
3401312月5日 曇 良 （3阪神6） 第2日 第1競走 1，400�2歳未勝利
発走10時05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

46 マテンロウアイ 牝2黒鹿54 太宰 啓介寺田千代乃氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 518－ 21：26．5 1．4�
35 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± 01：26．71� 11．1�
23 シェンフォン 牝2鹿 54 団野 大成 �グリーンファーム今野 貞一 千歳 社台ファーム 440－101：27．01� 4．7�
47 エ レ ア イ ム 牝2青鹿54 西村 淳也 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 488－ 21：27．63� 84．0�
713 パルフェグラッセ 牝2栗 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 宮 徹 平取 坂東牧場 462＋ 21：27．7� 13．3	
815 ミスティファイ 牝2黒鹿54 岩田 望来 �サンデーレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：28．01� 69．7

814 ノアヴァンクール 牝2鹿 54 酒井 学槙 和美氏 清水 久詞 新冠 ハシモトフアーム 468＋ 41：28．21� 61．2�
59 ゴッドレイジング 牝2鹿 54 藤懸 貴志三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか 水上 習孝 480＋ 21：28．73 239．8�
712 キューランブラー 牝2鹿 54 小崎 綾也ディアレストクラブ� 牧田 和弥 浦河 高岸 順一 434－ 41：28．9� 586．7
34 ヤマトコウセイ 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁鈴木 正浩氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 440＋ 41：29．32� 317．5�
611 ホットジュエル 牝2栗 54 藤岡 佑介下河辺隆行氏 吉岡 辰弥 日高 下河辺牧場 476－ 41：29．4� 20．0�
11 タイセイナトゥーラ 牝2黒鹿54 和田 竜二田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか グランド牧場 446＋ 4 〃 クビ 56．6�
58 フェノメーヌ 牝2青鹿 54

53 ☆泉谷 楓真 �ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 434＋ 41：29．5� 60．2�
22 ペアブロッサム 牝2芦 54

50 ★古川 奈穂�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466－ 41：29．71 194．7�

610 ク エ ル チ ア 牝2鹿 54 中井 裕二飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 446± 01：30．23 432．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，382，600円 複勝： 120，837，400円 枠連： 10，342，000円
馬連： 55，921，900円 馬単： 31，976，200円 ワイド： 47，516，400円
3連複： 89，203，400円 3連単： 115，323，600円 計： 513，503，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（3－4） 430円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 170円 �� 180円 �� 360円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 1，660円

票 数

単勝票数 計 423826 的中 � 238165（1番人気）
複勝票数 計1208374 的中 � 932390（1番人気）� 68652（3番人気）� 69321（2番人気）
枠連票数 計 103420 的中 （3－4） 18275（2番人気）
馬連票数 計 559219 的中 �� 111244（2番人気）
馬単票数 計 319762 的中 �� 50220（1番人気）
ワイド票数 計 475164 的中 �� 81181（1番人気）�� 73068（2番人気）�� 26384（4番人気）
3連複票数 計 892034 的中 ��� 123689（1番人気）
3連単票数 計1153236 的中 ��� 50335（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．8―12．4―12．7―13．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．7―47．1―59．8―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マテンロウアイ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．10．30 阪神2着

2019．2．14生 牝2黒鹿 母 アイズオンリー 母母 アイランドファッション 2戦1勝 賞金 7，900，000円

3401412月5日 曇 良 （3阪神6） 第2日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時35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
1：45．6
1：44．5

良
良

11 � ト ル ナ ヴ ァ 牝2栗 54 団野 大成ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛
John Grogan &
Lope de Vega
Syndicate

472－ 81：48．2 1．1�
33 ク ロ ニ ク ル 牡2鹿 55 池添 謙一ゴドルフィン 田中 克典 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500± 01：48．62� 10．6�
67 � ラ ヤ ス 牡2鹿 55 岩田 康誠藤田 晋氏 森 秀行 米 Cove

Springs, LLC 518＋ 81：48．7� 27．9�
811 スクリーンアピール 牝2鹿 54 長岡 禎仁 KRジャパン 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 444＋ 6 〃 アタマ 151．7�
56 ギルトレターズ 牡2黒鹿55 和田 竜二水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 464＋ 41：48．8� 43．2�
68 クリノセキトバ 牡2鹿 55 岩田 望来栗本 博晴氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 森

本スティーブル 448＋ 21：48．9� 14．8�
79 インパクトベースン 牡2鹿 55 西村 淳也ライオンレースホース	 小崎 憲 むかわ 市川牧場 480－ 61：49．0� 8．9

812 オ ゼ イ ユ 牝2栗 54 酒井 学杉岡 時治氏 四位 洋文 新ひだか 藤原牧場 448－ 21：49．1� 57．1�
44 ヨドノマックス 牡2鹿 55 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 448＋ 21：49．31� 57．8�
55 ナムラハルク 牡2鹿 55

54 ☆富田 暁奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 494－ 21：49．5� 92．6
22 ニホンピロクレール 牝2芦 54 国分 恭介小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 462＋ 41：50．13� 216．6�

（11頭）
710 マ テ ウ ス 牡2鹿 55 横山 典弘	フクキタル 昆 貢 新冠 パカパカ

ファーム 508＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，186，600円 複勝： 41，479，000円 枠連： 9，701，000円
馬連： 16，611，800円 馬単： 10，255，500円 ワイド： 19，209，900円
3連複： 16，352，600円 3連単： 26，275，500円 計： 165，071，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 160円 � 360円 枠 連（1－3） 1，180円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 230円 �� 510円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 5，470円

票 数

単勝票数 差引計 251866（返還計171950） 的中 � 168902（1番人気）
複勝票数 差引計 414790（返還計331298） 的中 � 245617（1番人気）� 38352（4番人気）� 11118（6番人気）
枠連票数 差引計 97010（返還計 5270） 的中 （1－3） 6329（4番人気）
馬連票数 差引計 166118（返還計324163） 的中 �� 26947（2番人気）
馬単票数 差引計 102555（返還計232983） 的中 �� 12332（2番人気）
ワイド票数 差引計 192099（返還計257911） 的中 �� 25849（2番人気）�� 9125（5番人気）�� 2788（16番人気）
3連複票数 差引計 163526（返還計641860） 的中 ��� 5681（6番人気）
3連単票数 差引計 262755（返還計1133838） 的中 ��� 3477（12番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．7―12．6―12．4―12．1―11．6―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．7―48．3―1：00．7―1：12．8―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ト ル ナ ヴ ァ �
�
父 Lope de Vega �

�
母父 Dr Fong デビュー 2021．10．24 阪神2着

2019．4．5生 牝2栗 母 Bratislava 母母 Balladonia 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走除外〕 マテウス号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ヨドノマックス号の騎手古川吉洋は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

第６回 阪神競馬 第２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



3401512月5日 曇 良 （3阪神6） 第2日 第3競走 ��1，200�2歳未勝利
発走11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
1：11．0
1：10．2

良
不良

33 ウォームライト 牡2青鹿55 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 488－ 41：13．5 3．1�
55 ワンダークレイモア 牡2黒鹿55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 478－ 41：13．71 10．3�
89 コブラクロー 牡2鹿 55 川須 栄彦山口 正行氏 �島 一歩 安平 �橋本牧場 558＋ 21：14．02 4．2�
44 シュルヴィーヴル 牡2栗 55 岩田 康誠村上 憲政氏 上村 洋行 新ひだか 岡田牧場 496＋141：14．74 7．1�
22 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 468－ 21：14．81 3．9�
77 サウンドヴァージル 牡2鹿 55 国分 優作増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 482＋ 21：15．22� 64．7	
66 トーホウクリスタル 牝2青鹿54 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 472－ 21：15．3クビ 34．1

11 ジダイノチョウジ 牡2芦 55

52 ▲角田 大和岡 浩二氏 中竹 和也 日高 碧雲牧場 506± 0 〃 クビ 11．1�
810 シンシアフォーユー 牝2黒鹿54 小崎 綾也エースレーシング 小崎 憲 新冠 村上 欽哉 444＋ 21：17．5大差 186．0�
78 ノ ー バ デ ィ 牡2青 55

51 ★古川 奈穂野村 茂雄氏 宮本 博 新ひだか チャンピオンズファーム 476－ 21：18．56 156．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 33，601，400円 複勝： 34，477，200円 枠連： 6，233，000円
馬連： 42，421，500円 馬単： 22，485，900円 ワイド： 34，913，400円
3連複： 60，407，700円 3連単： 94，371，900円 計： 328，912，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 200円 � 140円 枠 連（3－5） 1，550円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 380円 �� 250円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 6，140円

票 数

単勝票数 計 336014 的中 � 89113（1番人気）
複勝票数 計 344772 的中 � 74286（1番人気）� 34604（5番人気）� 68786（2番人気）
枠連票数 計 62330 的中 （3－5） 3097（8番人気）
馬連票数 計 424215 的中 �� 24772（6番人気）
馬単票数 計 224859 的中 �� 8564（8番人気）
ワイド票数 計 349134 的中 �� 22494（5番人気）�� 39986（1番人気）�� 16052（10番人気）
3連複票数 計 604077 的中 ��� 33584（3番人気）
3連単票数 計 943719 的中 ��� 11129（15番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．5―12．2―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．4―36．9―49．1―1：00．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．6
3 ・（1，3，9）（2，5）（4，6）7＝10－8 4 9（1，3）5，2－（4，6）7＝10＝8

勝馬の
紹 介

ウォームライト �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Broken Vow デビュー 2021．6．19 阪神11着

2019．2．26生 牡2青鹿 母 ジェントルヴァウ 母母 Ranter 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーバディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月5日まで平地競走に出

走できない。

3401612月5日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3阪神6） 第2日 第4競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時35分 （芝・ダート）

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

78 タマノジュメイラ 牝5鹿 58 草野 太郎玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 484－ 23：24．0 8．7�
55 レッドゼノン 牡7黒鹿60 森 一馬 �東京ホースレーシング 茶木 太樹 浦河 杵臼牧場 482＋123：24．95 6．6�
44 ウェイヴァリー 牡4鹿 60 難波 剛健 �キャロットファーム 小林 真也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋123：26．38 12．8�
77 アプルーヴァル 牡6鹿 60 北沢 伸也近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 520＋ 63：26．4� 3．0�
66 トミケンボハテル 牡7芦 60 大江原 圭佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 藤本ファーム B496－ 83：27．14 41．9	
89 タイセイトレイル 牡6黒鹿60 平沢 健治田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494＋143：28．48 3．0

11 ヒルノアローザ 牡3鹿 58 高田 潤�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 504± 03：29．25 5．5�

33 ララロトリー �4黒鹿60 黒岩 悠フジイ興産� 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 478＋103：30．15 50．2�
（法942）

22 � ワンダーグロウス 牝5黒鹿58 植野 貴也山本 能成氏 森田 直行 新ひだか 米田牧場 500＋ 43：31．37 97．7
810� マサハヤブリュッヘ 牡5芦 60 白浜 雄造中村 政夫氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 488＋ 43：31．4	 50．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，879，900円 複勝： 20，658，000円 枠連： 6，532，500円
馬連： 36，562，700円 馬単： 19，143，200円 ワイド： 25，893，400円
3連複： 57，579，100円 3連単： 84，434，400円 計： 275，683，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 190円 � 180円 � 290円 枠 連（5－7） 680円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，550円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 9，080円 3 連 単 ��� 61，210円

票 数

単勝票数 計 248799 的中 � 22804（5番人気）
複勝票数 計 206580 的中 � 29468（4番人気）� 32175（3番人気）� 15724（6番人気）
枠連票数 計 65325 的中 （5－7） 7351（3番人気）
馬連票数 計 365627 的中 �� 10620（12番人気）
馬単票数 計 191432 的中 �� 2465（26番人気）
ワイド票数 計 258934 的中 �� 8472（11番人気）�� 4193（16番人気）�� 6019（14番人気）
3連複票数 計 575791 的中 ��� 4752（30番人気）
3連単票数 計 844344 的中 ��� 1000（185番人気）
上り 1マイル 1：47．8 4F 51．6－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマノジュメイラ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．15 福島3着

2016．2．8生 牝5鹿 母 パーソナルブレーン 母母 シルヴァーキャップ 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 ウェイヴァリー号の騎手難波剛健は，1周目7号障害を内側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・1番）

ワンダーグロウス号の騎手植野貴也は，2周目7号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）



3401712月5日 曇 良 （3阪神6） 第2日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時25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

22 アルーリングウェイ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458 ―1：09．5 1．7�

712 イスラアネーロ 牡2栗 55 岩田 康誠堂守 貴志氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 434 ―1：09．6� 11．3�
33 ナムラフランク 牡2青鹿55 和田 竜二奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 ナカノファーム 478 ―1：10．13 5．1�
814 ミルヒシュトラーセ 牝2栗 54 団野 大成�G1レーシング 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 464 ―1：10．42 13．4�
57 オースミリン 牝2栗 54 池添 謙一�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 452 ― 〃 クビ 17．8	
58 スマートクレール 牝2青鹿 54

51 ▲角田 大和大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 454 ―1：10．93 143．5

711 クリノオスカル 牝2栗 54 酒井 学栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 日西牧場 414 ―1：11．0クビ 107．1�
69 クロゴマプリン 牝2黒鹿54 国分 優作�髙昭牧場 大根田裕之 浦河 高昭牧場 428 ― 〃 ハナ 50．3�
34 カネトシネメシス 牝2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真兼松 昌男氏 大橋 勇樹 新冠 パカパカ
ファーム 430 ―1：11．21� 135．7

610 マテンロウボイス 牝2鹿 54 西村 淳也寺田千代乃氏 久保田貴士 新ひだか 下屋敷牧場 480 ―1：11．73 20．8�
813 ゼ フ ィ ア ス 牝2鹿 54 秋山真一郎�下河辺牧場 小林 真也 日高 下河辺牧場 410 ― 〃 ハナ 24．1�
11 アグラデセール 牡2鹿 55 田中 健古賀 慎一氏 浅見 秀一 新ひだか 平野牧場 452 ―1：11．91 160．1�
46 レイバックターン 牡2鹿 55 国分 恭介谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 478 ―1：12．21� 26．5�
45 レ ク シ ー 牝2鹿 54 太宰 啓介�GET NEXT 高橋 亮 新冠 須崎牧場 450 ―1：12．83� 171．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，580，700円 複勝： 40，324，700円 枠連： 10，676，600円
馬連： 48，190，600円 馬単： 26，849，800円 ワイド： 42，813，000円
3連複： 73，348，200円 3連単： 91，348，800円 計： 377，132，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 130円 枠 連（2－7） 730円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 290円 �� 190円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 4，560円

票 数

単勝票数 計 435807 的中 � 215296（1番人気）
複勝票数 計 403247 的中 � 153125（1番人気）� 34379（4番人気）� 66939（2番人気）
枠連票数 計 106766 的中 （2－7） 11274（3番人気）
馬連票数 計 481906 的中 �� 42623（2番人気）
馬単票数 計 268498 的中 �� 18201（3番人気）
ワイド票数 計 428130 的中 �� 36105（2番人気）�� 69266（1番人気）�� 16472（6番人気）
3連複票数 計 733482 的中 ��� 48268（2番人気）
3連単票数 計 913488 的中 ��� 14492（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―11．9―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．3―46．2―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルーリングウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2019．2．26生 牝2黒鹿 母 アルーリングライフ 母母 アルーリングアクト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※マテンロウボイス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3401812月5日 晴 良 （3阪神6） 第2日 第6競走 1，800�2歳新馬
発走12時55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

89 エ ナ ハ ツ ホ 牝2栗 54
53 ☆富田 暁宮原 廣伸氏 吉田 直弘 新冠 大狩部牧場 446 ―1：55．3 16．0�

78 ベイパーコーン 牡2栗 55 和田 竜二前田 晋二氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 470 ―1：55．62 2．8�
810 ニシノメイタンテイ 牡2黒鹿55 田中 健西山 茂行氏 浅見 秀一 日高 沖田牧場 508 ―1：56．34 8．0�
55 シンゼンハット 牡2鹿 55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 富田牧場 446 ―1：57．04 13．0�
66 エバーグロー 牡2鹿 55

51 ★古川 奈穂寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 482 ―1：57．95 3．2�
44 シゲルデビル 牡2鹿 55 森 裕太朗森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 448 ―1：58．54 33．0�
77 ヒルノソレント 牡2栗 55 古川 吉洋	ヒルノ 昆 貢 新ひだか 下屋敷牧場 522 ―1：58．6� 5．2

11 サ ル セ ル 牝2栗 54 西村 淳也中村 祐子氏 茶木 太樹 浦河 田中スタッド 474 ―2：00．210 77．9�
33 キタノダロマ 牡2鹿 55 高倉 稜北所 直人氏 吉田 直弘 日高 アイズスタッド株式会社 472 ―2：03．0大差 45．0�
22 シゲルマグロ 牡2鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 日高 西野 春樹 514 ―2：03．63� 51．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，008，800円 複勝： 31，037，200円 枠連： 8，838，100円
馬連： 43，706，700円 馬単： 23，767，500円 ワイド： 33，697，700円
3連複： 59，330，600円 3連単： 87，908，000円 計： 323，294，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 300円 � 140円 � 210円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，090円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 28，960円

票 数

単勝票数 計 350088 的中 � 18476（6番人気）
複勝票数 計 310372 的中 � 21458（6番人気）� 73548（1番人気）� 35811（4番人気）
枠連票数 計 88381 的中 （7－8） 17043（2番人気）
馬連票数 計 437067 的中 �� 17606（8番人気）
馬単票数 計 237675 的中 �� 3303（22番人気）
ワイド票数 計 336977 的中 �� 12305（9番人気）�� 7512（14番人気）�� 20005（5番人気）
3連複票数 計 593306 的中 ��� 12019（13番人気）
3連単票数 計 879080 的中 ��� 2200（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―38．9―51．8―1：04．2―1：17．2―1：29．9―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ナ ハ ツ ホ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 ステイゴールド 初出走

2019．4．23生 牝2栗 母 タイセイゴディス 母母 ダ リ ン ダ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノダロマ号・シゲルマグロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月5日

まで平地競走に出走できない。



3401912月5日 晴 良 （3阪神6） 第2日 第7競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

58 アルメイダミノル 牡3芦 56 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 538＋ 61：25．5 2．4�
711 ミッキーマラン 牡6芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 B498＋ 41：25．6� 120．6�
57 ボ マ イ ェ 牡5鹿 57 岩田 望来 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 530－ 61：25．7� 2．6�
69 ニ ン ギ ル ス 牡4栗 57 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 454＋ 41：25．8アタマ 35．5�
46 セカンドエフォート 牡8青鹿 57

56 ☆泉谷 楓真 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 514＋ 2 〃 クビ 40．1	
22 スリーヘリオス �6黒鹿57 中井 裕二永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B480＋ 21：26．22� 95．3

814 メッザノッテ 牝3栗 54 岩田 康誠ゴドルフィン 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 458－ 21：26．3クビ 7．2�
34 グリュースゴット 牡3黒鹿56 団野 大成小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 498＋261：26．72� 20．4�
813� マイネルエスペルト 牡4鹿 57 小崎 綾也吉田 勝利氏 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 510＋ 11：27．12� 417．1
11 ワンダースキル 牡3鹿 56 藤懸 貴志山本 能成氏 斉藤 崇史 新ひだか フクダファーム 462＋101：27．41� 13．2�
33 グルーヴビート 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482＋121：27．5� 91．8�
45 � ボルケーノペスカ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 434＋ 41：27．81� 299．6�
712 ユナイテッドハーツ 牡3鹿 56 池添 謙一大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 ディアレスト

クラブ 432－ 61：28．43� 17．4�
610 メイショウサトワ 牡3黒鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 三嶋牧場 532＋181：29．46 19．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，397，000円 複勝： 42，472，200円 枠連： 14，998，400円
馬連： 66，643，500円 馬単： 31，890，800円 ワイド： 56，254，200円
3連複： 104，119，200円 3連単： 135，783，900円 計： 494，559，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 770円 � 120円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 11，040円 馬 単 �� 15，200円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 160円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 36，600円

票 数

単勝票数 計 423970 的中 � 140756（1番人気）
複勝票数 計 424722 的中 � 112068（1番人気）� 7400（11番人気）� 111352（2番人気）
枠連票数 計 149984 的中 （5－7） 14532（3番人気）
馬連票数 計 666435 的中 �� 4678（23番人気）
馬単票数 計 318908 的中 �� 1573（37番人気）
ワイド票数 計 562542 的中 �� 4735（23番人気）�� 124330（1番人気）�� 4681（24番人気）
3連複票数 計1041192 的中 ��� 17300（12番人気）
3連単票数 計1357839 的中 ��� 2689（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．3―46．7―59．2―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルメイダミノル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2020．9．13 中京8着

2018．3．5生 牡3芦 母 メジロマリアン 母母 メジロサンドラ 9戦2勝 賞金 18，100，000円

3402012月5日 晴 良 （3阪神6） 第2日 第8競走 ��2，000�3歳以上2勝クラス
発走13時55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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

66 � リバプールタウン 牡6鹿 57 岩田 望来薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 484－ 82：07．6 7．2�
22 レッドエンヴィー 牡5鹿 57 和田 竜二 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム B506＋202：07．81� 13．9�
44 オンザフェーヴル 牡4栗 57 団野 大成廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 492－ 22：07．9� 3．8�
89 ハイパーノヴァ �7栃栗57 秋山真一郎宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 490＋ 2 〃 ハナ 4．0�
33 サイモンルモンド �4栗 57 C．デムーロ 澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 62：08．21	 4．9�

（仏）

11 ウインレゼルヴ 牡4栗 57 国分 優作�ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 496－ 42：08．62 30．3	
78 ザプラウドワンズ �5鹿 57 小坂 忠士小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 496＋ 42：08．81� 90．8

810 キタサンヴィクター 牡6鹿 57

54 ▲角田 大和�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 520－ 22：09．65 17．0�
55 � フェブタイズ 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 510－ 22：10．23� 42．0
77 ペールエール 牡4栗 57 藤岡 佑介林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B510＋102：12．8大差 4．7�
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売 得 金
単勝： 34，519，600円 複勝： 47，079，100円 枠連： 8，879，400円
馬連： 65，557，200円 馬単： 28，556，200円 ワイド： 47，335，000円
3連複： 92，143，100円 3連単： 129，315，800円 計： 453，385，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 300円 � 160円 枠 連（2－6） 4，420円

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 6，540円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 540円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 35，360円

票 数

単勝票数 計 345196 的中 � 38097（5番人気）
複勝票数 計 470791 的中 � 60319（4番人気）� 33897（6番人気）� 88952（2番人気）
枠連票数 計 88794 的中 （2－6） 1555（16番人気）
馬連票数 計 655572 的中 �� 11470（18番人気）
馬単票数 計 285562 的中 �� 3272（29番人気）
ワイド票数 計 473350 的中 �� 10751（16番人気）�� 23506（8番人気）�� 13568（11番人気）
3連複票数 計 921431 的中 ��� 13883（21番人気）
3連単票数 計1293158 的中 ��� 2651（145番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．3―14．5―13．4―13．2―12．8―12．5―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．5―51．0―1：04．4―1：17．6―1：30．4―1：42．9―1：54．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．2
1
3
7，6－（5，8）3（2，10）（1，4）－9・（7，6）（5，2，8）（1，3）（4，10）－9

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

勝馬の
紹 介

�リバプールタウン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク

2015．4．3生 牡6鹿 母 マッキーパシオン 母母 リヴァーカフェ 25戦2勝 賞金 37，450，000円
初出走 JRA

※ウインレゼルヴ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3402112月5日 曇 良 （3阪神6） 第2日 第9競走 ��
��1，200�さ ざ ん か 賞

発走14時30分 （芝・右）
2歳，1勝クラス；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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．5

良
良

77 アルトシュタット 牡2鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 468± 01：09．8 7．3�
22 テーオースパロー 牡2黒鹿55 岩田 望来小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 484－ 61：09．9クビ 3．0�
66 インプロバイザー 牡2芦 55 和田 竜二江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム 464＋ 4 〃 アタマ 4．3�
88 プ ラ ソ ン 牝2鹿 54 C．デムーロ 市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：10．0� 6．6�

（仏）

44 タイセイブリリオ 牡2鹿 55 石橋 脩田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 村田牧場 462－ 21：10．1� 3．9�
11 ナ バ ロ ン 牡2鹿 55 藤岡 佑介�大島牧場 杉山 佳明 浦河 大島牧場 480－ 41：10．42 22．5	
33 ミ ミ グ ッ ド 牝2青鹿54 川須 栄彦山下 良子氏 中尾 秀正 熊本 本田 土寿 432－ 41：10．71� 172．1

55 モズジャックポット 牡2栗 55 池添 謙一 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 前野牧場 468＋ 41：10．91 22．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 53，683，600円 複勝： 55，699，100円 枠連： 発売なし
馬連： 81，784，600円 馬単： 39，803，000円 ワイド： 52，303，500円
3連複： 95，390，200円 3連単： 182，163，700円 計： 560，827，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 160円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 340円 �� 360円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 7，250円

票 数

単勝票数 計 536836 的中 � 62212（5番人気）
複勝票数 計 556991 的中 � 71035（4番人気）� 175517（1番人気）� 96962（2番人気）
馬連票数 計 817846 的中 �� 54805（6番人気）
馬単票数 計 398030 的中 �� 12316（12番人気）
ワイド票数 計 523035 的中 �� 36487（4番人気）�� 34496（6番人気）�� 72815（1番人気）
3連複票数 計 953902 的中 ��� 69101（3番人気）
3連単票数 計1821637 的中 ��� 18211（24番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．4―46．9―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルトシュタット 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．8．8 新潟4着

2019．3．29生 牡2鹿 母 マルティンスターク 母母 ラ テ ル ネ 3戦2勝 賞金 16，482，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3402212月5日 曇 良 （3阪神6） 第2日 第10競走 ��
��1，800�

さかせがわ

逆瀬川ステークス
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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

88 スーパーフェザー �6鹿 57 C．デムーロ 吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 474－ 81：45．0 9．5�
（仏）

33 ギャラントウォリア 牡3青鹿56 池添 謙一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 512＋ 41：45．31	 2．6�
77 
 シ ン ボ 牡4鹿 57 和田 竜二�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 476＋ 81：45．61� 8．8�
22 ヴァリアメンテ 牡3青鹿56 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 462－ 8 〃 クビ 2．2�
55 オメガラヴィサン �6鹿 57 岩田 康誠原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 478＋ 21：45．81 9．8	
66 ル ヴ ァ ン 牡4鹿 57 西村 淳也 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B476± 01：46．43	 30．5

11 オンザロックス 牡8鹿 57 団野 大成稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 492＋ 21：46．93 203．5�
44 メイケイハリアー 牡5芦 57 富田 暁名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 480－ 41：47．43 12．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 61，498，200円 複勝： 63，203，900円 枠連： 発売なし
馬連： 112，531，800円 馬単： 56，776，200円 ワイド： 64，036，100円
3連複： 131，312，600円 3連単： 304，815，900円 計： 794，174，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 270円 � 130円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，210円 �� 430円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 31，570円

票 数

単勝票数 計 614982 的中 � 51452（4番人気）
複勝票数 計 632039 的中 � 49976（5番人気）� 173582（2番人気）� 52206（4番人気）
馬連票数 計1125318 的中 �� 52482（8番人気）
馬単票数 計 567762 的中 �� 9895（17番人気）
ワイド票数 計 640361 的中 �� 32951（7番人気）�� 12636（16番人気）�� 39806（5番人気）
3連複票数 計1313126 的中 ��� 21713（16番人気）
3連単票数 計3048159 的中 ��� 6999（97番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．5―11．9―11．6―11．4―11．2―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．6―47．5―59．1―1：10．5―1：21．7―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．5
3 6，7（2，4）3－（5，8）1 4 ・（6，7）（2，3，4）（5，8）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スーパーフェザー 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Awesome of Course デビュー 2017．10．28 京都1着

2015．1．18生 �6鹿 母 オーサムフェザー 母母 Precious Feather 24戦4勝 賞金 108，648，000円
〔制裁〕 オメガラヴィサン号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。

（被害馬：6番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



3402312月5日 曇 良 （3阪神6） 第2日 第11競走 ��
��1，400�ギャラクシーステークス

発走15時45分 （ダート・右）
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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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

12 バティスティーニ 牡8鹿 56 団野 大成 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B494＋ 41：23．9 15．5�
510 コパノマーキュリー 牡4鹿 56 岩田 望来小林 祥晃氏 村山 明 浦河 金成吉田牧場 512± 0 〃 クビ 9．3�
816 タガノビューティー 牡4鹿 58 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 522＋ 41：24．0クビ 2．8�
24 ハーグリーブス 牡6芦 56 西村 淳也水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 514＋22 〃 クビ 89．4�
59 イ メ ル 牡5黒鹿56 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 村下 清志 490＋10 〃 アタマ 25．0	
48 	 モズダッシュスター 牡5栗 56 角田 大和 �キャピタル・システム 南井 克巳 新冠 佐藤牧場 518＋ 21：24．42
 39．7

23 ケイアイターコイズ 牡5芦 56 C．デムーロ �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 526＋ 6 〃 アタマ 5．2�

（仏）

11 メイショウウズマサ 牡5黒鹿56 岩田 康誠松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 504＋ 6 〃 ハナ 3．7�
714 ヨ ハ ン 牡5鹿 56 藤井勘一郎サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 442＋ 41：24．5クビ 263．0
713	 ドウドウキリシマ 牡5栗 56 泉谷 楓真西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B490－ 2 〃 ハナ 29．0�
815� ロンドンテソーロ 牡5栗 56 秋山真一郎了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments B518＋ 21：24．71
 16．1�

35 ジュランビル 牝5黒鹿54 古川 吉洋村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 482＋ 61：25．33
 25．0�
611� パーティナシティ 牡5鹿 56 国分 優作ゴドルフィン 高橋 義忠 英

Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

516＋ 41：25．4
 70．1�
36 イッツクール 牡5栗 56 池添 謙一久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B484＋ 6 〃 クビ 49．8�
47 スナークスター �5鹿 56 小崎 綾也杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 470－ 61：25．61 294．1�
612 ベストアクター �7芦 58 富田 暁 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446－ 41：25．81
 68．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 119，934，500円 複勝： 140，622，300円 枠連： 59，549，100円 馬連： 304，035，100円 馬単： 110，878，100円
ワイド： 200，767，100円 3連複： 477，222，600円 3連単： 568，896，300円 5重勝： 769，522，900円 計： 2，751，428，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 280円 � 300円 � 150円 枠 連（1－5） 890円

馬 連 �� 7，070円 馬 単 �� 14，550円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 780円 �� 480円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 67，050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����� 2，493，820円

票 数

単勝票数 計1199345 的中 � 61667（5番人気）
複勝票数 計1406223 的中 � 112331（4番人気）� 102600（5番人気）� 325119（1番人気）
枠連票数 計 595491 的中 （1－5） 51730（4番人気）
馬連票数 計3040351 的中 �� 33304（21番人気）
馬単票数 計1108781 的中 �� 5715（45番人気）
ワイド票数 計2007671 的中 �� 24512（21番人気）�� 66069（8番人気）�� 113738（3番人気）
3連複票数 計4772226 的中 ��� 69111（14番人気）
3連単票数 計5688963 的中 ��� 6151（216番人気）
5重勝票数 計7695229 的中 ����� 216

ハロンタイム 12．4―10．5―11．2―12．3―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―34．1―46．4―58．8―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バティスティーニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．12 京都1着

2013．2．9生 牡8鹿 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ 32戦6勝 賞金 146，533，000円
〔制裁〕 モズダッシュスター号の騎手角田大和は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サダムスキャット号・メイショウベンガル号
（非抽選馬）10頭 ヴァニラアイス号・クラヴァシュドール号・ザイツィンガー号・サンライズカラマ号・デターミネーション号・

ハッピーアワー号・メイショウアリソン号・メイショウキョウジ号・ロードエース号・ロードラズライト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3402412月5日 曇 良 （3阪神6） 第2日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走16時20分 （芝・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
1：19．2
1：19．0

良
良

33 ショウリュウレーヴ 牡3黒鹿56 団野 大成上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：20．6 3．0�
69 ザ イ ラ 牝4鹿 55 西村 淳也吉田 和美氏 奥村 豊 日高 オリオンファーム B478－ 21：21．02� 229．9�
46 ヤマニンプティパ 牝4鹿 55 酒井 学土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 444＋ 2 〃 クビ 40．6�
22 ウインスピリタス 牡5鹿 57 国分 優作�ウイン 長谷川浩大 新ひだか 神垣 道弘 492＋12 〃 アタマ 111．8�
11 アサケエース 牡4鹿 57 秋山真一郎大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 450＋161：21．21 38．9�
45 テーオーディエス 牝3鹿 54 	島 良太小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット

ファーム 430－ 81：21．3� 34．7	
58 カフェサンドリヨン 牝4芦 55 池添 謙一西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 480－10 〃 ハナ 19．2

712 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 470－ 4 〃 クビ 6．5�
711 ヒメノカリス 牝4鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B456－ 21：21．4� 3．4

（仏）

610 インフィナイト 牝3黒鹿54 和田 竜二 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：21．5� 5．4�
34 ファルヴォーレ 牡3芦 56 藤岡 佑介杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 454－ 6 〃 アタマ 10．6�
813 ベッラヴォルタ 牝4栗 55

54 ☆泉谷 楓真ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 494＋ 21：21．6クビ 88．4�
57 
 ジッピーレーサー �4鹿 57

54 ▲角田 大和岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 468－ 4 〃 アタマ 354．6�
814 ス キ ッ プ 牡5黒鹿57 岩田 康誠�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484± 01：21．81� 21．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 98，580，600円 複勝： 108，812，800円 枠連： 41，369，700円
馬連： 201，335，700円 馬単： 77，353，900円 ワイド： 146，893，600円
3連複： 303，799，700円 3連単： 396，346，600円 計： 1，374，492，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 2，730円 � 550円 枠 連（3－6） 980円

馬 連 �� 34，210円 馬 単 �� 46，780円

ワ イ ド �� 10，100円 �� 1，560円 �� 30，770円

3 連 複 ��� 176，210円 3 連 単 ��� 791，600円

票 数

単勝票数 計 985806 的中 � 255260（1番人気）
複勝票数 計1088128 的中 � 213905（1番人気）� 8243（13番人気）� 46414（8番人気）
枠連票数 計 413697 的中 （3－6） 32587（4番人気）
馬連票数 計2013357 的中 �� 4560（52番人気）
馬単票数 計 773539 的中 �� 1240（85番人気）
ワイド票数 計1468936 的中 �� 3709（57番人気）�� 24987（17番人気）�� 1211（80番人気）
3連複票数 計3037997 的中 ��� 1293（206番人気）
3連単票数 計3963466 的中 ��� 363（997番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．4―11．5―11．3―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．5―46．0―57．3―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウリュウレーヴ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．11．8 阪神4着

2018．2．22生 牡3黒鹿 母 ショウリュウムーン 母母 ムーンザドリーム 5戦3勝 賞金 24，500，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（3阪神6）第2日 12月5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 140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

222，820，000円
2，950，000円
30，040，000円
1，030，000円
25，300，000円
61，338，000円
4，440，000円
1，344，000円

勝馬投票券売得金
615，253，500円
746，702，900円
177，119，800円
1，075，303，100円
479，736，300円
771，633，300円
1，560，209，000円
2，216，984，400円
769，522，900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 8，412，465，200円

総入場人員 4，357名 （有料入場人員 3，948名）3, 902名）4, 311名
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