
3407312月26日 晴 良 （2阪神6） 第7日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時00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

59 シゲルメダリスト 牡2鹿 55 岩田 望来森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 474－ 41：13．3 72．4�
12 ウェーブメジャー 牡2鹿 55 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 472＋ 21：13．72� 14．0�
24 シエルブルー 牡2鹿 55

54 ☆団野 大成 �YGGホースクラブ 渡辺 薫彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 468± 01：13．8� 3．2�

48 マクシミリアン 牡2栗 55 太宰 啓介�ターフ・スポート奥村 豊 日高 奥山 博 448－ 21：14．01 74．1�
47 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 534＋ 41：14．32 4．7	
23 リゾートタイム 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新礒川 正明氏 新谷 功一 新ひだか 片岡 博 460＋10 〃 クビ 464．3

612 タ カ ミ ズ 牝2栗 54

53 ☆森 裕太朗清水 義德氏 吉田 直弘 浦河 ヒダカフアーム 446＋ 6 〃 アタマ 10．6�
11 メイショウヨシテル 牡2黒鹿55 松山 弘平松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 466＋16 〃 ハナ 3．0
35 イロエンピツ 牝2黒鹿54 古川 吉洋内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 458＋ 41：14．51� 92．3�
816 ロードサージュ 牡2栗 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 444＋ 41：14．6クビ 14．7�
611 ベイビーアッシュ 牡2芦 55 �島 克駿大塚Ry’sCLUB 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 536＋ 41：15．13 14．5�
36 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 450－ 21：15．2� 21．3�
713 ヤ イ ロ 牝2栗 54 長岡 禎仁�ターフ・スポート高橋 康之 浦河 市川牧場 478＋ 41：15．4� 152．2�
815 スペランツァチャム 牝2青鹿54 城戸 義政折手 邦雄氏 新谷 功一 新ひだか 折手牧場 426－ 61：16．35 474．8�
510 ゴールドクルーガー 牡2鹿 55 藤懸 貴志菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 長浜牧場 416± 01：17．47 561．2�
714 サンデンビスタ 牝2鹿 54 加藤 祥太山田 春枝氏 西橋 豊治 新ひだか 高橋フアーム 416－ 81：17．5� 613．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，376，200円 複勝： 68，533，600円 枠連： 11，583，900円
馬連： 71，436，600円 馬単： 31，722，200円 ワイド： 61，276，700円
3連複： 114，907，100円 3連単： 123，877，500円 計： 525，713，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，240円 複 勝 � 1，120円 � 450円 � 160円 枠 連（1－5） 6，640円

馬 連 �� 24，200円 馬 単 �� 61，310円

ワ イ ド �� 7，660円 �� 2，380円 �� 940円

3 連 複 ��� 19，050円 3 連 単 ��� 158，670円

票 数

単勝票数 計 423762 的中 � 4681（9番人気）
複勝票数 計 685336 的中 � 12234（9番人気）� 33771（7番人気）� 159689（1番人気）
枠連票数 計 115839 的中 （1－5） 1351（17番人気）
馬連票数 計 714366 的中 �� 2434（39番人気）
馬単票数 計 317222 的中 �� 388（82番人気）
ワイド票数 計 612767 的中 �� 1999（44番人気）�� 6559（22番人気）�� 17407（12番人気）
3連複票数 計1149071 的中 ��� 4522（54番人気）
3連単票数 計1238775 的中 ��� 566（393番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―12．1―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．3―47．4―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．0
3 2（7，16）－（1，9，11）（6，12）3（4，5，8，13）－10，15，14 4 ・（2，7）16（9，11）1（6，12）（3，8）5，4－13，10，15，14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルメダリスト �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2020．12．5 阪神7着

2018．5．9生 牡2鹿 母 バンビーナココ 母母 スプリングバンブー 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドクルーガー号・サンデンビスタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

1月26日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トムティット号

3407412月26日 晴 良 （2阪神6） 第7日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時25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

58 ケイアイシェルビー 牡2鹿 55 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 平田 修 新冠 隆栄牧場 B486＋ 21：54．9 12．3�
22 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 466－ 41：55．53� 6．7�
610 リ ヴ ェ ッ ト 牡2鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース上村 洋行 千歳 社台ファーム 482＋ 41：55．6� 2．9�
59 ハイエストポイント 牡2青鹿55 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 41：56．23� 12．9	
34 サンライズヴェリテ 牡2芦 55 加藤 祥太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 442＋ 21：56．51� 24．7

815 メイショウマントル 牡2鹿 55 田中 健松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 510＋ 21：57．56 42．4�
611 ビシャモンテン 牡2青 55 幸 英明市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 平取 坂東牧場 496－ 41：57．6� 3．3�
47 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 484－ 41：58．23� 209．7
712 サノノバーディ 牡2鹿 55

54 ☆菅原 明良佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 460± 01：58．3� 344．1�
46 ラストチケット 牡2栗 55

54 ☆亀田 温心 �吉澤ホールディングス 石坂 正 浦河 カケハムポニークラブ 484± 01：58．51	 493．4�
713 ゼンダンリュウ 牡2鹿 55 
島 良太渡邊 善男氏 飯田 雄三 日高 広中 稔 490＋ 21：58．6� 42．1�
814� アメリカンマッハ 牡2鹿 55 浜中 俊 �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

502－ 2 〃 ハナ 5．4�
35 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 446－ 21：58．81 61．0�
23 ヴォスペランツァ 牡2鹿 55 松若 風馬ディアレストクラブ� 加用 正 日高 戸川牧場 482－ 21：59．65 512．7�
11 マスケティアーズ 牡2黒鹿 55

52 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 462＋ 41：59．7クビ 182．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，813，300円 複勝： 50，460，100円 枠連： 10，968，300円
馬連： 60，510，400円 馬単： 26，364，800円 ワイド： 45，468，500円
3連複： 85，675，900円 3連単： 95，627，000円 計： 412，888，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 340円 � 170円 � 140円 枠 連（2－5） 2，270円

馬 連 �� 4，310円 馬 単 �� 8，690円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 990円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 36，330円

票 数

単勝票数 計 378133 的中 � 24488（5番人気）
複勝票数 計 504601 的中 � 28277（6番人気）� 77302（3番人気）� 114537（1番人気）
枠連票数 計 109683 的中 （2－5） 3742（8番人気）
馬連票数 計 605104 的中 �� 11556（11番人気）
馬単票数 計 263648 的中 �� 2274（30番人気）
ワイド票数 計 454685 的中 �� 7506（17番人気）�� 11219（10番人気）�� 38920（2番人気）
3連複票数 計 856759 的中 ��� 16156（12番人気）
3連単票数 計 956270 的中 ��� 1908（119番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．9―12．8―12．5―12．8―12．7―13．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―38．1―50．9―1：03．4―1：16．2―1：28．9―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．7
1
3
・（8，9）（13，14）（2，10）（1，4，11）（5，15）3－（6，7）－12・（8，9）（13，14）2（10，11）（1，4）－（3，5）6（12，15）－7

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

勝馬の
紹 介

ケイアイシェルビー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smarty Jones デビュー 2020．11．21 阪神8着

2018．5．3生 牡2鹿 母 ケイアイガーベラ 母母 アンナステルツ 3戦1勝 賞金 5，100，000円
※サノノバーディ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第６回 阪神競馬 第７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



3407512月26日 晴 良 （2阪神6） 第7日 第3競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走10時55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

612 ホッコーカリュウ 牝2鹿 54 浜中 俊北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 476＋161：26．1 73．8�
23 メイショウミツヒデ 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 486－ 21：26．52� 6．1�
48 ノーブルグレイス 牝2鹿 54 岩田 望来吉木 伸彦氏 宮本 博 平取 稲原牧場 450± 01：26．71� 16．1�
510 シューラヴァラ 牡2黒鹿55 松山 弘平高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 456＋ 6 〃 ハナ 7．4�
611 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 496－ 61：26．8� 2．5

59 	 ウォータークレスト 牡2黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗吉田 千津氏 角居 勝彦 英 Shadai Farm 462＋14 〃 ハナ 34．5�
47 ト ウ リ ュ ウ 牡2栗 55 小崎 綾也甘糟 麗子氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 444－ 21：27．12 12．9�
36 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 492＋ 21：27．2� 24．8
12 ベストオブラック 牡2鹿 55 水口 優也グリーンスウォード羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 492＋ 61：27．3
 160．7�
714 ワイディドゥバイ 牡2鹿 55 幸 英明安田 一彦氏 新谷 功一 新ひだか 平野牧場 482＋ 4 〃 アタマ 35．5�
816 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 454＋ 61：27．61
 52．2�
24 ロードフェイロン 牡2鹿 55 西村 淳也 �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± 01：27．8
 150．2�
713 ピエナパプリカ 牡2栗 55 太宰 啓介本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 浦河 岡本 昌市 B452＋ 6 〃 ハナ 97．6�
11 ハイフォース 牡2栗 55 松若 風馬�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 450± 01：29．07 146．7�
815 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 538－ 21：29．1� 3．7�
35 ブレイリーマックス 牡2青 55

52 ▲泉谷 楓真村上 憲政氏 上村 洋行 新ひだか 岡田牧場 468＋ 61：29．52� 429．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，948，100円 複勝： 81，353，600円 枠連： 13，465，300円
馬連： 78，130，800円 馬単： 36，051，200円 ワイド： 74，751，300円
3連複： 120，529，000円 3連単： 132，733，800円 計： 586，963，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，380円 複 勝 � 1，780円 � 260円 � 400円 枠 連（2－6） 900円

馬 連 �� 20，530円 馬 単 �� 47，350円

ワ イ ド �� 5，100円 �� 12，080円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 92，520円 3 連 単 ��� 712，820円

票 数

単勝票数 計 499481 的中 � 5408（11番人気）
複勝票数 計 813536 的中 � 10219（11番人気）� 95715（4番人気）� 53118（6番人気）
枠連票数 計 134653 的中 （2－6） 11474（3番人気）
馬連票数 計 781308 的中 �� 3138（40番人気）
馬単票数 計 360512 的中 �� 571（89番人気）
ワイド票数 計 747513 的中 �� 3742（39番人気）�� 1565（67番人気）�� 14536（16番人気）
3連複票数 計1205290 的中 ��� 977（161番人気）
3連単票数 計1327338 的中 ��� 135（999番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．1―12．5―12．3―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．7―48．2―1：00．5―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F37．9
3 11，12（3，14）（9，15）13（2，7，10）（4，6）（1，8）16－5 4 ・（11，12）（3，14）（9，15）2（10，13，6）7－（4，8）（1，16）＝5

勝馬の
紹 介

ホッコーカリュウ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 アドマイヤジャパン デビュー 2020．8．15 小倉15着

2018．4．9生 牝2鹿 母 ホッコーザムーン 母母 ネスカベミューズ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 キリーティー号は，競走中に疾病〔鼻出血並びに心房細動〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キリーティー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年1月26日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サンブエナパーク号・ヒルノアローザ号

3407612月26日 晴 良 （2阪神6） 第7日 第4競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走11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

35 ヴァリアメンテ 牡2青鹿55 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460 ―1：48．3 17．7�

12 サトノラムセス 牡2鹿 55 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 474 ― 〃 ハナ 3．1�
24 エイカイステラ 牝2鹿 54 岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 アタマ 9．7�
47 � リエンカウンター 牝2栗 54

53 ☆団野 大成ゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 464 ―1：48．93� 14．3�
714 アメイジングタイム 牡2鹿 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 426 ―1：49．11	 5．1	
510 デスティノアーラ 牝2鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 422 ―1：49．2クビ 11．3

816 サンライズヘリオス 牡2黒鹿55 田辺 裕信松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 482 ― 〃 クビ 6．8�
713 サツキハピネス 牝2黒鹿54 幸 英明小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 452 ―1：49．3� 14．5�
612 フランチャコルタ 牝2鹿 54 長岡 禎仁永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 470 ―1：49．51 219．3
48 セルディアーナ 牝2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 518 ―1：49．6� 7．5�
611 テリオスマナ 牝2黒鹿54 
島 克駿鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 村下 清志 462 ― 〃 クビ 92．4�
11 タガノキャンディ 牝2黒鹿 54

53 ☆亀田 温心八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 456 ―1：49．7� 88．8�

818 クイーンネモシン 牝2黒鹿54 国分 優作星加 浩一氏 坂口 智康 様似 富田 恭司 432 ― 〃 クビ 266．5�
23 スイートフェンネル 牝2鹿 54 藤井勘一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 454 ―1：49．8クビ 127．2�
817 トーホウミトラ 牡2鹿 55 川島 信二東豊物産� 新谷 功一 新ひだか 折手牧場 486 ―1：50．11� 180．2�
36 リオンドール 牡2黒鹿55 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 536 ―1：50．52� 54．6�
59 ナムラロクロー 牡2鹿 55 太宰 啓介奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 ナカノファーム 530 ― 〃 クビ 299．1�
715 メイショウコチカゼ 牝2栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 540 ―1：56．5大差 288．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，446，100円 複勝： 73，389，700円 枠連： 16，288，800円
馬連： 74，705，300円 馬単： 30，105，300円 ワイド： 62，408，300円
3連複： 100，332，700円 3連単： 102，404，600円 計： 514，080，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 500円 � 160円 � 280円 枠 連（1－3） 3，300円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 8，590円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 2，470円 �� 660円

3 連 複 ��� 10，280円 3 連 単 ��� 70，300円

票 数

単勝票数 計 544461 的中 � 24519（9番人気）
複勝票数 計 733897 的中 � 30762（9番人気）� 153524（1番人気）� 64204（5番人気）
枠連票数 計 162888 的中 （1－3） 3820（16番人気）
馬連票数 計 747053 的中 �� 16089（18番人気）
馬単票数 計 301053 的中 �� 2627（41番人気）
ワイド票数 計 624083 的中 �� 11200（20番人気）�� 6247（31番人気）�� 25749（4番人気）
3連複票数 計1003327 的中 ��� 7319（40番人気）
3連単票数 計1024046 的中 ��� 1056（273番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．1―49．5―1：01．8―1：14．1―1：25．4―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァリアメンテ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Dynaformer 初出走

2018．5．6生 牡2青鹿 母 ヴァリディオル 母母 ヴ ァ レ ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アメイジングタイム号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：17

番）
〔その他〕 メイショウコチカゼ号は，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。
※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。
（非当選馬） 2頭 パネットーネ号・ラムダ号



3407712月26日 晴 良 （2阪神6） 第7日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時15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

33 テイエムベンチャー 牡2鹿 55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 厚賀古川牧場 500 ―1：57．7 1．8�
79 ヴァンヤール 牡2栗 55 加藤 祥太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 530 ―1：58．23 9．9�
11 メイショウフンジン 牡2黒鹿55 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 510 ― 〃 クビ 18．4�
78 ランスオブマルス 牡2栗 55

52 ▲泉谷 楓真五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478 ―1：59．58 69．7�
67 クレスコロッキー 牡2鹿 55 和田 竜二堀川 三郎氏 飯田 雄三 日高 木村牧場 524 ―1：59．6� 18．3�
811 バ ケ ル 牡2青鹿55 松若 風馬ケーエスHD 平田 修 新冠 小泉牧場 486 ―2：00．02� 9．8	
810 ディープシーテッド 牝2栗 54 池添 謙一山田 裕仁氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 450 ―2：00．31� 4．9

44 ロードギガース 牡2栗 55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか 棚川 光男 512 ―2：00．61� 14．5�
66 サンライズスカイ 牡2栗 55 西村 淳也松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 500 ―2：01．02� 18．8�
55 ワンダーピュルテ 牝2栗 54 幸 英明山本 能成氏 河内 洋 新ひだか 米田牧場 502 ―2：01．21	 18．2
22 リッカルーフ 牝2芦 54

53 ☆団野 大成立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 西村牧場 418 ―2：08．0大差 60．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 45，880，500円 複勝： 51，845，800円 枠連： 11，281，700円
馬連： 56，896，600円 馬単： 32，142，500円 ワイド： 50，185，600円
3連複： 77，774，700円 3連単： 116，624，500円 計： 442，631，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 220円 � 330円 枠 連（3－7） 910円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 330円 �� 790円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 17，230円

票 数

単勝票数 計 458805 的中 � 194818（1番人気）
複勝票数 計 518458 的中 � 170997（1番人気）� 50596（3番人気）� 28411（6番人気）
枠連票数 計 112817 的中 （3－7） 9601（2番人気）
馬連票数 計 568966 的中 �� 52187（2番人気）
馬単票数 計 321425 的中 �� 19847（2番人気）
ワイド票数 計 501856 的中 �� 43289（2番人気）�� 15828（10番人気）�� 5317（31番人気）
3連複票数 計 777747 的中 ��� 11433（17番人気）
3連単票数 計1166245 的中 ��� 4907（50番人気）

ハロンタイム 13．4―12．0―14．8―13．7―12．5―13．3―12．9―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．4―40．2―53．9―1：06．4―1：19．7―1：32．6―1：45．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．0
1
3
・（2，5）10（1，11）8（4，3）（9，7）－6・（11，3）（1，10）（5，4，8）（2，6）（9，7）

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

勝馬の
紹 介

テイエムベンチャー �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2018．4．20生 牡2鹿 母 ゼリービーン 母母 ジュエルヒル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ディープシーテッド号の騎手池添謙一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカルーフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月26日まで平地競走に

出走できない。

3407812月26日 晴 良 （2阪神6） 第7日 第6競走 ��
��1，400�2歳1勝クラス

発走12時45分 （500万円以下） （芝・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
1：20．1
1：20．1

良
良

33 ファルヴォーレ 牡2芦 55 幸 英明杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 448＋ 61：20．7 21．7�
11 ヴェールクレール 牝2黒鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 4．4�
55 グレイイングリーン 牡2芦 55 松山 弘平青芝商事� 池江 泰寿 安平 追分ファーム 494＋ 81：20．91� 1．5�
22 メイショウフンケイ 牡2栗 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 516＋ 21：21．32� 49．4�
88 マイネルジェロディ 牡2青鹿55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 21：21．62 6．4	
66 ウイングリュック 牡2青鹿55 松若 風馬�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 496＋ 81：21．7クビ 40．8

44 エイシンピクセル 牝2栗 54 岩田 望来�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 452＋ 21：21．91� 22．6�
89 ド リ ア ー ド 牝2青鹿 54

53 ☆団野 大成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 460＋ 2 〃 クビ 11．8�

77 エイボンクリフ 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 勝己氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B414－ 21：22．21	 135．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 60，043，900円 複勝： 212，373，600円 枠連： 10，823，400円
馬連： 75，298，600円 馬単： 49，100，300円 ワイド： 64，813，800円
3連複： 97，864，700円 3連単： 236，120，100円 計： 806，438，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 210円 � 130円 � 110円 枠 連（1－3） 3，880円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 9，350円

ワ イ ド �� 630円 �� 390円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 18，930円

票 数

単勝票数 計 600439 的中 � 22047（5番人気）
複勝票数 計2123736 的中 � 60560（5番人気）� 149980（2番人気）� 1615510（1番人気）
枠連票数 計 108234 的中 （1－3） 2157（10番人気）
馬連票数 計 752986 的中 �� 18155（10番人気）
馬単票数 計 491003 的中 �� 3936（21番人気）
ワイド票数 計 648138 的中 �� 21167（9番人気）�� 36952（5番人気）�� 132636（1番人気）
3連複票数 計 978647 的中 ��� 68209（3番人気）
3連単票数 計2361201 的中 ��� 9040（56番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―10．9―11．0―11．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．8―44．8―56．2―1：08．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファルヴォーレ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2020．6．6 阪神6着

2018．2．12生 牡2芦 母 フリティラリア 母母 リ リ ウ ム 6戦2勝 賞金 17，870，000円



3407912月26日 晴 良 （2阪神6） 第7日 第7競走 ��
��1，600�2020ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド阪神第1戦

発走13時15分 （地方騎手招待） （芝・右・外）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

24 スカーフェイス 牡4鹿 57 吉井 章�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 460＋ 41：33．8 13．3�
（大井）

36 アドマイヤミモザ 牝3黒鹿54 塚本 雄大近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋121：34．33 9．7�
（高知）

11 ノストラダムス 牡5鹿 57 池谷 匠翔岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 504－ 41：34．4� 18．2�
（川崎）

48 ニホンピロスクーロ 	3青鹿56 細川 智史小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 496＋14 〃 クビ 31．2�
（愛知）

47 エールヴィオレ 牝3栗 54 亀田 温心佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 452＋ 21：34．5クビ 11．1�
713 ナリタブレード 牡3黒鹿56 金山 昇馬	オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 512＋ 4 〃 クビ 4．0


（佐賀）

12 
 レッドエーデル 牝3黒鹿54 団野 大成 	東京ホースレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 446－ 41：35．13� 28．8�
815 サトノヴィーナス 牝3鹿 54 出水 拓人 	サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム B470－ 21：35．52� 4．0�

（佐賀）

23 サンライズクロンヌ 牡7栗 57 川又 賢治松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 B502± 01：35．6クビ 8．7
714 フェスタマドンナ 牝5鹿 55 仲原 大生服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 524＋ 81：35．7� 108．7�
（大井）

35 メイショウラツワン 牡3鹿 56 岩田 望来松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 490± 01：35．8クビ 5．7�
816
 ブックウエスト 牝3鹿 54 秋山 稔樹西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 佐藤 静子 438－ 21：35．9� 248．7�
611 ウインベイランダー 牡3芦 56 福原 杏	ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 480－ 41：36．0� 26．2�

（浦和）

612 マコトジュズマル 牡4栗 57 原 優介	ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：36．53 48．0�
510 ジャストナウ 	3芦 56 小林 脩斗杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 B414± 01：37．56 236．6�
59 
 テ レ ー ザ 牝3青鹿54 菅原 明良門野 文典氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 8 〃 クビ 181．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，388，600円 複勝： 74，498，900円 枠連： 19，157，700円
馬連： 94，500，300円 馬単： 38，237，400円 ワイド： 72，112，100円
3連複： 138，945，700円 3連単： 140，466，300円 計： 625，307，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 330円 � 320円 � 560円 枠 連（2－3） 740円

馬 連 �� 6，000円 馬 単 �� 12，340円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 2，410円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 25，810円 3 連 単 ��� 150，640円

票 数

単勝票数 計 473886 的中 � 28332（7番人気）
複勝票数 計 744989 的中 � 60343（7番人気）� 64694（5番人気）� 32385（8番人気）
枠連票数 計 191577 的中 （2－3） 19934（3番人気）
馬連票数 計 945003 的中 �� 12981（21番人気）
馬単票数 計 382374 的中 �� 2323（51番人気）
ワイド票数 計 721121 的中 �� 11198（20番人気）�� 7680（29番人気）�� 6800（31番人気）
3連複票数 計1389457 的中 ��� 4037（86番人気）
3連単票数 計1404663 的中 ��� 676（481番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．5―47．1―58．4―1：09．9―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカーフェイス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．11．18 京都4着

2016．4．24生 牡4鹿 母 スプリングサンダー 母母 スプリングマンボ 11戦2勝 賞金 25，549，000円
〔制裁〕 ジャストナウ号の騎手小林脩斗は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

スカーフェイス号の騎手吉井章は，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50，000円。（被害馬：6番）
※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。

3408012月26日 晴 良 （2阪神6） 第7日 第8競走 ��
��2，200�3歳以上2勝クラス

発走13時50分 （1000万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳55�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
2：10．1
2：09．7

良
良

89 シャムロックヒル 牝3芦 53
52 ☆団野 大成 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 492＋142：14．4 9．0�

44 レターオンザサンド 牡4芦 57 藤岡 佑介小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット
ファーム 500＋ 6 〃 クビ 7．3�

77 アドマイヤポラリス 牡4鹿 57 岩田 望来近藤 旬子氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 490＋122：14．5クビ 2．5�
55 フォーラウェイ 牡7鹿 57

56 ☆亀田 温心 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 8 〃 アタマ 19．0�
22 ナ ム ラ ド ン 牡3鹿 55

54 ☆富田 暁奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 480± 02：14．71� 41．0�
11 サトノシャローム 牡3鹿 55 藤岡 康太 	サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 ハナ 2．8

66 タイセイシリウス 牡3鹿 55 西村 淳也田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 492＋102：14．8クビ 9．2�
88 ヴ ァ イ ザ ー 牡5黒鹿57 松山 弘平 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 476＋ 82：15．43	 12．5�
33 
 ザプリオレス 牡4鹿 57

54 ▲泉谷 楓真村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 506＋ 42：16．25 198．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 53，861，100円 複勝： 66，777，900円 枠連： 13，378，300円
馬連： 85，960，600円 馬単： 44，597，000円 ワイド： 63，865，500円
3連複： 109，230，200円 3連単： 223，653，900円 計： 661，324，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 230円 � 210円 � 130円 枠 連（4－8） 2，960円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 8，390円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 470円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 30，440円

票 数

単勝票数 計 538611 的中 � 47458（4番人気）
複勝票数 計 667779 的中 � 61187（4番人気）� 73654（3番人気）� 169823（2番人気）
枠連票数 計 133783 的中 （4－8） 3498（9番人気）
馬連票数 計 859606 的中 �� 15001（13番人気）
馬単票数 計 445970 的中 �� 3984（27番人気）
ワイド票数 計 638655 的中 �� 11870（14番人気）�� 35582（6番人気）�� 46766（2番人気）
3連複票数 計1092302 的中 ��� 21859（13番人気）
3連単票数 計2236539 的中 ��� 5326（107番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―13．6―12．8―12．3―12．3―12．0―11．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―35．9―49．5―1：02．3―1：14．6―1：26．9―1：38．9―1：50．6―2：02．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャムロックヒル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Tapit デビュー 2019．7．13 中京8着

2017．4．23生 牝3芦 母 ラ ラ ア 母母 Rose of Summer 13戦3勝 賞金 25，990，000円



3408112月26日 晴 良 （2阪神6） 第7日 第9競走 ��
��1，800�2020ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド阪神第2戦

発走14時25分 （地方騎手招待） （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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

59 サンライズホープ 牡3鹿 56 菅原 明良松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 546＋ 61：53．6 2．9�
714 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿56 秋山 稔樹大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 474＋ 41：54．13 3．9�
24 メイショウヨカゼ 牡3栗 56 塚本 雄大松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 534＋101：54．52� 10．8�

（高知）

48 レッドエンヴィー 牡4鹿 57 金山 昇馬 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496－ 21：54．6� 93．1�
（佐賀）

35 スキッピングロック 牡4鹿 57 団野 大成 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 478＋261：55．02� 27．2	
11 ウォータービルド 牡6鹿 57 仲原 大生山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 508± 0 〃 アタマ 16．5


（大井）

36 フレイムウィングス 牡3青鹿56 小林 脩斗ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484－ 41：55．1クビ 4．0�

713 エバンタイユドール 牝3栗 54 吉井 章井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン
テンファーム 508－ 6 〃 クビ 145．5�

（大井）

611 リリーミニスター 	3芦 56 福原 杏土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 484＋ 61：55．2クビ 16．9
（浦和）

816 モリノカワセミ 牝4鹿 55 亀田 温心森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 462－ 4 〃 ハナ 29．5�
815 ハローマイディア 牡7黒鹿57 川又 賢治飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 484＋ 41：55．41
 241．7�
23 ランドジュピター 牡6鹿 57 原 優介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 472－ 21：55．5クビ 198．0�
47 フェイバリット 牡3黒鹿56 岩田 望来島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 61：55．81� 25．7�
12 クリノアントニヌス 牡6栗 57 細川 智史栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 530＋ 2 〃 アタマ 237．8�

（愛知）

612 プントファイヤー 牡3栗 56 出水 拓人嶋田 賢氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 520－ 61：55．9� 21．5�
（佐賀）

510 スズノアリュール 牡5鹿 57 池谷 匠翔新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 484－ 81：56．0� 69．4�
（川崎）

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，511，300円 複勝： 80，174，800円 枠連： 26，616，700円
馬連： 157，177，400円 馬単： 62，424，600円 ワイド： 101，109，500円
3連複： 213，508，300円 3連単： 234，471，900円 計： 941，994，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 150円 � 240円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 290円 �� 840円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 6，620円

票 数

単勝票数 計 665113 的中 � 180036（1番人気）
複勝票数 計 801748 的中 � 150085（3番人気）� 152558（2番人気）� 69113（4番人気）
枠連票数 計 266167 的中 （5－7） 41486（1番人気）
馬連票数 計1571774 的中 �� 264225（1番人気）
馬単票数 計 624246 的中 �� 65365（1番人気）
ワイド票数 計1011095 的中 �� 100226（1番人気）�� 28552（9番人気）�� 36297（4番人気）
3連複票数 計2135083 的中 ��� 68497（4番人気）
3連単票数 計2344719 的中 ��� 25657（8番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．5―12．9―12．6―12．4―12．2―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．8―50．7―1：03．3―1：15．7―1：27．9―1：40．3

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズホープ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．11．9 京都1着

2017．3．29生 牡3鹿 母 オーパスクイーン 母母 オーパスワン 8戦3勝 賞金 35，227，000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。

3408212月26日 晴 良 （2阪神6） 第7日 第10競走 ��
��2，000�

もとまち

元町ステークス
発走15時05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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

79 ヴァンランディ 牡4鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：01．3 5．1�
11 ム ジ カ 牝3鹿 54 池添 謙一ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 440－ 42：01．4クビ 4．9�
67 ミトノマルーン 牡4黒鹿57 藤岡 佑介ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 484± 0 〃 クビ 18．4�
810 ド ゥ ー カ 牡7栗 57 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 504＋ 22：01．5クビ 120．1�
55 シルヴェリオ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B514＋18 〃 ハナ 1．8	
22 スズカフューラー 牡6栗 57 藤井勘一郎永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 432＋ 22：01．81� 122．5

44 メサルティム 牝5鹿 55 団野 大成 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 466＋102：02．01	 12．7�
33 バレーノロッソ 牡5栗 57 川又 賢治 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 508＋ 4 〃 クビ 123．8�
78 マイネルウィルトス 牡4黒鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 42：02．1
 11．1
66 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 452＋ 4 〃 クビ 50．5�
811 ラクローチェ 牡4鹿 57 幸 英明畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 492＋ 82：02．52
 20．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 81，733，700円 複勝： 110，913，400円 枠連： 24，341，500円
馬連： 160，215，900円 馬単： 82，252，900円 ワイド： 113，331，400円
3連複： 228，165，200円 3連単： 410，389，800円 計： 1，211，343，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 190円 � 370円 枠 連（1－7） 840円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 390円 �� 960円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 23，050円

票 数

単勝票数 計 817337 的中 � 126327（3番人気）
複勝票数 計1109134 的中 � 184895（2番人気）� 167805（3番人気）� 61991（6番人気）
枠連票数 計 243415 的中 （1－7） 22312（3番人気）
馬連票数 計1602159 的中 �� 100193（4番人気）
馬単票数 計 822529 的中 �� 26354（9番人気）
ワイド票数 計1133314 的中 �� 81922（4番人気）�� 28959（14番人気）�� 23758（18番人気）
3連複票数 計2281652 的中 ��� 31059（20番人気）
3連単票数 計4103898 的中 ��� 12908（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―38．0―50．8―1：03．1―1：15．3―1：26．9―1：37．9―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．4
1
3
7，10，11（5，8）（4，6）3（2，9）－1・（7，10）11（5，4，6，8）3（2，9）1

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

勝馬の
紹 介

ヴァンランディ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．4 東京4着

2016．4．30生 牡4鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 13戦4勝 賞金 76，423，000円

２レース目



3408312月26日 晴 良 （2阪神6） 第7日 第11競走 ��
��1，400�第15回阪 神 カ ッ プ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 1，148，000円 328，000円 164，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

36 ダノンファンタジー 牝4鹿 55 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：19．7 9．6�
816 マルターズディオサ 牝3青鹿54 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 450＋ 41：20．01� 19．8�
612 インディチャンプ 牡5鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482＋101：20．1クビ 1．5�
59 サウンドキアラ 牝5鹿 55 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 クビ 17．5�
11 クリノガウディー 牡4栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 502＋121：20．2クビ 19．9	
23 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 478＋ 2 〃 アタマ 113．5

12 レインボーフラッグ 牡7鹿 57 岩田 望来 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 ハナ 196．2�
611	 ジャンダルム 牡5黒鹿57 荻野 極前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited B510＋10 〃 同着 44．2�
48 	 フィアーノロマーノ 牡6鹿 57 団野 大成吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 560＋ 61：20．51
 8．2
713 ブラックムーン 牡8鹿 57 和田 竜二 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 500＋ 2 〃 アタマ 544．9�
510 タマモメイトウ 牡4黒鹿57 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 490± 01：20．81� 541．0�
47 ステルヴィオ 牡5鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 ハナ 5．9�
24 ヤマカツマーメイド 牝3鹿 54 斎藤 新山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 496＋20 〃 クビ 345．1�
35 � クラヴィスオレア �4黒鹿57 木幡 育也多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 B480＋ 21：21．33 219．4�
714 キングハート 牡7鹿 57 小崎 綾也増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 500＋ 2 〃 ハナ 511．5�
815 ミッキーブリランテ 牡4鹿 57 松若 風馬野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：21．93
 354．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 291，491，300円 複勝： 559，677，300円 枠連： 95，460，200円
馬連： 693，287，300円 馬単： 343，128，900円 ワイド： 488，444，700円
3連複： 1，104，278，900円 3連単： 1，993，723，100円 計： 5，569，491，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 240円 � 330円 � 110円 枠 連（3－8） 8，040円

馬 連 �� 11，360円 馬 単 �� 24，910円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 420円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 59，980円

票 数

単勝票数 計2914913 的中 � 241070（4番人気）
複勝票数 計5596773 的中 � 281164（4番人気）� 177818（6番人気）� 3446051（1番人気）
枠連票数 計 954602 的中 （3－8） 9193（17番人気）
馬連票数 計6932873 的中 �� 50292（22番人気）
馬単票数 計3431289 的中 �� 10331（46番人気）
ワイド票数 計4884447 的中 �� 48883（23番人気）�� 319353（3番人気）�� 238568（6番人気）
3連複票数 計11042789 的中 ��� 246347（14番人気）
3連単票数 計19937231 的中 ��� 24098（148番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．4―11．3―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．0―45．4―56．7―1：08．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンファンタジー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Not For Sale デビュー 2018．6．3 東京2着

2016．1．30生 牝4鹿 母 ライフフォーセール 母母 Doubt Fire 13戦6勝 賞金 320，357，000円
※ミッキーブリランテ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3408412月26日 晴 良 （2阪神6） 第7日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走16時20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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 ワイドカント 牡3栗 56 松山 弘平幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 510－ 21：24．5 2．7�
611 フジノタカネ 牡4芦 57 池添 謙一星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B532＋ 41：24．81� 12．0�
35 	 ハードカウント 
5栗 57 小崎 綾也前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 2 〃 ハナ 435．9�
815� ハリーバローズ 牡3鹿 56 藤岡 佑介猪熊 広次氏 中内田充正 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

498＋ 61：25．12 4．9�
36 コマノゼニト 牡4鹿 57 田辺 裕信長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B480± 01：25．2� 51．5�
24 	 ア ル ベ ニ ス 牡4栗 57 和田 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 448± 01：25．3クビ 11．2�
816	 ロードアブソルート 牡4鹿 57 和田 竜二 	ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 436－ 4 〃 クビ 10．8

510 ア イ タ イ 牡4栗 57

56 ☆森 裕太朗平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 530＋121：25．4� 29．7�
59 	 トーホウシーマ 牡6栗 57 島 克駿東豊物産	 高橋 亮 日高 竹島 幸治 502－ 2 〃 ハナ 355．9�
12 ケイアイターコイズ 牡4芦 57 幸 英明 	ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 520＋ 41：25．61 6．5
612 ライトオブピース 牡6鹿 57

56 ☆団野 大成前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488＋10 〃 クビ 53．4�

714 アーデルワイゼ 牝5青鹿55 岩田 望来 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：25．7� 35．1�
713 ウインスピリタス 牡4鹿 57 松若 風馬	ウイン 杉山 晴紀 新ひだか 神垣 道弘 506＋221：26．01� 64．2�
23 � ピ ン シ ャ ン 牡3栗 56 福永 祐一冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With

Me Stables Inc. 462＋ 21：26．42 7．4�
47 	 ウェイクール 牡4鹿 57 国分 優作 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 日高 山際 辰夫 B534＋ 8 〃 クビ 244．1�
11 �	 ステラストラータ 
5鹿 57

54 ▲秋山 稔樹岡田 牧雄氏 大江原 哲 米
Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

480＋101：26．82� 209．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 146，517，100円 複勝： 178，410，600円 枠連： 52，687，000円
馬連： 272，971，400円 馬単： 106，279，600円 ワイド： 212，791，300円
3連複： 421，190，700円 3連単： 512，540，500円 計： 1，903，388，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 270円 � 7，480円 枠 連（4－6） 1，360円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 540円 �� 16，570円 �� 35，980円

3 連 複 ��� 130，910円 3 連 単 ��� 411，500円

票 数

単勝票数 計1465171 的中 � 429028（1番人気）
複勝票数 計1784106 的中 � 420235（1番人気）� 162329（6番人気）� 4313（16番人気）
枠連票数 計 526870 的中 （4－6） 30018（6番人気）
馬連票数 計2729714 的中 �� 144299（5番人気）
馬単票数 計1062796 的中 �� 36470（5番人気）
ワイド票数 計2127913 的中 �� 110428（3番人気）�� 3152（68番人気）�� 1448（92番人気）
3連複票数 計4211907 的中 ��� 2413（197番人気）
3連単票数 計5125405 的中 ��� 903（859番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．1―12．5―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．2―47．3―59．8―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイドカント �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2019．12．8 阪神2着

2017．4．21生 牡3栗 母 アンニュイブルース 母母 エ ス ピ ヨ ン 8戦3勝 賞金 34，480，000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。
（非当選馬） 1頭 モズレジーナ号
（非抽選馬） 1頭 バクハツ号

４レース目



（2阪神6）第7日 12月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

322，750，000円
13，750，000円
33，690，000円
3，190，000円
43，290，000円
75，163，500円
10，439，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
978，011，200円
1，608，409，300円
306，052，800円
1，881，091，200円
882，406，700円
1，410，558，700円
2，812，403，100円
4，322，633，000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 14，201，566，000円

総入場人員 3，307名 （有料入場人員 2，798名）
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