
3402512月11日 晴 良 （3阪神6） 第3日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

44 フォーチュンテラー 牡2青鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 81：53．5 2．5�

77 ターゲサンブルック 牡2鹿 55 C．デムーロ 幅田 京子氏 奥村 豊 洞�湖 レイクヴィラファーム 476－ 21：55．09 3．4�
（仏）

66 アグネスリュウ 牡2栗 55 松田 大作渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 524－ 41：55．63� 34．9�
810 タイキスパルタン 牡2芦 55 団野 大成�大樹ファーム 辻野 泰之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 506－ 41：56．45 3．9�
33 メイショウタイゲイ 牡2黒鹿 55

54 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 446－ 8 〃 クビ 16．4	
22 メイショウテオス 牡2栗 55 田中 健松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 本巣 敦 448＋ 21：57．46 238．2

55 ワンダークエーサー 牡2黒鹿55 高倉 稜山本 能成氏 渡辺 薫彦 浦河 大島牧場 448－ 41：57．82� 127．6�
89 スターファースト 牡2鹿 55 川島 信二 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新ひだか 福岡 駿弥 488＋ 2 〃 クビ 54．8�
78 ショウナンダイコク 牡2鹿 55 斎藤 新国本 哲秀氏 新谷 功一 日高 天羽牧場 494± 01：59．28 369．3
11 ヤマカツブラック 牡2鹿 55 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524－ 42：00．79 7．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，581，600円 複勝： 48，554，500円 枠連： 6，310，900円
馬連： 49，307，800円 馬単： 27，216，200円 ワイド： 41，863，500円
3連複： 71，363，500円 3連単： 111，972，400円 計： 400，170，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 150円 � 420円 枠 連（4－7） 520円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 220円 �� 760円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 6，120円

票 数

単勝票数 計 435816 的中 � 141297（1番人気）
複勝票数 計 485545 的中 � 155105（1番人気）� 79604（3番人気）� 18050（6番人気）
枠連票数 計 63109 的中 （4－7） 9404（3番人気）
馬連票数 計 493078 的中 �� 78804（2番人気）
馬単票数 計 272162 的中 �� 24992（2番人気）
ワイド票数 計 418635 的中 �� 59899（2番人気）�� 12586（10番人気）�� 9332（12番人気）
3連複票数 計 713635 的中 ��� 24026（9番人気）
3連単票数 計1119724 的中 ��� 13244（21番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．5―12．7―12．9―13．1―12．9―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．8―50．5―1：03．4―1：16．5―1：29．4―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォーチュンテラー �
�
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 2021．8．7 新潟8着

2019．3．6生 牡2青鹿 母 クライミングローズ 母母 ファレノプシス 4戦1勝 賞金 7，170，000円
〔発走状況〕 タイキスパルタン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 スターファースト号の騎手川島信二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマカツブラック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月11日まで平地競

走に出走できない。
ショウナンダイコク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月11日まで平地
競走に出走できない。

※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。

3402612月11日 晴 良 （3阪神6） 第3日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時40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

36 マコトダイトウレン 牝2栗 54 C．デムーロ�ディアマント 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 456－ 21：21．9 6．5�
（仏）

11 サブライムアンセム 牝2鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：22．53� 3．5�
59 ロードオルデン 牡2鹿 55 幸 英明 �ロードホースクラブ 辻野 泰之 浦河 大北牧場 462＋ 61：22．61 5．4�
714 アルマイメル 牡2鹿 55 古川 吉洋ケーエスHD 武 英智 新冠 小泉牧場 470＋ 81：22．91� 10．2�
816 シャウビンダー 牝2栗 54 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 410± 01：23．11 6．3	
611 コイニオチテ 牡2鹿 55 団野 大成野村 茂雄氏 森 秀行 浦河 酒井牧場 494± 0 〃 � 5．3

12 シルバーブレッド 牡2鹿 55 藤岡 佑介犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新ひだか 佐藤 鉄也 428± 0 〃 ハナ 184．8�
612 オ グ ロ 牡2栗 55 長岡 禎仁幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 高昭牧場 456－ 41：23．2� 366．3�
713 ペルマナント 牡2黒鹿55 斎藤 新�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430＋ 21：23．41 136．3
47 シェヴロンケリー 牝2鹿 54 坂井 瑠星水谷 美穂氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 428＋ 41：23．5� 16．2�
815 ブエナディオサ 牝2鹿 54

50 ★永島まなみエースレーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－ 21：23．6クビ 499．0�

35 サウンドグランツ 牡2黒鹿55 柴山 雄一増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 有限会社
吉田ファーム 440－ 41：23．81� 405．2�

23 シゲルトビウオ 牡2鹿 55
54 ☆泉谷 楓真森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか タイヘイ牧場 480＋ 41：24．43� 57．1�

24 モンシュヴァル 牡2黒鹿55 国分 優作三宅 勝俊氏 服部 利之 新冠 中地 義次 430－ 2 〃 アタマ 711．7�
510 スピリットサント 牡2鹿 55 松若 風馬ニットー商事� 高橋 義忠 浦河 高岸 順一 492－ 41：25．35 137．0�
48 ワイドスナイパー 牡2鹿 55 �島 克駿幅田 京子氏 西園 正都 新ひだか 土田ファーム 432＋ 41：25．4� 73．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，626，600円 複勝： 64，006，600円 枠連： 9，275，700円
馬連： 60，463，100円 馬単： 26，594，900円 ワイド： 59，247，200円
3連複： 96，692，100円 3連単： 97，071，800円 計： 455，978，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 150円 � 160円 枠 連（1－3） 1，750円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 570円 �� 540円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 14，560円

票 数

単勝票数 計 426266 的中 � 54731（5番人気）
複勝票数 計 640066 的中 � 87218（4番人気）� 122744（1番人気）� 107024（2番人気）
枠連票数 計 92757 的中 （1－3） 4091（7番人気）
馬連票数 計 604631 的中 �� 27945（7番人気）
馬単票数 計 265949 的中 �� 5755（19番人気）
ワイド票数 計 592472 的中 �� 26063（7番人気）�� 27390（5番人気）�� 39902（3番人気）
3連複票数 計 966921 的中 ��� 31095（4番人気）
3連単票数 計 970718 的中 ��� 4833（34番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．1―11．8―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―34．6―46．4―58．1―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトダイトウレン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．9．20 中京2着

2019．3．9生 牝2栗 母 マコトサンパギータ 母母 マコトマンリョウ 3戦1勝 賞金 8，410，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スピリットサント号・ワイドスナイパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月

11日まで平地競走に出走できない。
※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。

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11日 晴 良 （3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

33 エクサープト 牝2栗 54 藤懸 貴志水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 472± 01：13．4 1．3�
57 メイショウヒメゴゼ 牝2栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 476－ 41：13．61� 7．7�
69 イ ラ ー レ 牝2栗 54 幸 英明�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440± 01：14．13 7．2�
812 テイエムフォンテ 牡2鹿 55 森 裕太朗竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 506± 01：15．16 195．2�
813 ハリーオンダウン 牝2黒鹿54 松若 風馬橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 458＋ 2 〃 ハナ 8．2�
22 ヴェーチェル 牝2栗 54 国分 優作 	ビッグレッドファーム 武市 康男 日高 春木ファーム 412－ 41：15．2クビ 118．0

44 メイショウサキガケ 牡2鹿 55 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 436－ 21：15．3� 56．7�
45 タカノドリーム 牡2栗 55 西村 淳也山口多賀司氏 梅田 智之 新冠 大栄牧場 504± 01：15．4� 249．6�
710 テ ス テ ッ ソ 牡2鹿 55 長岡 禎仁	ミルファーム 高橋 康之 浦河 ミルファーム 426－ 2 〃 アタマ 61．0
711 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± 01：15．5クビ 652．9�
56 プリムスフィーリア 牝2鹿 54 坂井 瑠星成富 直行氏 千田 輝彦 日高 若林 順一 428± 01：16．13� 265．4�
68 エイシンウパシ 牝2芦 54

53 ☆泉谷 楓真�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 450± 01：16．52� 49．0�
11 ヒトツデモカチタイ 牝2芦 54

50 ★永島まなみ熊澤 浩樹氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田スタツド 434－ 81：19．5大差 279．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，636，500円 複勝： 133，294，800円 枠連： 9，136，800円
馬連： 40，264，500円 馬単： 30，409，100円 ワイド： 38，889，100円
3連複： 62，649，000円 3連単： 128，569，500円 計： 485，849，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（3－5） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 160円 �� 160円 �� 270円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 930円

票 数

単勝票数 計 426365 的中 � 256815（1番人気）
複勝票数 計1332948 的中 � 1037409（1番人気）� 76609（3番人気）� 82918（2番人気）
枠連票数 計 91368 的中 （3－5） 20858（2番人気）
馬連票数 計 402645 的中 �� 90327（1番人気）
馬単票数 計 304091 的中 �� 58043（1番人気）
ワイド票数 計 388891 的中 �� 66877（2番人気）�� 67664（1番人気）�� 29828（4番人気）
3連複票数 計 626490 的中 ��� 119397（1番人気）
3連単票数 計1285695 的中 ��� 100200（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．2―12．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―36．1―48．4―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクサープト �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．7．17 函館5着

2019．2．7生 牝2栗 母 アカカホール 母母 フォーティカラーズ 6戦1勝 賞金 9，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒトツデモカチタイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月11日まで平地

競走に出走できない。

3402812月11日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3阪神6） 第3日 第4競走 ��3，110�障害3歳以上オープン

発走11時40分（番組第5競走を順序変更） （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：25．0良・良

58 ザ メ イ ダ ン 牡5黒鹿61 上野 翔大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム B494＋ 63：29．7 8．0�
11 フリーフリッカー 牡7鹿 60 森 一馬�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 63：29．9� 5．2�
46 トワイライトタイム 牡6青鹿60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 488＋ 83：30．22 20．9�
814 マイネルオフィール 牡9鹿 61 白浜 雄造 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 520± 03：30．83� 10．2�
813 フィードバック �5黒鹿60 草野 太郎 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 アタマ 10．7	
712 クライムメジャー 牡7栗 60 植野 貴也 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞	湖 レイクヴィラファーム 542＋123：31．01
 11．3

22 � メイショウタカトラ 牡7黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 510＋ 43：31．63� 31．5�
610 ショウナンサルヴォ 牡3栗 58 難波 剛健国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 494＋ 2 〃 クビ 30．8�
45 ビルジキール 牡5黒鹿60 中村 将之玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 506＋ 63：31．7� 38．1
711� ジンゴイスト �6青鹿60 高田 潤 �サンデーレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 480－ 43：32．23 8．2�
33 � ストレイライトラン �6黒鹿60 蓑島 靖典 �ローレルレーシング 松永 康利 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 498－ 43：32．62� 255．0�
69 マイネルダンク 牡3芦 58 金子 光希 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 438± 03：33．45 46．9�
34 � ショベルヘッド �3鹿 58 大江原 圭長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Siena

Farms LLC 466－ 63：34．14 23．6�
57 サトノファイター 牡5栗 61 黒岩 悠 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 安平 追分ファーム 484＋ 4 （競走中止） 3．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，270，500円 複勝： 39，115，600円 枠連： 13，436，500円
馬連： 42，864，400円 馬単： 19，539，800円 ワイド： 40，113，700円
3連複： 76，261，200円 3連単： 76，755，800円 計： 337，357，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 300円 � 190円 � 490円 枠 連（1－5） 740円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 930円 �� 2，070円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 10，630円 3 連 単 ��� 59，960円

票 数

単勝票数 計 292705 的中 � 29164（3番人気）
複勝票数 計 391156 的中 � 33004（5番人気）� 66138（2番人気）� 17773（8番人気）
枠連票数 計 134365 的中 （1－5） 14022（3番人気）
馬連票数 計 428644 的中 �� 14005（7番人気）
馬単票数 計 195398 的中 �� 2873（15番人気）
ワイド票数 計 401137 的中 �� 11367（8番人気）�� 4894（26番人気）�� 6980（18番人気）
3連複票数 計 762612 的中 ��� 5376（35番人気）
3連単票数 計 767558 的中 ��� 928（196番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 51．4－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ザ メ イ ダ ン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．16 東京7着

2016．4．25生 牡5黒鹿 母 リープオブフェイス 母母 ラバヤデール 障害：14戦3勝 賞金 43，750，000円
〔競走中止〕 サトノファイター号は，9号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



3402912月11日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3阪神6） 第3日 第5競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走12時30分（番組第4競走を順序変更） （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

710 ワ ー ウ ル フ 牡4黒鹿60 西谷 誠窪田 芳郎氏 坂口 智康 平取 坂東牧場 458－ 83：20．4 4．7�
44 ユキノグローリー 牡4栗 60 小坂 忠士井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 492＋ 6 〃 ハナ 4．9�
11 グリニッチヴィレジ 牝8黒鹿58 伴 啓太 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 444－123：21．88 37．0�
33 ア ノ 牡5栗 60 難波 剛健武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 452＋ 43：22．01� 6．2�
67 ニホンピロヘイロー 牝6鹿 58 熊沢 重文小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 468＋ 43：22．1� 15．9�
812 アドラメレク 牡7黒鹿60 森 一馬�G1レーシング 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484＋ 23：23．810 16．1	
22 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 496＋ 23：24．12 9．8

56 ホウオウアクセル 牡5栗 60 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 452－ 23：24．31� 2．7�
68 トモノコテツ 牡6鹿 60 中村 将之共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 B476＋ 23：24．51� 57．9�
79 セツメンノトビウオ 牡4芦 60 黒岩 悠三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 474＋103：24．82 31．7
811 ヴァルプルギス 牡3鹿 58 上野 翔田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 452＋ 23：25．01 252．9�
55 ニシノオクタゴン 牡6青鹿60 江田 勇亮西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 484－ 43：25．31� 183．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，308，300円 複勝： 35，357，200円 枠連： 8，306，900円
馬連： 39，789，000円 馬単： 20，297，800円 ワイド： 34，189，500円
3連複： 67，989，200円 3連単： 80，917，200円 計： 316，155，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 190円 � 690円 枠 連（4－7） 1，500円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，710円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 17，010円 3 連 単 ��� 58，780円

票 数

単勝票数 計 293083 的中 � 49579（2番人気）
複勝票数 計 353572 的中 � 57639（2番人気）� 54688（3番人気）� 9963（8番人気）
枠連票数 計 83069 的中 （4－7） 4279（6番人気）
馬連票数 計 397890 的中 �� 18444（7番人気）
馬単票数 計 202978 的中 �� 4431（13番人気）
ワイド票数 計 341895 的中 �� 13675（8番人気）�� 3152（28番人気）�� 3253（26番人気）
3連複票数 計 679892 的中 ��� 2996（52番人気）
3連単票数 計 809172 的中 ��� 998（197番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 51．8－3F 39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
4－（12，1）（10，7）＝11（8，3）2，5－6，9
4，1（10，12）7＝3，11－8－2，5，6－9

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

勝馬の
紹 介

ワ ー ウ ル フ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2020．2．22 東京3着

2017．3．10生 牡4黒鹿 母 ムーンハウリング 母母 アスカシーズ 障害：9戦1勝 賞金 17，090，000円

3403012月11日 晴 良 （3阪神6） 第3日 第6競走 2，000�2歳新馬
発走13時05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
2：00．4
1：58．5

良
良

11 ロードラプソディ 牡2鹿 55 岩田 望来 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 476 ―2：01．6 4．5�
69 ヤマニンサイフォス 牡2鹿 55 長岡 禎仁土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 478 ―2：01．7� 24．8�
711 チアフルモーション 牝2鹿 54 C．デムーロ �G1レーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 448 ―2：02．01� 6．1�

（仏）

56 モンステラマオ 牝2鹿 54 小崎 綾也宮﨑 吉二氏 小崎 憲 浦河 三好牧場 446 ― 〃 ハナ 11．3�
44 バレエマスター 牡2鹿 55 幸 英明吉田 照哉氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 466 ―2：02．1� 59．8�
45 エバーフレッシュ 牝2栗 54 西村 淳也 	シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466 ―2：02．21 21．1

33 アスクオーマイキー 牡2鹿 55 斎藤 新廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 484 ― 〃 ハナ 147．0�
68 サラダダイエット 牝2青鹿54 松山 弘平吉田 千津氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 442 ―2：02．3� 5．1�
813 エイシングリーマン 牡2鹿 55 団野 大成�栄進堂 吉村 圭司 浦河 栄進牧場 448 ―2：02．4� 7．4
812 マイトシップ 牡2鹿 55

54 ☆泉谷 楓真	出口牧場 橋田 満 日高 出口牧場 416 ―2：02．5� 84．5�
710 エリックバローズ 牡2鹿 55 �島 克駿猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 桑田牧場 462 ―2：02．92� 89．7�
22 カ イ オ ル 牝2鹿 54 坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE 矢作 芳人 浦河 辻 牧場 450 ―2：03．32� 4．7�
57 アランチャータ 牝2黒鹿54 松若 風馬ディアレストクラブ� 上村 洋行 新ひだか 嶋田牧場 454 ―2：03．4� 23．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，668，200円 複勝： 52，686，800円 枠連： 11，008，200円
馬連： 54，445，500円 馬単： 25，705，500円 ワイド： 46，318，800円
3連複： 76，179，100円 3連単： 86，551，000円 計： 397，563，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 540円 � 210円 枠 連（1－6） 1，150円

馬 連 �� 5，490円 馬 単 �� 8，790円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 550円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 13，020円 3 連 単 ��� 80，240円

票 数

単勝票数 計 446682 的中 � 82557（1番人気）
複勝票数 計 526868 的中 � 85270（2番人気）� 20208（9番人気）� 71498（4番人気）
枠連票数 計 110082 的中 （1－6） 7398（6番人気）
馬連票数 計 544455 的中 �� 7672（19番人気）
馬単票数 計 257055 的中 �� 2192（35番人気）
ワイド票数 計 463188 的中 �� 7921（18番人気）�� 23322（5番人気）�� 4456（31番人気）
3連複票数 計 761791 的中 ��� 4385（48番人気）
3連単票数 計 865510 的中 ��� 782（285番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．5―12．5―12．3―12．2―12．1―11．7―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．3―48．8―1：01．1―1：13．3―1：25．4―1：37．1―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ロードラプソディ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．3．2生 牡2鹿 母 テ ィ ア ー モ 母母 レディチャーム 1戦1勝 賞金 7，000，000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。



3403112月11日 晴 良 （3阪神6） 第3日 第7競走 1，400�2歳新馬
発走13時35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

11 ピジョンブラッド 牝2鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484 ―1：27．5 31．1�

33 ルクススパーク 牝2鹿 54 西村 淳也�ルクス 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 470 ―1：27．81� 5．2�
77 デジタイゼーション 牝2黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 488 ―1：28．11� 6．9�
44 メッチャサス 牝2青鹿54 藤懸 貴志大田 恭充氏 浜田多実雄 新冠 中山 高鹿康 440 ―1：28．84 3．0�
22 ジュエルシティー 牝2黒鹿54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 436 ―1：29．33 3．6�
89 オーケークィーン 牝2栗 54 団野 大成小野 建氏 奥村 豊 新ひだか 畠山牧場 456 ―1：29．4� 14．4	
55 ジョウショーポピー 牝2鹿 54 森 裕太朗熊田 義孝氏 中尾 秀正 新ひだか 高橋 修 488 ―1：30．03� 28．4

66 エイシンスケールズ 牝2鹿 54 松若 風馬�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 454 ―1：30．32 108．1�
810 フラミンゴマリーナ 牝2黒鹿54 岩田 望来 Viridian Keiba Club 梅田 智之 平取 清水牧場 444 ―1：30．72� 34．7�
78 タマモピューリティ 牝2黒鹿54 国分 優作タマモ� 新谷 功一 日高 スマイルファーム 456 ―1：32．5大差 12．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，686，200円 複勝： 36，477，700円 枠連： 13，127，000円
馬連： 51，302，400円 馬単： 24，313，600円 ワイド： 38，175，000円
3連複： 69，186，000円 3連単： 93，689，700円 計： 370，957，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，110円 複 勝 � 560円 � 190円 � 210円 枠 連（1－3） 10，150円

馬 連 �� 6，130円 馬 単 �� 14，650円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 2，890円 �� 580円

3 連 複 ��� 13，520円 3 連 単 ��� 115，320円

票 数

単勝票数 計 446862 的中 � 12195（8番人気）
複勝票数 計 364777 的中 � 13462（8番人気）� 58840（3番人気）� 49152（4番人気）
枠連票数 計 131270 的中 （1－3） 1002（20番人気）
馬連票数 計 513024 的中 �� 6480（22番人気）
馬単票数 計 243136 的中 �� 1244（47番人気）
ワイド票数 計 381750 的中 �� 6106（19番人気）�� 3249（28番人気）�� 18021（6番人気）
3連複票数 計 691860 的中 ��� 3837（43番人気）
3連単票数 計 936897 的中 ��� 589（319番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―12．7―13．0―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．7―48．4―1：01．4―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピジョンブラッド �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2019．4．13生 牝2鹿 母 カスクドール 母母 キュンティア 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3403212月11日 晴 良 （3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 （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

816 バーデンヴァイラー 牡3黒鹿56 C．デムーロ �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 508＋101：52．0 1．3�
（仏）

713 クリノドラゴン 牡3栗 56 幸 英明栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 480－ 21：52．74 9．4�
23 ミッキーヌチバナ 牡3鹿 56 太宰 啓介野田みづき氏 高橋 亮 安平 追分ファーム 532＋ 41：53．44 12．8�
11 ハイパーステージ 牡4芦 57 坂井 瑠星 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 442－ 61：53．5� 18．1�
815 メイショウハクサン 牡4鹿 57 藤岡 佑介松本 好	氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 498± 01：53．71� 7．7

36 グレースルビー 牝4鹿 55 西村 淳也本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 472－ 21：54．23 163．3�
47 アキノスマート 牡4鹿 57 �島 克駿穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 490－18 〃 クビ 99．4�
24 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿57 岩田 望来大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 472＋ 2 〃 ハナ 55．7
35 	 マーブルサニー 牝5芦 55

51 ★永島まなみ下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 482－ 21：54．3� 184．5�

714 ランドジュピター 牡7鹿 57 国分 優作木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 474－ 21：54．4� 349．4�
510 メタルスパーク 
4芦 57 高倉 稜ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 492－ 81：54．82� 405．9�
48 タガノキングロード 牡4黒鹿57 秋山真一郎八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496＋ 61：54．9クビ 119．3�
612 ワイズマンハート 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 476＋ 4 〃 クビ 21．5�
12 サンマルエンパイア 牡7鹿 57 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 476± 01：55．0クビ 64．8�
59 タイセイメガロス 牡4鹿 57 松若 風馬田中 成奉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム B450＋ 61：55．21� 54．0�
611 クーファアチャラ 牝4鹿 55 団野 大成大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 川島牧場 464± 01：56．37 79．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，550，500円 複勝： 222，830，800円 枠連： 21，005，100円
馬連： 83，578，200円 馬単： 45，895，200円 ワイド： 73，458，400円
3連複： 124，403，000円 3連単： 191，055，900円 計： 816，777，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 170円 � 190円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 220円 �� 380円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 545505 的中 � 321102（1番人気）
複勝票数 計2228308 的中 � 1701326（1番人気）� 94489（3番人気）� 80650（4番人気）
枠連票数 計 210051 的中 （7－8） 42569（1番人気）
馬連票数 計 835782 的中 �� 145901（1番人気）
馬単票数 計 458952 的中 �� 65492（1番人気）
ワイド票数 計 734584 的中 �� 97062（2番人気）�� 47186（3番人気）�� 22705（8番人気）
3連複票数 計1244030 的中 ��� 58651（4番人気）
3連単票数 計1910559 的中 ��� 38215（8番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．5―12．8―12．2―12．6―12．8―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．3―50．1―1：02．3―1：14．9―1：27．7―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バーデンヴァイラー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．10．11 京都3着

2018．3．19生 牡3黒鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 6戦3勝 賞金 31，649，000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 ヴェラアズール号
※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。



3403312月11日 晴 良 （3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；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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．4
1：58．5

良
良

78 サトノヘリオス 牡2鹿 55 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 友道 康夫 千歳 社台ファーム 472＋ 21：59．7レコード 7．9�
79 ヴェールランス 牡2鹿 55 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444＋10 〃 クビ 9．3�
55 ダノンブリザード 牡2鹿 55 坂井 瑠星�ダノックス 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 476－102：00．02 3．6�
44 ラスマドレス 牝2黒鹿54 西村 淳也 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 442＋102：00．31� 21．6�
67 ジ ャ マ ン 牝2黒鹿54 永島まなみ奥田 貴敏氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 470± 02：00．4クビ 23．5	
22 アートハウス 牝2栗 54 C．デムーロ H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 三嶋牧場 464－ 62：00．61� 2．6


（仏）

811 ボルドグフーシュ 牡2栗 55 松田 大作 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 486－102：00．7クビ 13．0�
11 ファンウワーズ 牡2青鹿55 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 本巣 敦 486－ 22：00．8	 170．5�
33 モズタンジロウ 牡2芦 55 松若 風馬 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 478＋ 4 〃 アタマ 185．6
66 フェーングロッテン 牡2鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 アタマ 10．0�
810 イ ン プ レ ス 牡2黒鹿55 
島 克駿前田 幸治氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 516＋ 22：01．43	 29．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 87，955，400円 複勝： 98，534，100円 枠連： 15，894，200円
馬連： 112，366，800円 馬単： 49，440，400円 ワイド： 87，579，900円
3連複： 154，079，500円 3連単： 218，089，100円 計： 823，939，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 190円 � 260円 � 140円 枠 連（7－7） 3，040円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 860円 �� 430円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 24，980円

票 数

単勝票数 計 879554 的中 � 93095（3番人気）
複勝票数 計 985341 的中 � 126090（3番人気）� 81154（5番人気）� 220853（2番人気）
枠連票数 計 158942 的中 （7－7） 4040（12番人気）
馬連票数 計1123668 的中 �� 26895（12番人気）
馬単票数 計 494404 的中 �� 6101（24番人気）
ワイド票数 計 875799 的中 �� 24760（11番人気）�� 55367（3番人気）�� 36244（7番人気）
3連複票数 計1540795 的中 ��� 32680（12番人気）
3連単票数 計2180891 的中 ��� 6328（83番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．1―12．1―11．9―11．9―12．0―11．9―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．7―47．8―59．7―1：11．6―1：23．6―1：35．5―1：47．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノヘリオス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．8．28 新潟4着

2019．3．22生 牡2鹿 母 エアマグダラ 母母 エアデジャヴー 3戦2勝 賞金 16，545，000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。

3403412月11日 晴 良 （3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；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

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

22 タイセイモンストル 牡4鹿 57 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482－ 22：28．0 12．8�
44 リフレーミング 牡3黒鹿55 西村 淳也栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 橋本牧場 466＋ 62：28．31	 6．2�
77 ナオミラフィネ 牝4栗 55 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B466－ 2 〃 アタマ 21．1�
88 フ ア ナ 牝4鹿 55 C．デムーロ 近藤 英子氏 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 454－ 22：28．83 1．8�

（仏）

33 アルテラローザ 牝5黒鹿55 岩田 望来 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 466－ 82：29．33 5．1�
11 エクセレントタイム 牡3鹿 55 松山 弘平 	サンデーレーシング 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484－102：29．61	 5．2

55 トウカイデュエル 牡4鹿 57 斎藤 新内村 正則氏 長谷川浩大 平取 二風谷ファーム 470－ 42：30．23
 209．2�
89 モ イ 牝5黒鹿55 柴山 雄一 Him Rock Racing

ホールディングス� 畑端 省吾 日高 タバタファーム 402＋ 42：30．31 53．6�
66 テーオーフォルテ 牡7鹿 57 団野 大成小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 524± 02：30．4
 39．2
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売 得 金
単勝： 63，299，400円 複勝： 119，622，600円 枠連： 12，968，800円
馬連： 93，575，100円 馬単： 51，589，200円 ワイド： 72，368，400円
3連複： 129，055，400円 3連単： 258，691，100円 計： 801，170，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 490円 � 400円 � 600円 枠 連（2－4） 2，490円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 6，730円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，210円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 10，550円 3 連 単 ��� 77，660円

票 数

単勝票数 計 632994 的中 � 39296（5番人気）
複勝票数 計1196226 的中 � 63660（5番人気）� 82638（4番人気）� 50568（6番人気）
枠連票数 計 129688 的中 （2－4） 4030（10番人気）
馬連票数 計 935751 的中 �� 24704（11番人気）
馬単票数 計 515892 的中 �� 5741（23番人気）
ワイド票数 計 723684 的中 �� 19973（12番人気）�� 15356（15番人気）�� 12248（17番人気）
3連複票数 計1290554 的中 ��� 9169（30番人気）
3連単票数 計2586911 的中 ��� 2415（172番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．6―26．2―39．0―51．6―1：04．4―1：16．9―1：29．2―1：41．2―1：53．0―2：04．3―2：15．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0
1
3
7－2（4，8）－3－5－9，1，6
7－2＝4，8－3－（5，9）1，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイモンストル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．1．12 京都4着

2017．2．4生 牡4鹿 母 ラブアクチュアリー 母母 ワイドウインダム 21戦3勝 賞金 55，460，000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。



3403512月11日 晴 良 （3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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

44 エアロロノア 牡4鹿 56 岩田 望来 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 506＋101：34．0 2．6�
67 クラヴァシュドール 牝4青鹿54 藤岡 佑介�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 470＋ 41：34．11 5．6�
55 レッドガラン 牡6鹿 57 斎藤 新 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 526＋121：34．31 4．6�
68 ベステンダンク 牡9栗 59 団野 大成市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 B524＋ 8 〃 ハナ 66．6�
22 エングレーバー 牡5鹿 56 C．デムーロ �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 アタマ 6．6	

（仏）

33 ベ レ ヌ ス 牡4鹿 56 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 518＋ 61：34．51	 23．1

79 ガ ゼ ボ 牡6青 56 松若 風馬吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 542＋ 6 〃 クビ 17．9�
56 ホープフルサイン 牡5黒鹿56 幸 英明 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 B502± 01：34．6
 16．5�
710 レインボーフラッグ 牡8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 470＋ 41：34．81	 71．7
11 デュープロセス 牡5栗 58 古川 吉洋ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 484＋ 61：34．9クビ 41．7�
811 ハッピーアワー 牡5鹿 57 岡田 祥嗣髙嶋 祐子氏 杉山 佳明 浦河 有限会社

吉田ファーム 450＋101：35．0� 89．9�
812 ラ セ ッ ト 牡6鹿 57 秋山真一郎桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 496＋ 6 〃 アタマ 9．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 112，534，300円 複勝： 138，343，300円 枠連： 33，478，600円
馬連： 240，750，000円 馬単： 87，608，500円 ワイド： 154，238，400円
3連複： 339，063，800円 3連単： 450，166，800円 計： 1，556，183，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 160円 � 140円 枠 連（4－6） 770円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 330円 �� 260円 �� 350円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計1125343 的中 � 343634（1番人気）
複勝票数 計1383433 的中 � 317623（1番人気）� 203503（3番人気）� 251017（2番人気）
枠連票数 計 334786 的中 （4－6） 33323（2番人気）
馬連票数 計2407500 的中 �� 216250（2番人気）
馬単票数 計 876085 的中 �� 47300（3番人気）
ワイド票数 計1542384 的中 �� 116226（2番人気）�� 162469（1番人気）�� 106519（3番人気）
3連複票数 計3390638 的中 ��� 269064（1番人気）
3連単票数 計4501668 的中 ��� 78939（3番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．9―12．0―11．7―11．4―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―35．9―47．9―59．6―1：11．0―1：22．2

コーナー
通過順位

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

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4鹿 母 エアワンピース 母母 エアメサイア 14戦5勝 賞金 86，852，000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。

3403612月11日 晴 良 （3阪神6） 第3日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時20分 （ダート・右）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：08．8
1：08．5

重
重

710 メイショウカイト 牝3黒鹿54 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 444－ 21：12．4 3．0�
68 シ ゲ ル リ ジ 牝3鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 454＋ 8 〃 クビ 17．8�
69 メッザノッテ 牝3栗 54 岩田 望来ゴドルフィン 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 450－ 81：12．61 5．2�
711 サウンドウイッシュ 牡3黒鹿56 �島 克駿増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 494－101：12．7� 21．5�
45 � ランランウイング 牝5黒鹿55 松若 風馬�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 466－ 41：13．12� 29．6�
57 � 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 506－ 4 〃 アタマ 106．8	
56 � メイショウミチノク 牝5芦 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 490－ 41：13．2クビ 11．0

44 � スズカサウスソング 牡4鹿 57

56 ☆泉谷 楓真永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B504－ 8 〃 アタマ 18．1�
813� シゲルフタゴザ 牡4黒鹿57 松山 弘平森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 土田農場 500± 01：13．41	 3．8�
812 シゲルメダリスト 牡3鹿 56 古川 吉洋森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 472－ 21：13．6
 52．6
11 � アイファーベア 牡3鹿 56 田中 健中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 450－ 61：13．7� 266．4�
33 ランスオブミューズ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 444－ 4 〃 クビ 8．5�
22 � ベ ン ガ ン 牡4芦 57 藤懸 貴志小林 薫氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 460－ 21：13．91� 25．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 90，327，900円 複勝： 106，050，200円 枠連： 26，328，200円
馬連： 152，938，900円 馬単： 63，825，700円 ワイド： 131，451，700円
3連複： 228，991，200円 3連単： 286，821，500円 計： 1，086，735，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 290円 � 190円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 730円 �� 380円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 26，850円

票 数

単勝票数 計 903279 的中 � 237451（1番人気）
複勝票数 計1060502 的中 � 251304（1番人気）� 74368（6番人気）� 139064（3番人気）
枠連票数 計 263282 的中 （6－7） 35690（2番人気）
馬連票数 計1529389 的中 �� 43868（8番人気）
馬単票数 計 638257 的中 �� 11316（12番人気）
ワイド票数 計1314517 的中 �� 45442（7番人気）�� 98469（2番人気）�� 16650（24番人気）
3連複票数 計2289912 的中 ��� 39551（13番人気）
3連単票数 計2868215 的中 ��� 7742（80番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―12．4―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．2―47．6―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．2
3 3，4，9（1，8，10，13）－12，2，11（5，7，6） 4 3（4，9）（8，10，13）1（11，2）12（5，7）6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウカイト �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．1．9 中京3着

2018．5．10生 牝3黒鹿 母 デンコウデア 母母 プレゼンテーション 11戦2勝 賞金 25，000，000円
※シゲルリジ号・スズカサウスソング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（3阪神6）第3日 12月11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 149頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

227，250，000円
8，130，000円
29，390，000円
1，010，000円
26，050，000円
65，039，000円
5，631，500円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
685，445，400円
1，094，874，200円
180，276，900円
1，021，645，700円
472，435，900円
817，893，600円
1，495，913，000円
2，080，351，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，848，836，500円

総入場人員 4，670名 （有料入場人員 4，296名）4, 253名）4, 627名
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