461072 的中 � 78891（2番人気）� 6956（11番人気）� 12786（8番人気）
枠連票数 計 91964 的中 （4－6） 1120（18番人気）
馬連票数 計 505556 的中 �� 2177（38番人気）
馬単票数 計 256080 的中 �� 751（62番人気）
ワイド票数 計 455373 的中 �� 2634（39番人気）�� 4509（26番人気）�� 687（69番人気）
3連複票数 計 704167 的中 ��� 374（187番人気）
3連単票数 計 890528 的中 ��� 90（926番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―37．4―50．5―1：03．6―1：16．9―1：29．6―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．7
1
3
・（6，8）9，5，4，7（2，12）－10（1，13）3－11，14・（6，8）（5，9）（4，7，3）（2，12）13，11（10，1）14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゼ ニ ス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2018．3．5生 牡2芦 母 ソルスティス 母母 シ ー セ モ ア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 メイショウタニカゼ号の騎手福永祐一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リアルディール号・ヤマニンドラセナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月

13日まで平地競走に出走できない。



3404112月13日 晴 良 （2阪神6） 第4日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：45．6
1：44．5

良
良

22 ア ク セ ル 牡2黒鹿55 横山 典弘中辻 明氏 武 幸四郎 様似 髙村 伸一 508 ―1：49．7 18．0�
11 テーオーマシェリ 牝2黒鹿54 M．デムーロ小笹 公也氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 476 ―1：49．91� 10．7�
710 バ ガ ン 牡2青 55 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 辻 牧場 466 ― 〃 アタマ 13．7�
811 ロ ッ ク ユ ー 牡2青鹿55 藤岡 佑介石川 達絵氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 458 ―1：50．22 1．5�
55 エスパダアスール 牝2栗 54 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 422 ―1：50．4� 9．0�
79 エレメンタル 牡2鹿 55 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 石橋 守 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442 ―1：50．61� 6．5	

56 ハイラブサンケイ 牝2栗 54 国分 優作服部 新平氏 大根田裕之 浦河 �川フアーム 512 ―1：50．7� 151．0

812 サンライズグリット 牡2栗 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 464 ―1：50．8アタマ 63．1�
33 アレヴィクトワール 牝2黒鹿 54

53 ☆団野 大成岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 488 ―1：51．12 17．0�
44 メイショウソウゴン 牡2栗 55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 478 ―1：51．2� 98．0
67 スターインザスカイ 牡2鹿 55 藤懸 貴志ライオンレースホース� 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 B452 ―1：51．62� 171．9�
68 テイエムユニバース 牝2青鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 422 ―1：53．4大差 138．9�
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売 得 金
単勝： 47，982，800円 複勝： 82，281，700円 枠連： 9，145，000円
馬連： 47，860，900円 馬単： 33，409，900円 ワイド： 42，377，400円
3連複： 68，494，300円 3連単： 122，421，300円 計： 453，973，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 770円 � 500円 � 540円 枠 連（1－2） 6，290円

馬 連 �� 6，190円 馬 単 �� 17，110円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 2，120円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 18，820円 3 連 単 ��� 159，500円

票 数

単勝票数 計 479828 的中 � 22479（7番人気）
複勝票数 計 822817 的中 � 27092（7番人気）� 44435（4番人気）� 40854（5番人気）
枠連票数 計 91450 的中 （1－2） 1162（15番人気）
馬連票数 計 478609 的中 �� 6178（17番人気）
馬単票数 計 334099 的中 �� 1562（40番人気）
ワイド票数 計 423774 的中 �� 7057（19番人気）�� 5279（21番人気）�� 7315（18番人気）
3連複票数 計 684943 的中 ��� 2911（44番人気）
3連単票数 計1224213 的中 ��� 614（280番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．2―12．8―12．9―12．7―11．9―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．7―49．5―1：02．4―1：15．1―1：27．0―1：38．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ク セ ル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2018．5．15生 牡2黒鹿 母 エメラルハヤブサ 母母 トウヨウロイヤル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3404212月13日 曇 良 （2阪神6） 第4日 第6競走 ��
��1，200�2歳1勝クラス

発走12時55分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000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
1：11．0
1：10．2

良
不良

810 ショウナンバサロ 牡2芦 55 浜中 俊国本 哲秀氏 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 476＋ 41：12．4 22．1�
79 ワイズマンハート 牡2鹿 55 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 476－ 21：12．61� 5．7�
22 ヨッシーフェイス 牡2芦 55 川須 栄彦 STレーシング 寺島 良 新ひだか グランド牧場 468± 01：12．92 2．2�
811 ヒットガール 牝2栗 54 国分 優作トライスターレーシング 松下 武士 新ひだか 西村牧場 486＋ 21：13．0クビ 66．4�
66 コパノキャッチング 牡2黒鹿 55

54 ☆団野 大成小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 448－ 41：13．53 32．0�
11 � スーパーウーパー 牝2芦 54 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet

Farm 460± 01：13．71� 5．2	
44 クールシャワー 牡2鹿 55 藤井勘一郎川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 チェスナット

ファーム 466－ 61：13．8クビ 49．7

33 シゲルセンム 牝2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 浦河 	川 啓一 456＋ 21：14．22
 13．6�
78 エ リ オ ッ ト 牡2栗 55 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新冠 佐藤牧場 528＋ 81：14．3� 6．0�
67 � レベルタウン 牡2栗 55 酒井 学ゴドルフィン 石橋 守 愛 Ringfort

Stud Ltd 500－181：14．4
 35．1
55 � ク ー シ ェ ル 牝2栗 54 鴨宮 祥行谷 謙介氏 渡瀬 寛彰 浦河 有限会社

松田牧場 452－ 91：16．3大差 411．1�
（兵庫） （兵庫）
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売 得 金
単勝： 54，385，000円 複勝： 60，980，700円 枠連： 13，827，000円
馬連： 64，729，600円 馬単： 33，549，900円 ワイド： 57，769，900円
3連複： 97，003，600円 3連単： 139，089，400円 計： 521，335，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 330円 � 160円 � 120円 枠 連（7－8） 1，530円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 10，370円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 700円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 39，920円

票 数

単勝票数 計 543850 的中 � 20856（6番人気）
複勝票数 計 609807 的中 � 32647（6番人気）� 94434（3番人気）� 172064（1番人気）
枠連票数 計 138270 的中 （7－8） 7225（6番人気）
馬連票数 計 647296 的中 �� 14279（13番人気）
馬単票数 計 335499 的中 �� 2586（34番人気）
ワイド票数 計 577699 的中 �� 11564（15番人気）�� 20186（8番人気）�� 72300（1番人気）
3連複票数 計 970036 的中 ��� 26238（8番人気）
3連単票数 計1390894 的中 ��� 2787（123番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―11．6―12．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．2―46．8―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバサロ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2020．7．18 阪神14着

2018．3．30生 牡2芦 母 レディトリス 母母 フランダース 4戦2勝 賞金 13，170，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3404312月13日 曇 良 （2阪神6） 第4日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：44．4
1：43．9

良
良

713 エアロロノア 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 494± 01：45．7 1．7�
611 リアンティサージュ 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 ハナ 6．8�
12 アトリビュート 牝3鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：46．12� 3．8�
815	 ザスリーサーティ 牡5青鹿57 和田 竜二諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 21：46．52� 24．3�
612 ファントムグレイ 牡7芦 57 丹内 祐次山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 B440－ 4 〃 ハナ 63．8	
59 
 ヴィズサクセス 牡3鹿 56 岩田 康誠嶋田 賢氏 手塚 貴久 愛 Airlie Stud 474± 01：46．6� 135．3

817 メイショウサンガ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 540＋ 41：46．91� 16．2�
48 コスモミローディア 牡4黒鹿57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 470－ 4 〃 ハナ 144．8�
11 カガジャスティス 牡3鹿 56 松若 風馬香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 514－ 41：47．0� 223．8
714 グレンフィナン �5鹿 57 横山 武史�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B492＋ 6 〃 クビ 116．8�
24 シ ャ ル ロ ワ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム B492± 01：47．1� 64．0�
510 ライチェフェイス 牡3鹿 56 酒井 学 STレーシング 新谷 功一 日高 メイプルファーム 444＋ 61：47．3� 434．7�
36 カ ケ ル 牡3鹿 56 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 494＋ 61：47．61� 27．6�
23 リインフォース 牡3黒鹿56 藤井勘一郎ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 谷川牧場 464± 01：47．7� 334．9�
816 チ ャ イ カ 牝3鹿 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 61：47．8クビ 47．8�
47 ポピュリズム 牝3鹿 54 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 41：47．9� 24．6�
35 
	 ドーンオブアネラ 牡4鹿 57

56 ☆団野 大成吉田 和美氏 安田 隆行 豪 Mr R An-
derson 508－ 81：48．11 117．1�
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売 得 金
単勝： 49，780，600円 複勝： 117，825，800円 枠連： 14，741，400円
馬連： 71，663，300円 馬単： 37，979，500円 ワイド： 66，737，100円
3連複： 119，680，000円 3連単： 159，317，100円 計： 637，724，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 220円 �� 160円 �� 390円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 2，290円

票 数

単勝票数 計 497806 的中 � 227389（1番人気）
複勝票数 計1178258 的中 � 719468（1番人気）� 83457（3番人気）� 149049（2番人気）
枠連票数 計 147414 的中 （6－7） 24261（2番人気）
馬連票数 計 716633 的中 �� 99766（2番人気）
馬単票数 計 379795 的中 �� 39381（2番人気）
ワイド票数 計 667371 的中 �� 76797（2番人気）�� 129543（1番人気）�� 35904（4番人気）
3連複票数 計1196800 的中 ��� 155094（1番人気）
3連単票数 計1593171 的中 ��� 55460（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．5―11．7―12．0―11．9―11．5―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―35．8―47．5―59．5―1：11．4―1：22．9―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．3
3 11，16，12（9，5，15）4（6，13）（1，2）8（3，10，14）17＝7 4 ・（11，16）（12，15）5（9，6）（4，13）（1，2，8）（10，14）3，17－7

勝馬の
紹 介

エアロロノア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2019．12．21 阪神3着

2017．3．6生 牡3鹿 母 エアワンピース 母母 エアメサイア 8戦2勝 賞金 23，578，000円
〔発走状況〕 ライチェフェイス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※ザスリーサーティ号・ファントムグレイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3404412月13日 曇 良 （2阪神6） 第4日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走13時55分 （1000万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

813 ナンヨープランタン 牡5黒鹿57 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B464－ 21：33．5 4．4�
710 タイセイメガロス 牡3鹿 56 C．ルメール 田中 成奉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 458＋10 〃 クビ 2．2�
33 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 480＋ 21：33．6� 6．2�
711 メイショウカミシマ 牡6黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 458＋ 2 〃 ハナ 99．3�
22 ヘブンリーデイズ 牡5鹿 57

56 ☆団野 大成 �サンデーレーシング 吉岡 辰弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 61：33．92 84．1�

57 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 484＋ 61：34．0クビ 21．7


812 ジュンライトボルト 牡3鹿 56 藤井勘一郎河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋12 〃 クビ 8．2�
69 	 ニシノアップルパイ 牡6鹿 57 和田 竜二西山 茂行氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 506－131：34．31� 78．6�
11 クラサーヴィツァ 牝4栗 55 福永 祐一椎名 節氏 武 英智 洞
湖 レイクヴィラファーム B464＋ 21：34．4� 13．2
45 リュクスポケット 牡5栗 57 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 520－ 2 〃 アタマ 13．3�
56 	 アルディテッツァ 牡4鹿 57 池添 謙一	G1レーシング 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500＋ 61：34．93 44．8�
44 キボウノダイチ �5黒鹿57 松若 風馬三宅 勝俊氏 杉山 晴紀 浦河 カナイシスタッド 498＋ 21：35．0� 26．9�
68 コパノピエール 牡6鹿 57 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 496± 01：35．42 221．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，377，700円 複勝： 62，843，900円 枠連： 16，773，400円
馬連： 76，954，900円 馬単： 35，678，600円 ワイド： 63，995，800円
3連複： 108，479，100円 3連単： 153，262，800円 計： 569，366，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 120円 � 110円 � 150円 枠 連（7－8） 330円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 200円 �� 320円 �� 300円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 4，090円

票 数

単勝票数 計 513777 的中 � 91553（2番人気）
複勝票数 計 628439 的中 � 131546（2番人気）� 165332（1番人気）� 88351（3番人気）
枠連票数 計 167734 的中 （7－8） 40523（1番人気）
馬連票数 計 769549 的中 �� 125344（1番人気）
馬単票数 計 356786 的中 �� 26504（2番人気）
ワイド票数 計 639958 的中 �� 95975（1番人気）�� 48022（3番人気）�� 51577（2番人気）
3連複票数 計1084791 的中 ��� 99813（1番人気）
3連単票数 計1532628 的中 ��� 29917（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―11．8―11．4―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．4―47．2―58．6―1：10．2―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．9
3 ・（4，8）（6，9）1（2，7）（10，12）－（3，13）5，11 4 8，4（1，6，9）（2，7）（10，12）3，13－5，11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナンヨープランタン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．6．18 函館1着

2015．2．8生 牡5黒鹿 母 テキサスルビー 母母 ストレイトフロムテキサス 27戦3勝 賞金 62，329，000円



3404512月13日 曇 良 （2阪神6） 第4日 第9競走 ��
��2，200�オリオンステークス

発走14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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

67 ダンスディライト 牡4黒鹿57 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 496＋ 42：13．9 6．0�
22 ヒートオンビート 牡3鹿 55 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 474± 02：14．0� 1．6�
79 ディアマンミノル 牡3栗 55 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 460＋ 22：14．11 7．4�
33 ベ レ ヌ ス 牡3鹿 55 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＋ 42：14．31	 6．9�
812 ス ヴ ァ ル ナ 牡5黒鹿57 横山 武史 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 514－ 22：14．51� 12．4�
11 ハンターバレー 牡4栗 57 丹内 祐次村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 486－ 42：14．6� 254．0	
56 アーデントリー 牡4鹿 57 和田 竜二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 448－ 6 〃 アタマ 47．9

710 サウンドバーニング 牡8鹿 57 団野 大成増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B422＋ 22：14．7クビ 341．7�
68 バレーノロッソ 牡5栗 57 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 504＋ 62：14．91	 49．1�
44 タイセイモナーク 牡4鹿 57 吉田 隼人田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 496＋182：15．32� 47．9
811 ヘリファルテ 牡6鹿 57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482－102：15．83 89．5�
55 ウォーターパルフェ 牡5鹿 57 武 豊山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 490－ 22：16．11
 45．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 61，849，700円 複勝： 211，319，500円 枠連： 18，032，300円
馬連： 103，768，200円 馬単： 62，132，800円 ワイド： 80，333，600円
3連複： 163，002，300円 3連単： 300，856，500円 計： 1，001，294，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 130円 � 110円 � 160円 枠 連（2－6） 400円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 190円 �� 510円 �� 240円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 7，510円

票 数

単勝票数 計 618497 的中 � 82307（2番人気）
複勝票数 計2113195 的中 � 143331（2番人気）� 1546249（1番人気）� 104734（4番人気）
枠連票数 計 180323 的中 （2－6） 35385（1番人気）
馬連票数 計1037682 的中 �� 192734（1番人気）
馬単票数 計 621328 的中 �� 31893（5番人気）
ワイド票数 計 803336 的中 �� 128769（1番人気）�� 33868（5番人気）�� 89518（3番人気）
3連複票数 計1630023 的中 ��� 162619（1番人気）
3連単票数 計3008565 的中 ��� 32020（16番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．7―13．4―12．6―12．2―12．1―11．3―11．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―25．1―37．8―51．2―1：03．8―1：16．0―1：28．1―1：39．4―1：50．7―2：02．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダンスディライト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．5 中山3着

2016．2．4生 牡4黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 16戦4勝 賞金 71，484，000円
※ベレヌス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3404612月13日 曇 良 （2阪神6） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

さかい

堺 ス テ ー ク ス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

714 タ イ サ イ 牡4栗 57 荻野 琢真椎名 節氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大
作ステーブル 480－ 61：53．7 7．4�

611 カフジキング 牡7鹿 57 小崎 綾也加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 458－ 61：53．91� 17．1�
48 マイネルアンファン 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 516－ 2 〃 ハナ 188．8�
23 エンダウメント 牡4黒鹿57 松山 弘平ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 4 〃 ハナ 7．7�
12 クレスコブレイブ 牡6栗 57 森 一馬堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B518－ 21：54．0	 26．7�
35 アフターバーナー 
6鹿 57 池添 謙一ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B512－ 81：54．1� 119．8	
612 ス ペ ク タ ー 牝6鹿 55 岩田 康誠川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 B512－ 21：54．2	 18．2

36 ダノンロイヤル 牡5鹿 57 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 552＋121：54．3クビ 35．4�
816� ツブラナヒトミ 牡5栗 57 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 508＋ 41：54．4	 10．0�
11 キッズアガチャー 牡3鹿 56 小牧 太瀬谷 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 554＋ 6 〃 アタマ 18．9�
815 エ ス ト 牝4鹿 55 藤岡 佑介大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480－ 81：54．72 45．7�
24 サンライズセナ 牡5栗 57 北村 友一松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 496＋121：55．02 8．6�
713 グ ア ン 牝5栗 55 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 492＋ 81：55．21� 5．1�
47 スマートランウェイ 牝4芦 55 C．ルメール 大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 杵臼牧場 504－ 41：55．83	 4．1�
59 メイショウソテツ 牡4青 57 西村 淳也松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 B510－ 61：57．07 39．8�
510 サクラルーフェン 牡4黒鹿57 浜中 俊�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 446－141：58．27 21．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，268，200円 複勝： 108，932，000円 枠連： 40，008，500円
馬連： 176，977，500円 馬単： 67，705，000円 ワイド： 139，096，400円
3連複： 295，287，000円 3連単： 312，095，700円 計： 1，210，370，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 290円 � 400円 � 3，190円 枠 連（6－7） 1，070円

馬 連 �� 7，900円 馬 単 �� 19，390円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 13，950円 �� 43，680円

3 連 複 ��� 523，790円 3 連 単 ��� 2，046，520円

票 数

単勝票数 計 702682 的中 � 75516（3番人気）
複勝票数 計1089320 的中 � 111600（4番人気）� 73478（7番人気）� 7673（16番人気）
枠連票数 計 400085 的中 （6－7） 29843（3番人気）
馬連票数 計1769775 的中 �� 17912（32番人気）
馬単票数 計 677050 的中 �� 2793（80番人気）
ワイド票数 計1390964 的中 �� 15561（30番人気）�� 2636（94番人気）�� 839（116番人気）
3連複票数 計2952870 的中 ��� 451（476番人気）
3連単票数 計3120957 的中 ��� 122（2418番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．7―12．7―12．5―12．5―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―38．0―50．7―1：03．2―1：15．7―1：28．2―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3
9（13，14）（10，11，16）（4，15）（2，7）3，1－8，6，12，5・（9，13，14）16（10，11）（4，2，15）（1，8，7）3（12，6）－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タ イ サ イ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．6．16 阪神8着

2016．2．9生 牡4栗 母 プリティスター 母母 ベストゾーン 17戦4勝 賞金 62，157，000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16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アヴァンセ号・ウインフォルティス号・エターナルヴィテス号・ゲンパチルシファー号・サンラモンバレー号・

スズカフロンティア号・タイガーインディ号・ダンサクドゥーロ号・ハギノリュクス号・バンクオブクラウズ号・
ビッグアイランド号・プロスパラスデイズ号・マリオ号・ライデンバローズ号・ライトウォーリア号・
リフトトゥヘヴン号

２レース目



3404712月13日 曇 良 （2阪神6） 第4日 第11競走
第72回農林水産省賞典

��
��1，600�阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ）

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

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：32．4
1：32．3
1：32．7

良
良
良

36 ソ ダ シ 牝2白 54 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472－ 41：33．1 3．2�

47 サトノレイナス 牝2鹿 54 C．ルメール �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 ハナ 4．4�
611 ユーバーレーベン 牝2青鹿54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 470－141：33．2クビ 30．0�
818 メイケイエール 牝2鹿 54 武 豊名古屋競馬� 武 英智 安平 ノーザンファーム 458± 01：33．3� 4．7�
48 ヨ カ ヨ カ 牝2黒鹿54 福永 祐一岡 浩二氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 454＋ 41：33．51� 52．4�
612 オパールムーン 牝2鹿 54 横山 典弘�NICKS 昆 貢 日高 前野牧場 430－ 61：33．6� 12．7	
23 ジェラルディーナ 牝2鹿 54 岩田 康誠 
サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 428－ 4 〃 アタマ 30．7�
35 サ ル ビ ア 牝2栗 54 松山 弘平岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 454－ 21：33．81	 167．5�
713 アオイゴールド 牝2黒鹿54 団野 大成鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 462－ 21：34．01	 232．0
12 ル ク シ オ ン 牝2黒鹿54 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 熊本 ストームファーム
コーポレーション 418－ 2 〃 ハナ 229．9�

715 エイシンヒテン 牝2栗 54 松若 風馬�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 450＋ 2 〃 クビ 30．6�
24 リ ン ゴ ア メ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 436± 01：34．1� 212．8�
11 ウインアグライア 牝2鹿 54 横山 武史�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 8 〃 ハナ 138．9�
816 インフィナイト 牝2黒鹿54 北村 友一 
サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－ 41：34．41� 5．9�
59 ナムラメーテル 牝2青鹿54 和田 竜二奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 新ひだか 八田ファーム 430－ 4 〃 ハナ 339．5�
817 フ ラ リ オ ナ 牝2青鹿54 浜中 俊大冨 智弘氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 412－ 2 〃 クビ 104．7�
510 シゲルピンクルビー 牝2栗 54 幸 英明森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 470－101：34．72 56．9�
714 ポールネイロン 牝2鹿 54 藤岡 佑介前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432－ 61：35．33� 31．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 745，727，100円 複勝： 768，437，500円 枠連： 355，545，200円 馬連： 1，703，113，400円 馬単： 764，235，400円
ワイド： 1，153，468，400円 3連複： 3，222，150，900円 3連単： 4，929，361，100円 5重勝： 839，426，700円 計： 14，481，465，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 170円 � 450円 枠 連（3－4） 620円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，200円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 17，260円

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

キャリーオーバー なし����� 1，550，900円

票 数

単勝票数 計7457271 的中 � 1866955（1番人気）
複勝票数 計7684375 的中 � 1537718（1番人気）� 1284227（2番人気）� 321343（6番人気）
枠連票数 計3555452 的中 （3－4） 455256（3番人気）
馬連票数 計17031134 的中 �� 1957855（1番人気）
馬単票数 計7642354 的中 �� 472549（1番人気）
ワイド票数 計11534684 的中 �� 1011351（1番人気）�� 240216（11番人気）�� 172436（16番人気）
3連複票数 計32221509 的中 ��� 513228（11番人気）
3連単票数 計49293611 的中 ��� 228460（33番人気）
5重勝票数 計8394267 的中 ����� 433

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．9―46．8―58．7―1：09．9―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．4
3 ・（8，14）（5，15）（6，10，16）4（7，9，13）（1，18）17（2，12，11）－3 4 ・（8，14）15（5，6，10，16）（4，7，9，13，18）17（1，11）12（2，3）

勝馬の
紹 介

ソ ダ シ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．12 函館1着

2018．3．8生 牝2白 母 ブ チ コ 母母 シラユキヒメ 4戦4勝 賞金 134，373，000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。
（非当選馬） 1頭 ルース号

3404812月13日 曇 良 （2阪神6） 第4日 第12競走 ��
��1，400�

あ こ う

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

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

46 � カ ミ ノ コ 牡5青鹿57 C．ルメール 門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-
ter Farm 478± 01：24．7 3．6�

713 テンテキセンセキ 牡3黒鹿56 武 豊岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470＋161：24．8	 5．5�
611 ダイシンイナリ 牡3鹿 56 岩田 康誠大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 532＋ 81：25．11
 7．6�
610� ドウドウキリシマ 牡4栗 57 松山 弘平西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B494＋ 21：25．31
 3．7�
815 ケイアイワイプ 牡3栗 56 幸 英明亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 高昭牧場 484＋ 41：25．4クビ 9．9�
34 イルミネーター 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 480－ 4 〃 クビ 12．0�
11 スズカゴーディー 牡6黒鹿57 横山 武史永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B490＋ 41：25．71	 35．8	
712 テーオーポシブル �4鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466＋101：25．8クビ 15．4

35 ブレイニーラン 牡5鹿 57 酒井 学 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 アタマ 96．9�
47 ブラックカード 牡6黒鹿57 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B468＋ 4 〃 アタマ 35．3
814 バ ク ハ ツ 牡5栗 57 西村 淳也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム B516＋161：26．22 40．9�
59 コスモビスティー 牡5鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 490＋ 4 〃 ハナ 410．7�
58 ニホンピロマドン 牡5鹿 57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B540＋101：26．51	 153．9�
22 サ ノ ハ ニ ー 牝3黒鹿54 団野 大成佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 470－ 61：27．03 56．1�
23 アカツキジョー 牡5栗 57 松若 風馬河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 498＋ 8 〃 ハナ 28．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 123，415，500円 複勝： 163，085，100円 枠連： 50，518，500円
馬連： 253，256，200円 馬単： 100，902，000円 ワイド： 210，613，900円
3連複： 429，810，900円 3連単： 512，397，100円 計： 1，843，999，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 210円 � 250円 枠 連（4－7） 790円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 540円 �� 770円 �� 870円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 16，090円

票 数

単勝票数 計1234155 的中 � 270900（1番人気）
複勝票数 計1630851 的中 � 267589（2番人気）� 202120（3番人気）� 155610（4番人気）
枠連票数 計 505185 的中 （4－7） 50561（3番人気）
馬連票数 計2532562 的中 �� 165465（3番人気）
馬単票数 計1009020 的中 �� 37561（4番人気）
ワイド票数 計2106139 的中 �� 107296（4番人気）�� 71361（6番人気）�� 62454（8番人気）
3連複票数 計4298109 的中 ��� 87928（6番人気）
3連単票数 計5123971 的中 ��� 25465（25番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．2―12．3―12．0―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．8―48．1―1：00．1―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カ ミ ノ コ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Woodman デビュー 2017．8．12 新潟9着

2015．5．15生 牡5青鹿 母 Star Mullein 母母 Devil’s Needle 36戦3勝 賞金 74，691，000円
〔制裁〕 バクハツ号の騎手西村淳也は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

５レース目



（2阪神6）第4日 12月13日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

326，170，000円
8，210，000円
33，380，000円
3，230，000円
39，310，000円
75，659，500円
5，396，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
1，379，875，400円
1，924，982，000円
565，171，900円
2，738，650，400円
1，258，982，700円
2，048，903，000円
4，898，091，000円
7，106，524，200円
839，426，700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 22，760，607，300円

総入場人員 3，473名 （有料入場人員 2，820名）
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