
3403712月12日 晴 良 （3阪神6） 第4日 第1競走 ��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

33 ラ ブ リ ュ ス 牡2栗 55 C．デムーロ �キャロットファーム 寺島 良 新冠 新冠橋本牧場 B496＋ 21：55．7 7．2�
（仏）

77 ロードマゼラン 牡2青鹿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 494± 0 〃 ハナ 3．0�
22 メイショウヒシャ 牡2鹿 55 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 530± 01：57．5大差 13．4�
88 � メリーセンス 牡2鹿 55 岩田 望来冨士井直哉氏 森 秀行 米 Sun Valley

Farm 498＋101：57．92� 3．0�
44 ジョウショーヘイロ 牡2黒鹿55 幸 英明熊田 義孝氏 新谷 功一 新冠 五丸農場 486＋ 61：58．0クビ 5．5	
11 セイウンケルン 牡2鹿 55 和田 竜二西山 茂行氏 北出 成人 新冠 つつみ牧場 450＋ 81：58．85 21．5

66 ジ ュ リ ア ス 牡2青鹿55 国分 恭介間宮 秀直氏 服部 利之 新ひだか 飛野牧場 508－ 81：58．9� 11．1�
55 ノーブルキャナル 牡2青 55 酒井 学吉木 伸彦氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム 442＋ 21：59．0� 189．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 42，647，800円 複勝： 39，759，600円 枠連： 発売なし
馬連： 54，128，800円 馬単： 27，635，400円 ワイド： 40，452，400円
3連複： 73，900，500円 3連単： 124，846，600円 計： 403，371，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 180円 � 150円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 340円 �� 840円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 13，320円

票 数

単勝票数 計 426478 的中 � 49860（4番人気）
複勝票数 計 397596 的中 � 58288（4番人気）� 80029（2番人気）� 33683（5番人気）
馬連票数 計 541288 的中 �� 52088（3番人気）
馬単票数 計 276354 的中 �� 10833（8番人気）
ワイド票数 計 404524 的中 �� 33819（3番人気）�� 11523（16番人気）�� 14666（10番人気）
3連複票数 計 739005 的中 ��� 19929（11番人気）
3連単票数 計1248466 的中 ��� 6795（50番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―14．4―13．1―13．1―13．2―13．1―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―38．9―52．0―1：05．1―1：18．3―1：31．4―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ ブ リ ュ ス 
�
父 アジアエクスプレス 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．22 小倉12着

2019．3．25生 牡2栗 母 ブリトマルティス 母母 アマートベン 4戦1勝 賞金 6，120，000円
〔発走状況〕 ジョウショーヘイロ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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。

3403812月12日 晴 良 （3阪神6） 第4日 第2競走 1，400�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 640，000
640，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

812 スズカワールド 牡2黒鹿55 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 510＋ 41：25．7 2．9�
710 スプラウティング 牡2栗 55

54 ☆泉谷 楓真ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500－ 21：25．8� 7．7�

68 ペプチドヤマト 牡2栗 55 浜中 俊沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 472＋101：25．9� 3．5�
67 レリジールダモーレ 牝2栗 54 和田 竜二 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 432＋101：26．21� 37．9�
811 ライラボンド 牡2黒鹿55 長岡 禎仁 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 500＋ 6 〃 同着 24．9	
33 ヴォルゴグラード 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 500± 01：27．47 3．5

79 タロファイター 牡2鹿 55 団野 大成髙岡 浩行氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 458－101：28．03� 64．4�
44 シックザイン 牡2栗 55 松山 弘平ディアレストクラブ� 角田 晃一 浦河 ディアレスト

クラブ 460＋14 〃 クビ 30．3�
11 ア ド ゥ ー ル 牝2鹿 54 横山 典弘寺田 寿男氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 〃 ハナ 46．3
56 ノーモアワーズ 牡2栗 55 藤岡 康太池袋レーシング 牧田 和弥 浦河 大北牧場 494－101：28．21� 170．1�
22 デ ィ ラ ッ ク 牡2青鹿55 森 裕太朗桑畑 夏美氏 小林 真也 日高 浜本牧場 432＋ 61：28．51� 96．4�
55 アスカノツバサ 牡2鹿 55 岩田 望来豊田 智郎氏 川村 禎彦 むかわ 上水牧場 482± 01：28．6� 286．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 57，180，200円 複勝： 56，938，400円 枠連： 10，219，200円
馬連： 65，587，700円 馬単： 31，877，300円 ワイド： 58，850，000円
3連複： 105，156，000円 3連単： 128，724，400円 計： 514，533，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 190円 � 130円 枠 連（7－8） 940円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 390円 �� 190円 �� 430円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 5，530円

票 数

単勝票数 計 571802 的中 � 159141（1番人気）
複勝票数 計 569384 的中 � 149863（1番人気）� 57082（4番人気）� 112022（3番人気）
枠連票数 計 102192 的中 （7－8） 8398（4番人気）
馬連票数 計 655877 的中 �� 48409（4番人気）
馬単票数 計 318773 的中 �� 14010（7番人気）
ワイド票数 計 588500 的中 �� 35307（4番人気）�� 93462（1番人気）�� 30750（5番人気）
3連複票数 計1051560 的中 ��� 98079（2番人気）
3連単票数 計1287244 的中 ��� 16847（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．2―12．5―12．3―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．2―36．4―48．9―1：01．2―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．8
3 ・（8，10，12）（5，11）4（1，7）－（2，9，6）3 4 ・（8，10，12）11（5，7，4）－1（9，3）（2，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカワールド �
�
父 ワールドエース �

�
母父 ヨハネスブルグ デビュー 2021．6．5 中京3着

2019．2．19生 牡2黒鹿 母 カ カ リ ア 母母 スプリングガーベラ 7戦1勝 賞金 11，740，000円
〔発走状況〕 ヴォルゴグラード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ライラボンド号の騎手長岡禎仁は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・4番）

第６回 阪神競馬 第４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



3403912月12日 晴 良 （3阪神6） 第4日 第3競走 ��2，000�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
1：59．7
1：58．5

良
良

11 ディライトバローズ 牡2鹿 55 和田 竜二猪熊 広次氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 510－ 62：01．8 7．4�
55 アーティット 牡2鹿 55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 クビ 1．9�
68 � ボブズヤアンクル 牡2鹿 55 池添 謙一ゴドルフィン 大久保龍志 英

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

542＋ 22：02．22� 5．7�
812 モ ズ ネ ズ コ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 谷川牧場 498－ 82：02．73 11．7�
79 ワーフデール 牝2栗 54 松山 弘平�G1レーシング 森田 直行 安平 ノーザンファーム 448＋10 〃 クビ 12．7�
67 トランソニック 牡2黒鹿55 武 豊星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 今 牧場 476＋ 42：02．91� 21．7	
22 コウエイキズナ 牡2鹿 55 酒井 学伊東 政清氏 新谷 功一 新ひだか 田中 裕之 500－ 42：03．11� 57．9

811 アスターデカゴン 牡2鹿 55 国分 恭介加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 クビ 536．7�
710 ク リ ノ ビ ビ 牝2芦 54 森 裕太朗栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 446± 02：03．31 570．4�
44 アテンパーティ 牡2黒鹿55 幸 英明齊藤 直信氏 谷 潔 新ひだか 平野牧場 440＋ 22：03．4� 141．1
56 タ ボ ン 牡2鹿 55 国分 優作サン 安達 昭夫 新冠 武田 修一 470－ 62：03．5� 276．7�
33 フォアランナー 牡2栗 55 C．デムーロ �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B516＋ 62：04．03 7．8�

（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 57，785，700円 複勝： 92，982，700円 枠連： 9，843，100円
馬連： 64，941，900円 馬単： 37，056，300円 ワイド： 60，873，300円
3連複： 94，304，600円 3連単： 151，047，000円 計： 568，834，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（1－5） 440円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 230円 �� 460円 �� 210円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 8，170円

票 数

単勝票数 計 577857 的中 � 65283（3番人気）
複勝票数 計 929827 的中 � 106054（3番人気）� 439389（1番人気）� 114679（2番人気）
枠連票数 計 98431 的中 （1－5） 17030（2番人気）
馬連票数 計 649419 的中 �� 96726（2番人気）
馬単票数 計 370563 的中 �� 14687（9番人気）
ワイド票数 計 608733 的中 �� 69291（2番人気）�� 28486（6番人気）�� 82484（1番人気）
3連複票数 計 943046 的中 ��� 74710（2番人気）
3連単票数 計1510470 的中 ��� 13398（26番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．9―12．6―12．5―12．4―12．2―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―37．0―49．6―1：02．1―1：14．5―1：26．7―1：38．3―1：49．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ディライトバローズ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2021．11．21 阪神2着

2019．3．2生 牡2鹿 母 オールウェイズウィリング 母母 Always Loyal 2戦1勝 賞金 7，900，000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。

3404012月12日 晴 良 （3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

55 アンノウンウォリア 牡2黒鹿55 団野 大成�田 昌久氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 480 ―1：55．6 7．6�
22 サンライズジャスト 牡2鹿 55 酒井 学�ライフハウス 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 528 ― 〃 クビ 2．7�
66 モズミツボシ 牡2鹿 55 池添 謙一 �キャピタル・システム 飯田 祐史 浦河 高野牧場 530 ―1：56．02 5．1�
78 トップブリランテ 牡2鹿 55 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 490 ―1：56．1� 19．9	
89 ウォータージオード 牡2鹿 55 幸 英明山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 大島牧場 478 ―1：57．69 48．9

33 ウォータージーニー 牡2黒鹿 55

54 ☆泉谷 楓真山岡 正人氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 488 ―1：57．81� 29．2�
77 マスタープラン 牡2黒鹿55 C．ルメール �吉澤ホールディングス 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 520 ―1：58．01� 5．5�
44 キングレガリア 牡2鹿 55 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 534 ―1：58．31� 8．2
11 ランドフェニックス 牡2鹿 55 田中 健木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 中田 浩美 464 ―1：58．93� 92．5�
810 ライダーストーム 牡2青鹿55 松山 弘平水谷 美穂氏 茶木 太樹 日高 豊洋牧場 490 ―1：59．53� 12．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，923，400円 複勝： 45，559，700円 枠連： 7，208，400円
馬連： 50，104，400円 馬単： 25，099，400円 ワイド： 41，129，400円
3連複： 69，237，400円 3連単： 99，115，400円 計： 388，377，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 180円 � 130円 � 150円 枠 連（2－5） 1，170円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 340円 �� 580円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計 509234 的中 � 56314（4番人気）
複勝票数 計 455597 的中 � 58489（4番人気）� 99778（1番人気）� 75080（2番人気）
枠連票数 計 72084 的中 （2－5） 4763（6番人気）
馬連票数 計 501044 的中 �� 40218（2番人気）
馬単票数 計 250994 的中 �� 7249（8番人気）
ワイド票数 計 411294 的中 �� 30816（2番人気）�� 16203（8番人気）�� 43011（1番人気）
3連複票数 計 692374 的中 ��� 32201（3番人気）
3連単票数 計 991154 的中 ��� 6836（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．9―38．6―51．8―1：04．8―1：17．6―1：30．2―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アンノウンウォリア �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ハーツクライ 初出走

2019．3．19生 牡2黒鹿 母 セイユウヴィーナス 母母 ラスティックベル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サンライズジャスト号の騎手酒井学は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・9番）



3404112月12日 晴 良 （3阪神6） 第4日 第5競走 ��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

36 エバーシャドネー 牝2鹿 54 藤岡 佑介宇田 豊氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 456 ―1：35．1 12．1�
611 マテンロウオリオン 牡2黒鹿55 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム 490 ―1：35．3� 3．8�
24 ウォーターレクラ 牝2鹿 54 幸 英明山岡 正人氏 岡田 稲男 新ひだか 築紫 洋 430 ―1：35．72� 67．1�
23 ヒロシゲパール 牝2鹿 54 国分 優作�ウエストヒルズ 坂口 智康 新ひだか 岡田牧場 476 ―1：35．8クビ 30．4�
12 ティンタルレ 牝2鹿 54 池添 謙一�ダイリン 田中 克典 浦河 谷川牧場 440 ― 〃 アタマ 35．2	
48 エイシンクリード 牝2鹿 54 団野 大成�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 462 ―1：35．91 101．3

714 アオイハヤト 牡2青鹿55 藤井勘一郎新谷 正子氏 大久保龍志 浦河 中村 雅明 442 ―1：36．0� 58．7�
510 スカイウィッチ 牝2黒鹿54 岩田 望来山口 正行氏 寺島 良 新ひだか 有限会社石川牧場 438 ―1：36．1クビ 26．0�
47 サトノキリンジ 牡2鹿 55 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 平田 修 新ひだか 千代田牧場 448 ―1：36．63 41．3
612 シンゼンコイチャン 牝2鹿 54 横山 典弘原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462 ―1：36．7� 63．7�
817� メイショウケイガン 牡2芦 55 内田 博幸松本 好雄氏 河内 洋 仏 Mr Patrick

Chedeville 520 ―1：36．8クビ 144．0�
35 エムズフラッシュ 牡2黒鹿 55

54 ☆泉谷 楓真本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 442 ―1：36．9� 47．3�
713 ブルータンゴ 牝2栗 54 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 平取 高橋 啓 442 ―1：37．32� 120．9�
59 マーゴットリープ 牝2鹿 54 和田 竜二前田 良平氏 高橋 義忠 安平 追分ファーム 454 ― 〃 クビ 42．0�
816� ア ル マ ン ダ 牡2黒鹿55 武 豊永井商事� 橋田 満 仏 Mr Herve－Char-

les Viallon 512 ―1：38．25 8．9�
11 デュードメール 牝2鹿 54 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 454 ―1：39．05 2．0�
815 ウインフランドル 牝2鹿 54 横山 和生�ウイン 宮 徹 むかわ 上水牧場 434 ―1：39．53 117．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 64，843，000円 複勝： 55，870，100円 枠連： 13，823，800円
馬連： 60，406，500円 馬単： 31，322，600円 ワイド： 58，961，400円
3連複： 90，275，900円 3連単： 102，703，100円 計： 478，206，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 250円 � 160円 � 1，050円 枠 連（3－6） 1，080円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 600円 �� 5，760円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 19，290円 3 連 単 ��� 105，310円

票 数

単勝票数 計 648430 的中 � 45123（4番人気）
複勝票数 計 558701 的中 � 56077（4番人気）� 116384（2番人気）� 10271（12番人気）
枠連票数 計 138238 的中 （3－6） 9856（4番人気）
馬連票数 計 604065 的中 �� 28107（5番人気）
馬単票数 計 313226 的中 �� 5804（11番人気）
ワイド票数 計 589614 的中 �� 27231（5番人気）�� 2521（55番人気）�� 4630（31番人気）
3連複票数 計 902759 的中 ��� 3509（60番人気）
3連単票数 計1027031 的中 ��� 707（306番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．6―36．3―48．6―1：00．2―1：11．7―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エバーシャドネー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ハーツクライ 初出走

2019．3．5生 牝2鹿 母 エバーシャルマン 母母 ラシャルマンテ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3404212月12日 晴 良 （3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 （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

45 ファーンヒル 牡2黒鹿55 C．デムーロ �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 460－ 21：12．4 3．5�

（仏）

813 ゼットノヴァ 牡2青鹿55 和田 竜二�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか フジワラフアーム 440± 0 〃 アタマ 17．6�
34 ミルトクリーガー 牡2黒鹿55 岩田 望来永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 470＋ 21：13．35 24．2�
711� クロデメニル 牝2鹿 54 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Teneri Farm 488＋ 41：13．51 21．8�
69 グッドグロウス 牡2鹿 55 国分 恭介宮川 純造氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 460＋ 41：13．82 7．9	
46 シホノディレット 牡2鹿 55 松山 弘平村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム B526＋10 〃 ハナ 19．1

57 オーロベルディ 牝2鹿 54 横山 典弘ロイヤルパーク 池添 兼雄 新ひだか 仲野牧場 474± 0 〃 ハナ 44．7�
11 ナツイロノオトメ 牝2青鹿54 幸 英明岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 高村牧場 470－ 61：14．01	 32．7�
712 イチローイチロー 牡2鹿 55 池添 謙一泉 一郎氏 北出 成人 新冠 村上 雅規 426± 01：14．1クビ 94．4
33 パスポートチェック 牡2栗 55 C．ルメールゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋121：14．3
 2．4�
814 タガノフィナーレ 牝2黒鹿54 団野 大成八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486＋ 61：14．62 35．3�
22 フェズカズマ 牡2栗 55 内田 博幸合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480± 01：14．81	 68．1�
58 ベルマーレミノル 牝2栗 54 藤岡 康太吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482± 01：15．11
 16．5�
610 イチザウイナー 牡2鹿 55 田中 健奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 熊本 奈良﨑 孝

一郎 446＋ 21：15．73� 311．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 75，945，300円 複勝： 75，441，200円 枠連： 14，707，900円
馬連： 82，289，800円 馬単： 40，937，000円 ワイド： 75，446，500円
3連複： 122，463，800円 3連単： 145，688，900円 計： 632，920，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 360円 � 420円 枠 連（4－8） 1，620円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，060円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 13，330円 3 連 単 ��� 57，210円

票 数

単勝票数 計 759453 的中 � 181320（2番人気）
複勝票数 計 754412 的中 � 171618（2番人気）� 46921（5番人気）� 38377（7番人気）
枠連票数 計 147079 的中 （4－8） 7029（7番人気）
馬連票数 計 822898 的中 �� 25043（8番人気）
馬単票数 計 409370 的中 �� 7449（13番人気）
ワイド票数 計 754465 的中 �� 23048（6番人気）�� 18551（9番人気）�� 6075（33番人気）
3連複票数 計1224638 的中 ��� 6889（44番人気）
3連単票数 計1456889 的中 ��� 1846（179番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．4―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファーンヒル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dylan Thomas デビュー 2021．6．27 札幌3着

2019．4．5生 牡2黒鹿 母 ラブディラン 母母 ゴンチャローワ 5戦2勝 賞金 15，500，000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。



3404312月12日 晴 良 （3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 （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
1：48．5
1：47．6

重
重

79 フォルテデイマルミ 牡3黒鹿56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 490＋ 41：53．8 1．5�

44 レンツシュピッツェ 牡3栗 56 松山 弘平�ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 482－ 21：54．22� 4．8�
78 スパークインザアイ �4鹿 57

56 ☆泉谷 楓真西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 462－ 21：54．52 89．3�
66 ウインヴァカンス 牝3栗 54 小崎 綾也�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム B450＋ 61：55．35 17．7�
33 シゲルヒカルダイヤ 牡5鹿 57 和田 竜二森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540± 01：55．72� 5．3�
810 タイセイポジション 牡3栗 56 藤懸 貴志田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 498＋ 41：55．91� 275．4	
811 ジャスティンスター �3栗 56 C．デムーロ 三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 490－ 21：56．43 20．2


（仏）

55 インテグラルシチー 牡3栗 56 岩田 望来 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 中村 雅明 508－121：57．14 30．9�
67 キャルブルー 牡4黒鹿57 藤岡 康太里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 518＋191：57．73� 160．7�
22 � ルーラーザクイーン 牝4鹿 55 酒井 学サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 川越ファーム 464± 01：58．02 50．2
11 ヴィースバーデン 牝4鹿 55 団野 大成 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 450± 01：59．38 20．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，546，200円 複勝： 151，240，100円 枠連： 9，118，900円
馬連： 58，315，200円 馬単： 41，015，300円 ワイド： 50，769，600円
3連複： 91，588，400円 3連単： 199，037，100円 計： 647，630，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 380円 枠 連（4－7） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 180円 �� 860円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 6，420円

票 数

単勝票数 計 465462 的中 � 233752（1番人気）
複勝票数 計1512401 的中 � 1161994（1番人気）� 108957（2番人気）� 19170（8番人気）
枠連票数 計 91189 的中 （4－7） 26203（1番人気）
馬連票数 計 583152 的中 �� 160189（1番人気）
馬単票数 計 410153 的中 �� 74853（1番人気）
ワイド票数 計 507696 的中 �� 96941（1番人気）�� 12779（11番人気）�� 6695（19番人気）
3連複票数 計 915884 的中 ��� 23975（10番人気）
3連単票数 計1990371 的中 ��� 22470（19番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．5―12．5―12．0―12．8―13．1―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．9―50．4―1：02．4―1：15．2―1：28．3―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォルテデイマルミ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Le Havre デビュー 2020．8．2 札幌2着

2018．2．11生 牡3黒鹿 母 シーフロント 母母 Freedom Herself 13戦2勝 賞金 29，100，000円
〔発走状況〕 ウインヴァカンス号・タイセイポジション号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ウインヴァカンス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィースバーデン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月12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。

3404412月12日 晴 良 （3阪神6） 第4日 第8競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走13時55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
1：06．7
1：06．0

良
良

69 フ ォ ド ラ 牝3鹿 54 C．デムーロ 吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 402－ 41：08．4 4．8�
（仏）

45 メイショウツツジ 牝3黒鹿 54
53 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 422－ 41：08．61� 7．1�

44 プレシオーソ 牡4黒鹿57 武 豊 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 486± 0 〃 ハナ 2．0�

11 メイショウエニシア 牝3青鹿54 藤岡 康太松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 446＋ 21：08．91� 8．9�
56 ピースユニヴァース 牡6鹿 57 藤井勘一郎久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 490－ 6 〃 クビ 122．9	
33 グッドワード 牝6芦 55 池添 謙一下河辺俊行氏 畑端 省吾 日高 下河辺牧場 506－ 2 〃 アタマ 53．9

813 ジ ャ ガ ー ド 牡3芦 56 M．デムーロ栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 412＋ 21：09．11 13．5�
22 ミ ア グ ア 牝6青鹿55 国分 優作五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 460± 0 〃 ハナ 84．9�
812 マッスルマサムネ �6鹿 57 小崎 綾也塩澤 正樹氏 畑端 省吾 洞	湖 レイクヴィラファーム 508＋ 2 〃 クビ 23．5
68 ディヴィナシオン 牡4黒鹿57 団野 大成一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 468＋221：09．2クビ 14．0�
57 スズカフェラリー 牝6鹿 55 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 450－ 81：09．73 23．9�
710 エ ピ ロ ー グ 牝5鹿 55 松山 弘平藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B492＋121：10．33� 33．6�
711 アイアンムスメ 牝3鹿 54 酒井 学西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 448＋161：11．15 282．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，752，700円 複勝： 73，334，300円 枠連： 15，838，700円
馬連： 84，109，100円 馬単： 37，075，500円 ワイド： 72，910，600円
3連複： 120，764，900円 3連単： 150，880，700円 計： 610，666，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 160円 � 110円 枠 連（4－6） 330円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 630円 �� 290円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 8，610円

票 数

単勝票数 計 557527 的中 � 92406（2番人気）
複勝票数 計 733343 的中 � 89633（3番人気）� 99855（2番人気）� 219174（1番人気）
枠連票数 計 158387 的中 （4－6） 36394（1番人気）
馬連票数 計 841091 的中 �� 36668（6番人気）
馬単票数 計 370755 的中 �� 9065（10番人気）
ワイド票数 計 729106 的中 �� 26151（7番人気）�� 67687（2番人気）�� 71263（1番人気）
3連複票数 計1207649 的中 ��� 70252（1番人気）
3連単票数 計1508807 的中 ��� 12701（15番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．8―11．3―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―33．7―45．0―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．7
3 1－9（4，6）（2，8）（5，13）（3，11）10（12，7） 4 1－9，6（4，8）2，13，5，11，3（10，7）12

勝馬の
紹 介

フ ォ ド ラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2020．6．27 函館1着

2018．1．23生 牝3鹿 母 セイングレンド 母母 グレイスルーマー 10戦3勝 賞金 52，074，000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。



3404512月12日 晴 良 （3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；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

22 ルビーカサブランカ 牝4栗 55 武 豊金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468＋ 62：12．2 7．3�

56 ダノンレガーロ 牡4鹿 57 和田 竜二�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 458－ 42：12．41� 3．4�
33 エドノフェリーチェ 牝4芦 55 M．デムーロ遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B462＋ 42：12．5クビ 7．7�
44 レヴェッツァ 牡3鹿 55 C．デムーロ 早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：12．6クビ 3．8�

（仏）

710 ベスビアナイト 	4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：12．7� 5．3	
11 ニホンピロスクーロ 	4青鹿57 高倉 稜小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 496－ 62：12．91� 8．6

68 ネプチュナイト 牡6黒鹿57 藤岡 康太吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 498＋ 42：13．0� 29．2�
811 サウンドバーニング 牡9鹿 57 団野 大成増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B430－ 22：13．42� 133．5�
55 ジョウショームード 牡5黒鹿57 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 444± 02：13．61� 259．8
67 ティグラーシャ 牝5黒鹿55 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B452＋ 42：14．02� 48．6�
812 シャイニーゲール 牡7鹿 57 松山 弘平小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 478＋102：14．1� 72．9�
79 ア ル サ ト ワ 牡4鹿 57 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 62：14．63 18．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 65，980，700円 複勝： 100，887，900円 枠連： 15，528，700円
馬連： 116，091，900円 馬単： 48，184，500円 ワイド： 96，561，600円
3連複： 173，452，600円 3連単： 215，403，900円 計： 832，091，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 150円 � 190円 枠 連（2－5） 1，530円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 610円 �� 740円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 20，060円

票 数

単勝票数 計 659807 的中 � 71544（4番人気）
複勝票数 計1008879 的中 � 110753（5番人気）� 207902（1番人気）� 131668（4番人気）
枠連票数 計 155287 的中 （2－5） 7838（8番人気）
馬連票数 計1160919 的中 �� 56031（7番人気）
馬単票数 計 481845 的中 �� 8844（21番人気）
ワイド票数 計 965616 的中 �� 40431（9番人気）�� 32703（13番人気）�� 45554（5番人気）
3連複票数 計1734526 的中 ��� 47200（10番人気）
3連単票数 計2154039 的中 ��� 7782（78番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．6―12．5―12．0―12．1―12．1―11．8―11．8―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．9―35．5―48．0―1：00．0―1：12．1―1：24．2―1：36．0―1：47．8―1：59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．2
1
3
7＝（1，8，9）（5，12）11，4，2（6，10）－3
7－8－（5，1，9）11（2，12）（6，4）10，3

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

勝馬の
紹 介

ルビーカサブランカ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．1．5 京都1着

2017．4．17生 牝4栗 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 19戦4勝 賞金 89，546，000円
〔制裁〕 ダノンレガーロ号の騎手和田竜二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：11番・2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。

3404612月12日 晴 良 （3阪神6） 第4日 第10競走 ��2，000�
たけだじょう

竹田城ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，2．12．12以降3．12．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

813 ユアヒストリー 牡3鹿 55 松山 弘平 MOMOレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 456－ 22：05．5 4．7�
34 ヴィジョンオブラヴ 牡6青鹿54 池添 謙一大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 496－102：05．71� 74．1�
11 ヴィアメント �4栗 55 C．ルメール �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B488－ 42：05．8� 7．0�
69 ロッキーサンダー 牡4鹿 54 和田 竜二原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 484± 0 〃 クビ 18．3�
610 マテンロウスパーク 牡4黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 504＋ 62：05．9クビ 3．4�
33 ヴァーダイト 牡4黒鹿55 C．デムーロ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 10．6	

（仏）

711 ペルセウスシチー 牡4黒鹿55 M．デムーロ 
友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B478± 0 〃 ハナ 7．9�
58 キンノマサカリ 牡4黒鹿55 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492± 02：06．0� 7．3�
814 ワンダーマンボ 牝5黒鹿52 団野 大成草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 470－ 62：06．53 92．6
712 ダノンアレー 牡4黒鹿55 内田 博幸
ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 B508＋ 2 〃 クビ 15．4�
57 フィロロッソ 牡4鹿 55 岩田 望来 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 11．0�
45 ホウオウライジン 牡5栗 54 藤岡 康太小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502－ 42：07．67 155．3�
22 バラーディスト 牝5黒鹿52 酒井 学 �シルクレーシング 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 486－ 22：07．7� 165．5�
46 マイネルアストリア 牡4鹿 53 国分 優作 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 524＋ 82：08．97 198．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 77，413，800円 複勝： 103，010，100円 枠連： 25，048，300円
馬連： 156，622，300円 馬単： 56，337，200円 ワイド： 109，290，600円
3連複： 234，412，200円 3連単： 261，070，500円 計： 1，023，205，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 1，410円 � 250円 枠 連（3－8） 2，280円

馬 連 �� 17，040円 馬 単 �� 22，150円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 730円 �� 5，150円

3 連 複 ��� 27，420円 3 連 単 ��� 172，380円

票 数

単勝票数 計 774138 的中 � 129791（2番人気）
複勝票数 計1030101 的中 � 174254（2番人気）� 14503（10番人気）� 112954（5番人気）
枠連票数 計 250483 的中 （3－8） 8488（12番人気）
馬連票数 計1566223 的中 �� 7121（38番人気）
馬単票数 計 563372 的中 �� 1907（69番人気）
ワイド票数 計1092906 的中 �� 6772（37番人気）�� 40584（7番人気）�� 5297（39番人気）
3連複票数 計2344122 的中 ��� 6411（78番人気）
3連単票数 計2610705 的中 ��� 1098（477番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―11．6―13．6―12．5―12．3―12．6―12．8―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．6―36．2―49．8―1：02．3―1：14．6―1：27．2―1：40．0―1：52．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユアヒストリー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．12．5 阪神2着

2018．4．18生 牡3鹿 母 アイムユアドリーム 母母 ビオンドパンテーラ 13戦4勝 賞金 57，808，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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



3404712月12日 晴 良 （3阪神6） 第4日 第11競走
第73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 1，288，000円 368，000円 184，000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

1：32．3
1：32．3
1：32．7

良
良
良

510 サークルオブライフ 牝2鹿 54 M．デムーロ飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 478± 01：33．8 5．6�
611 ラブリイユアアイズ 牝2青 54 団野 大成井内 康之氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 428－101：33．9� 51．2�
713 ウォーターナビレラ 牝2青鹿54 武 豊山岡 正人氏 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 470－ 21：34．0� 6．6�
817 ナ ミ ュ ー ル 牝2鹿 54 C．デムーロ �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 430－10 〃 クビ 2．9�

（仏）

11 ナムラクレア 牝2青鹿54 浜中 俊奈村 睦弘氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 454－ 61：34．31� 11．9�
816 ベルクレスタ 牝2鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466－ 21：34．4� 8．3	
48 ステルナティーア 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 432－10 〃 ハナ 4．9

35 スタティスティクス 牝2黒鹿54 和田 竜二 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 434－ 4 〃 ハナ 76．3�
612 ア ネ ゴ ハ ダ 牝2青鹿54 幸 英明岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 442＋ 21：34．5� 97．6�
47 キミワクイーン 牝2鹿 54 内田 博幸浦邊 輝實氏 奥村 武 安平 追分ファーム 420＋ 21：34．81� 80．9
714 サ ク 牝2鹿 54 酒井 学�LEVEL－K 北出 成人 日高 前野牧場 448＋ 21：35．01	 145．6�
59 シークルーズ 牝2鹿 54 岩田 望来飯田 良枝氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 428＋ 81：35．1� 141．8�
24 トーホウラビアン 牝2鹿 54 太宰 啓介東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 416－101：35．31	 325．9�
715 ダークペイジ 牝2黒鹿54 横山 和生 KRジャパン 吉村 圭司 新ひだか タイヘイ牧場 452＋ 41：35．4クビ 104．4�
36 タナザウィング 牝2栗 54 国分 恭介田中 俊彰氏 清水 久詞 浦河 宮内牧場 452－ 41：35．61	 175．6�
818 パーソナルハイ 牝2鹿 54 藤岡 康太�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 462－ 81：35．7� 41．7�
12 ナムラリコリス 牝2芦 54 泉谷 楓真奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 476＋121：35．91	 111．3�
23 ヒ ノ ク ニ 牝2黒鹿54 長岡 禎仁由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 B446＋ 8 〃 アタマ 261．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 788，183，300円 複勝： 764，766，900円 枠連： 338，618，300円 馬連： 1，824，962，600円 馬単： 738，747，100円
ワイド： 1，157，121，100円 3連複： 3，231，590，200円 3連単： 5，126，352，500円 5重勝： 772，981，300円 計： 14，743，323，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 770円 � 240円 枠 連（5－6） 7，580円

馬 連 �� 12，470円 馬 単 �� 16，540円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 620円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 16，850円 3 連 単 ��� 114，300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����� 236，900円

票 数

単勝票数 計7881833 的中 � 1178706（3番人気）
複勝票数 計7647669 的中 � 1202043（3番人気）� 206901（8番人気）� 853459（4番人気）
枠連票数 計3386183 的中 （5－6） 34612（17番人気）
馬連票数 計18249626 的中 �� 113355（22番人気）
馬単票数 計7387471 的中 �� 33495（38番人気）
ワイド票数 計11571211 的中 �� 111940（20番人気）�� 508425（8番人気）�� 83450（25番人気）
3連複票数 計32315902 的中 ��� 143819（38番人気）
3連単票数 計51263525 的中 ��� 32514（251番人気）
5重勝票数 計7729813 的中 ����� 2284

ハロンタイム 12．2―10．4―11．5―12．3―12．6―12．1―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．6―34．1―46．4―59．0―1：11．1―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．8
3 15，4－13（7，12）（2，11，8，18）3（1，10）（17，6，9，16）5，14 4 15，4－13（12，18）（7，11，16）8（2，3，10）（1，6，9，14）（17，5）

勝馬の
紹 介

サークルオブライフ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アドマイヤジャパン デビュー 2021．8．28 新潟3着

2019．3．24生 牝2鹿 母 シーブリーズライフ 母母 プレシャスライフ 4戦3勝 賞金 102，573，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エンタングルメント号・シンシアウィッシュ号・スプリットザシー号
※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。

3404812月12日 晴 良 （3阪神6） 第4日 第12競走 ��1，400�
しゅくがわ

夙 川 特 別
発走16時20分 （ダート・右）

3歳以上，2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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

713 ケイアイドリー 牡4鹿 57 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 512－ 41：24．0 3．0�
23 � レモンポップ 牡3栗 56 C．デムーロゴドルフィン 田中 博康 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait 514＋ 81：24．21� 2．2�
（仏）

816 メディーヴァル 牡3鹿 56 幸 英明�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 456± 01：24．62� 4．8�
11 メイショウオーギシ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 496－ 61：24．8	 15．9�
47 プレイヤーズハイ 牡5黒鹿57 藤井勘一郎藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 454－ 21：25．12 226．3	
611 フォークテイル 牝5鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 クビ 36．0

35 ヴァクストゥーム 牡4鹿 57 和田 竜二 �ローレルレーシング 吉田 直弘 浦河 谷川牧場 466－ 21：25．31 61．6�
714 ダイメイコスモス 牡5栗 57 泉谷 楓真宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 502＋ 81：25．4� 195．6�
36 イルミネーター 牡4鹿 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 494± 01：25．5	 268．3
612 カ ム カ ム 牡7鹿 57 団野 大成共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 480＋ 21：25．6� 98．3�
815 レディステディゴー 牡3鹿 56 太宰 啓介 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 516＋ 6 〃 クビ 91．1�
48 
 ヘイセイメジャー 牡4黒鹿57 池添 謙一菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 498＋ 41：25．7アタマ 11．7�
24 
 ファンキーゴールド 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 454－ 21：25．91� 79．1�
12 レッドモアナ 牝5栗 55 森 裕太朗 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 452± 01：26．21� 293．1�
59 � ポンペイワーム 牡5栗 57 岩田 望来吉田 和美氏 畑端 省吾 米 Spendthrift

Farm LLC 534－ 61：26．41� 30．7�
510 オメガエリタージュ �4青鹿57 横山 和生原 �子氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 434－161：26．6	 239．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 159，138，700円 複勝： 158，707，700円 枠連： 41，868，100円
馬連： 252，614，800円 馬単： 107，494，800円 ワイド： 193，556，000円
3連複： 390，918，900円 3連単： 541，367，400円 計： 1，845，666，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 120円 � 140円 枠 連（2－7） 420円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 210円 �� 220円 �� 300円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 2，600円

票 数

単勝票数 計1591387 的中 � 419611（2番人気）
複勝票数 計1587077 的中 � 369762（1番人気）� 338293（2番人気）� 254390（3番人気）
枠連票数 計 418681 的中 （2－7） 76242（1番人気）
馬連票数 計2526148 的中 �� 441356（1番人気）
馬単票数 計1074948 的中 �� 75737（4番人気）
ワイド票数 計1935560 的中 �� 243126（1番人気）�� 224937（2番人気）�� 150230（3番人気）
3連複票数 計3909189 的中 ��� 494882（1番人気）
3連単票数 計5413674 的中 ��� 150649（3番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．5―12．6―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．9―47．4―1：00．0―1：11．8

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

勝馬の
紹 介

ケイアイドリー �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2020．1．6 京都4着

2017．4．16生 牡4鹿 母 ア ル ヴ ェ ナ 母母 Willow Bunch 9戦3勝 賞金 43，586，000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） 2頭 オンワードセルフ号・ロンドンデリーエア号
※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。

５レース目



（3阪神6）第4日 12月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 157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
35，410，000円
3，150，000円
39，310，000円
70，227，000円
4，983，500円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
1，542，340，800円
1，718，498，700円
501，823，400円
2，870，175，000円
1，222，782，400円
2，015，922，500円
4，798，065，400円
7，246，237，500円
772，981，300円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 22，688，827，000円

総入場人員 6，115名 （有料入場人員 5，465名）5, 435名）6, 085名
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