
3404912月18日 晴 不良 （3阪神6） 第5日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時15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

68 レッドバロッサ �2鹿 55 C．デムーロ �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B490－ 61：52．8 2．7�
（仏）

55 メイショウカゲカツ 牡2芦 55 和田 竜二松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 506－ 61：52．9クビ 6．6�
811 ヒラボクロマネ 牡2鹿 55 岩田 康誠�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 496－ 41：53．53� 5．2�
22 マーゴットワーズ 牡2青 55 川須 栄彦前田 良平氏 小林 真也 浦河 高昭牧場 458± 01：54．03 34．4�
11 サ ハ ラ 牡2鹿 55 松山 弘平草間 庸文氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 488－ 41：54．21� 3．5�
44 キタサンガイセン 牡2黒鹿55 団野 大成	大野商事 清水 久詞 日高 広中 稔 498－101：54．73 17．5

33 メイショウシヅキ 牡2鹿 55 国分 恭介松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 道見牧場 462－101：54．91 36．5�
812 ワールドパレス 牡2鹿 55 小牧 太小林 量氏 服部 利之 安平 ゼットステーブル 454＋ 61：55．11� 244．4�
56 ル ミ ラ イ ズ 牡2青鹿 55

52 ▲松本 大輝吉岡 輝美氏 本田 優 浦河 市正牧場 468± 01：55．73� 322．4
710 モンサンバリエンテ 牡2鹿 55 川島 信二山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 514＋ 21：56．23 25．1�
67 シゲルペガサス 牡2鹿 55

54 ☆泉谷 楓真森中 蕃氏 谷 潔 日高 天羽牧場 486－ 2 〃 クビ 277．5�
79 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± 01：56．41� 24．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，120，200円 複勝： 49，566，100円 枠連： 8，684，400円
馬連： 55，117，400円 馬単： 26，025，900円 ワイド： 49，995，400円
3連複： 85，801，400円 3連単： 103，263，000円 計： 417，573，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 140円 � 150円 枠 連（5－6） 990円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 390円 �� 250円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 4，630円

票 数

単勝票数 計 391202 的中 � 118250（1番人気）
複勝票数 計 495661 的中 � 109576（1番人気）� 83980（3番人気）� 82058（4番人気）
枠連票数 計 86844 的中 （5－6） 6770（5番人気）
馬連票数 計 551174 的中 �� 45181（5番人気）
馬単票数 計 260259 的中 �� 14496（5番人気）
ワイド票数 計 499954 的中 �� 31596（5番人気）�� 55897（2番人気）�� 27953（6番人気）
3連複票数 計 858014 的中 ��� 61219（4番人気）
3連単票数 計1032630 的中 ��� 16159（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．1―50．2―1：02．3―1：15．1―1：27．9―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドバロッサ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．6．6 中京10着

2019．2．22生 �2鹿 母 モスカートローザ 母母 ローザロバータ 5戦1勝 賞金 7，100，000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。

3405012月18日 晴 稍重 （3阪神6） 第5日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時45分 （芝・右・外）

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
1：45．6
1：44．5

良
良

57 ア カ デ ミ ー 牝2鹿 54 松山 弘平近藤 英子氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 434－ 61：51．8 2．2�
58 エピプランセス 牝2栗 54 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 432－ 2 〃 ハナ 5．7�
814 チ ョ ッ ピ ー 牝2鹿 54 国分 恭介岡 浩二氏 北出 成人 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 450＋ 41：51．9� 119．8�
712 プルサティーラ 牝2鹿 54 C．デムーロ �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 416＋ 2 〃 クビ 3．6�

（仏）

46 アンジェリーナ 牝2栗 54 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム 422－ 61：52．0クビ 13．1�
34 ラ エ ー ル 牝2鹿 54 藤岡 佑介青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 416＋ 2 〃 ハナ 134．7	
711 グロースザーゲ 牝2栗 54 藤懸 貴志小川眞査雄氏 小林 真也 千歳 社台ファーム 404± 0 〃 クビ 31．4

11 プラティナマリア 牝2栗 54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口 慎介 新ひだか 折手牧場 450± 01：52．2� 12．7�
33 シゲルハナミザケ 牝2栗 54

53 ☆泉谷 楓真森中 蕃氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 464－ 21：52．3� 41．5
45 ペルグランデ 牝2鹿 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 432± 0 〃 クビ 356．0�
22 ベリーヴィーナス 牝2黒鹿54 和田 竜二ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 480＋121：52．51� 20．6�
813 リ オ レ 牝2鹿 54

51 ▲松本 大輝吉田 安惠氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－ 21：52．92� 624．5�

610 ラガーフッカー 牝2栗 54 田中 健奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 勝春 400－141：53．64 603．2�
69 タマモピューリティ 牝2黒鹿54 川島 信二タマモ� 新谷 功一 日高 スマイルファーム 448－ 81：53．91� 532．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，187，000円 複勝： 83，185，100円 枠連： 11，696，300円
馬連： 57，846，200円 馬単： 31，085，700円 ワイド： 54，174，500円
3連複： 86，979，400円 3連単： 118，767，400円 計： 493，921，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 170円 � 1，060円 枠 連（5－5） 480円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，690円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 8，980円 3 連 単 ��� 25，190円

票 数

単勝票数 計 501870 的中 � 189790（1番人気）
複勝票数 計 831851 的中 � 388885（1番人気）� 92389（3番人気）� 9221（9番人気）
枠連票数 計 116963 的中 （5－5） 18866（2番人気）
馬連票数 計 578462 的中 �� 95182（2番人気）
馬単票数 計 310857 的中 �� 34519（2番人気）
ワイド票数 計 541745 的中 �� 76476（2番人気）�� 4512（24番人気）�� 3247（29番人気）
3連複票数 計 869794 的中 ��� 7262（27番人気）
3連単票数 計1187674 的中 ��� 3417（80番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．8―13．2―13．3―13．0―11．7―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―38．0―51．2―1：04．5―1：17．5―1：29．2―1：40．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア カ デ ミ ー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．9．12 中京2着

2019．3．12生 牝2鹿 母 イ サ ベ ル 母母 スカーレット 3戦1勝 賞金 9，900，000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。

第６回 阪神競馬 第５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



3405112月18日 晴 重 （3阪神6） 第5日 第3競走 ��1，400�2歳未勝利
発走11時15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

815 ドンフランキー 牡2栗 55 C．デムーロ 早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 580＋ 41：23．3 2．4�
（仏）

713 メイショウキッド 牡2鹿 55 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 500± 01：23．93� 3．5�
23 ナリタグローリアス 牡2栗 55 松山 弘平�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 500－ 61：24．43 25．9�
36 � ピンクダイヤ 牡2芦 55

52 ▲松本 大輝木村 久子氏 森 秀行 米 Robert
Schaedle 464＋ 41：24．93 6．5�

48 ク ロ ガ ネ 牡2芦 55 岩田 康誠石川 達絵氏 寺島 良 日高 下河辺牧場 472± 01：25．75 41．2�
714 ショウナンラタン 牡2栗 55 幸 英明国本 哲秀氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム B484± 01：25．81 19．3	
12 � ホウショウルイーズ 牝2栗 54 団野 大成芳賀美知子氏 河内 洋 仏 Mr Patrick

Chedeville 498－ 41：26．54 49．7

35 クアトロフォンテ 牡2鹿 55 和田 竜二月舘 範行氏 高橋 義忠 新ひだか 矢野牧場 462－101：26．6� 6．5�
11 メイショウカジヤ �2鹿 55 田中 健松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 450－ 4 〃 ハナ 107．6�
59 タイセイホリデー 牝2栗 54 丸田 恭介田中 成奉氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 428－101：26．7� 457．7
24 シゲルプレミアム 牡2黒鹿55 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 田中 裕之 448－ 41：26．8クビ 370．8�
612 テイエムシルバー 牡2芦 55 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 小島牧場 482＋ 61：27．01� 72．2�
611 フォワデジー 牡2栗 55 松若 風馬野嶋 祥二氏 高柳 大輔 新ひだか 田上 徹 470＋ 41：27．21 189．9�
510 ヴ ァ ハ マ 牝2鹿 54 川須 栄彦辻 高史氏 小林 真也 新ひだか 沖田 博志 480－ 21：27．52 110．0�
816 ドゥラッツォ 牝2青鹿54 藤懸 貴志サイプレスホール

ディングス合同会社 杉山 晴紀 浦河 グランデファーム B442－ 61：27．6クビ 257．2�
47 ト リ ブ ー ト 牡2黒鹿55 秋山真一郎寺田 寿男氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 474－101：28．02� 162．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，890，400円 複勝： 56，713，300円 枠連： 12，480，400円
馬連： 53，592，300円 馬単： 24，945，200円 ワイド： 50，317，700円
3連複： 88，232，300円 3連単： 95，483，000円 計： 425，654，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 130円 � 340円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，200円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 7，780円

票 数

単勝票数 計 438904 的中 � 152456（1番人気）
複勝票数 計 567133 的中 � 122886（2番人気）� 130536（1番人気）� 29121（6番人気）
枠連票数 計 124804 的中 （7－8） 24351（1番人気）
馬連票数 計 535923 的中 �� 85702（1番人気）
馬単票数 計 249452 的中 �� 24836（1番人気）
ワイド票数 計 503177 的中 �� 63216（1番人気）�� 9641（14番人気）�� 10636（11番人気）
3連複票数 計 882323 的中 ��� 20763（10番人気）
3連単票数 計 954830 的中 ��� 8890（16番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―12．0―12．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．4―46．4―58．8―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．9
3 ・（15，14）（5，10）（13，16）6，2－（1，9，3）8，4（11，12）7 4 ・（15，14）10（5，13）16（6，3）2，8，9（1，4）（11，12）－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドンフランキー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sunriver デビュー 2021．6．26 阪神2着

2019．2．15生 牡2栗 母 ウィーミスフランキー 母母 Starinthemeadow 3戦1勝 賞金 8，410，000円
〔発走状況〕 ホウショウルイーズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァハマ号・ドゥラッツォ号・トリブート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

1月18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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ゲオルギウス号・ダイヴトゥブルー号・ラニカイ号
※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。

3405212月18日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （3阪神6） 第5日 第4競走 ��3，110�障害3歳以上オープン

発走11時45分 （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400万円超過馬は超過額300
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

55 ニシノベイオウルフ 牡6黒鹿60 中村 将之西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 B492－ 43：30．4 105．6�
33 ドリームソルジャー 牡7栗 60 植野 貴也 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 490＋ 63：30．5� 2．1�

44 � ペ ガ ー ズ 牡7鹿 60 白浜 雄造 �カナヤマホール
ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 502± 03：30．71� 14．9�

77 グローリーグローリ 牡6黒鹿60 平沢 健治深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 514＋103：30．91� 5．7�
66 ジョーカーワイルド 牡6鹿 60 上野 翔 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 522－ 23：31．0クビ 149．4�
89 タイキフロリゼル 牡3芦 58 北沢 伸也	大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 480＋163：31．1	 21．9

78 ゲインスプレマシー 
5鹿 60 石神 深一 	サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B484－ 4 〃 ハナ 4．1�
22 ノーザンクリス 牡6芦 60 大江原 圭加藤 晃央氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 518－ 83：31．84 5．6�
11 オールマンリバー 牡9黒鹿62 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 512± 03：32．22� 16．7
810 イーグルフェザー 
8鹿 60 小野寺祐太 	社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 476± 03：33．910 61．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 29，153，000円 複勝： 27，356，900円 枠連： 8，564，400円
馬連： 36，412，000円 馬単： 20，640，600円 ワイド： 31，145，400円
3連複： 62，950，800円 3連単： 99，858，300円 計： 316，081，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，560円 複 勝 � 1，390円 � 140円 � 280円 枠 連（3－5） 10，910円

馬 連 �� 10，990円 馬 単 �� 29，590円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 4，850円 �� 620円

3 連 複 ��� 23，230円 3 連 単 ��� 330，580円

票 数

単勝票数 計 291530 的中 � 2208（9番人気）
複勝票数 計 273569 的中 � 3596（9番人気）� 68511（1番人気）� 23633（5番人気）
枠連票数 計 85644 的中 （3－5） 608（19番人気）
馬連票数 計 364120 的中 �� 2567（25番人気）
馬単票数 計 206406 的中 �� 523（54番人気）
ワイド票数 計 311454 的中 �� 2894（25番人気）�� 1586（33番人気）�� 13736（7番人気）
3連複票数 計 629508 的中 ��� 2032（52番人気）
3連単票数 計 998583 的中 ��� 219（428番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 52．9－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノベイオウルフ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．6．4 東京11着

2015．4．17生 牡6黒鹿 母 ニシノマザーアース 母母 ディフェンススペンディング 障害：29戦2勝 賞金 36，970，000円
〔制裁〕 ドリームソルジャー号の騎手植野貴也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



3405312月18日 晴 稍重 （3阪神6） 第5日 第5競走 1，400�2歳新馬
発走12時35分 （芝・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
1：20．1
1：20．1

良
良

510 パ ン ド レ ア 牝2鹿 54 C．デムーロ �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448 ―1：23．0 2．0�

（仏）

47 モ ズ ル ル 牝2黒鹿54 団野 大成 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 日の出牧場 494 ―1：23．21� 30．9�
24 タイセイデザイナー 牝2鹿 54 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 492 ―1：23．51� 25．0�
715 ゴッドスイートビー 牝2鹿 54 川島 信二中西 憲治氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 412 ― 〃 クビ 94．2�
48 タレントゥーサ 牝2栗 54 松田 大作広尾レース� 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 434 ―1：23．6クビ 6．3	
11 ファイアーコード 牝2鹿 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 424 ―1：23．7� 7．7

817 ヴァルサーガ 牝2栗 54 国分 恭介杉山 忠国氏 西園 正都 新ひだか 明治牧場 398 ― 〃 アタマ 238．5�
611 イズジョーメロディ 牝2栗 54 藤岡 佑介泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 406 ―1：23．8� 149．4�
59 スージーテイラー 牝2青鹿54 太宰 啓介 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 千歳 社台ファーム 420 ―1：24．01� 54．4
713 カグラマツリウタ 牝2鹿 54 秋山真一郎�高橋ファーム 角田 晃一 日高 シンボリ牧場 460 ―1：24．1� 13．2�
816 キーファイン 牝2鹿 54 田中 健北前孔一郎氏 藤沢 則雄 新冠 大林ファーム 416 ― 〃 ハナ 279．9�
818 エ ウ ゼ ー ン 牝2栗 54

51 ▲松本 大輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 416 ― 〃 ハナ 98．7�

12 プレイテシア 牝2栗 54 藤懸 貴志水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 418 ―1：24．2� 34．9�
36 テーオーアラジン 牝2黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 新冠 村上 進治 480 ―1：24．41� 63．8�
714 スマートクオーク 牝2鹿 54 岩田 康誠大川 徹氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 504 ―1：24．5クビ 14．0�
612 ダンクエース 牝2鹿 54 幸 英明 �吉澤ホールディングス 橋口 慎介 新冠 合同会社

小泉学 438 ―1：24．92� 13．3�
35 ヒデチャンフェイス 牝2栗 54 小崎 綾也 STレーシング 四位 洋文 新冠 松本 信行 474 ―1：25．01 243．7�
23 ウインリナリア 牝2栗 54 国分 優作�ウイン 新谷 功一 新冠 コスモヴューファーム 430 ―1：25．42 121．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，761，700円 複勝： 49，783，600円 枠連： 15，458，800円
馬連： 53，927，500円 馬単： 25，251，800円 ワイド： 49，740，700円
3連複： 81，006，800円 3連単： 83，219，100円 計： 407，150，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 490円 � 460円 枠 連（4－5） 690円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 4，770円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，160円 �� 3，890円

3 連 複 ��� 15，250円 3 連 単 ��� 55，760円

票 数

単勝票数 計 487617 的中 � 203065（1番人気）
複勝票数 計 497836 的中 � 151583（1番人気）� 19441（8番人気）� 21121（7番人気）
枠連票数 計 154588 的中 （4－5） 17163（3番人気）
馬連票数 計 539275 的中 �� 11859（12番人気）
馬単票数 計 252518 的中 �� 3966（14番人気）
ワイド票数 計 497407 的中 �� 10436（10番人気）�� 11262（9番人気）�� 3199（39番人気）
3連複票数 計 810068 的中 ��� 3983（46番人気）
3連単票数 計 832191 的中 ��� 1082（157番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．4―11．8―11．8―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―34．8―46．6―58．4―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．4
3 ・（7，13）（2，4，14）（8，16）（1，18，12）10（5，11）15（17，6）－9－3 4 ・（7，13）（2，4，14）16（1，8，12）10（18，15）11，6（5，17）9＝3

勝馬の
紹 介

パ ン ド レ ア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．2．25生 牝2鹿 母 ショウナンパンドラ 母母 キューティゴールド 1戦1勝 賞金 7，000，000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 ハルカナネガイ号
※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。

3405412月18日 晴 重 （3阪神6） 第5日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走13時05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
1：11．0
1：10．2

良
不良

33 ク レ ア 牝2鹿 54 横山 典弘中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 バンブー牧場 512 ―1：13．8 5．2�
44 キムケンリアン 牝2青 54

50 ★古川 奈穂木村 永浩氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 434 ― 〃 クビ 12．1�
22 テーオーステルス 牡2鹿 55 幸 英明小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 栄進牧場 530 ―1：13．9� 2．0�
78 マリブパイン 牝2鹿 54 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 武 牧場 504 ―1：14．32� 7．1�
810 デルマニンフ 牝2鹿 54 川島 信二浅沼 廣幸氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 408 ―1：14．72� 113．7�
79 グッドウッドガイ 牡2栗 55 松山 弘平栗原 正章氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 526 ―1：14．8� 6．4�

（コパノデューク）

811 サッポロゲッカオウ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介辻 助氏 武 英智 浦河 辻 牧場 430 ―1：15．22� 14．4	
55 ワイルドベティ 牝2鹿 54

51 ▲松本 大輝吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 422 ―1：16．910 60．1

11 メイショウナガツキ 牝2鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 432 ―1：18．49 134．0�
66 トウカイルッカ 牡2鹿 55 田中 健内村 正則氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 456 ―1：19．46 62．1�
67 シ ゲ ル サ メ 牡2栗 55 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 中央牧場 414 ―1：27．2大差 199．4

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，527，200円 複勝： 36，901，000円 枠連： 8，533，300円
馬連： 44，133，300円 馬単： 26，198，800円 ワイド： 36，000，700円
3連複： 58，870，900円 3連単： 102，117，700円 計： 357，282，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 130円 � 240円 � 110円 枠 連（3－4） 2，990円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 5，270円

ワ イ ド �� 850円 �� 250円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 13，280円

票 数

単勝票数 計 445272 的中 � 71410（2番人気）
複勝票数 計 369010 的中 � 68184（2番人気）� 24475（6番人気）� 125353（1番人気）
枠連票数 計 85333 的中 （3－4） 2205（10番人気）
馬連票数 計 441333 的中 �� 11863（12番人気）
馬単票数 計 261988 的中 �� 3722（19番人気）
ワイド票数 計 360007 的中 �� 9575（12番人気）�� 42912（2番人気）�� 20648（5番人気）
3連複票数 計 588709 的中 ��� 30566（6番人気）
3連単票数 計1021177 的中 ��� 5574（43番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．5―12．4―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．7―37．2―49．6―1：01．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク レ ア �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 ブラックタイド 初出走

2019．5．19生 牝2鹿 母 バ ル ビ ー ナ 母母 ストーミーマターズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイルッカ号・シゲルサメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月18日

まで平地競走に出走できない。



3405512月18日 晴 良 （3阪神6） 第5日 第7競走 2，000�2歳未勝利
発走13時35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

89 ストロングウィル 牡2黒鹿55 松山 弘平前田 晋二氏 橋口 慎介 新ひだか 山際牧場 480－ 22：02．6 1．7�
66 サクセスドレーク 牡2黒鹿55 藤岡 佑介�タカシマ 野中 賢二 平取 坂東牧場 492－ 22：02．81� 5．7�
33 コンジャンクション 牡2黒鹿55 C．デムーロ �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 488－ 62：03．01� 4．1�

（仏）

11 エンドウノハナ 牡2栗 55 団野 大成瀬谷 �雄氏 四位 洋文 浦河 ディアレスト
クラブ 448－ 2 〃 ハナ 55．9	

44 グ ロ ー 牡2鹿 55 和田 竜二ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 474＋ 22：03．1� 26．1

22 ジ ル バ ー ン 牡2鹿 55 横山 典弘 �社台レースホース武 英智 千歳 社台ファーム 428± 02：03．41� 46．7�
78 クリノセキトバ 牡2鹿 55

52 ▲松本 大輝栗本 博晴氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 森
本スティーブル 446－ 22：03．82� 161．7�

77 ヒ ロ シ ク ン �2芦 55 松田 大作瀬谷 �雄氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526＋ 22：03．9クビ 186．6

55 ヒルノソレント 牡2栗 55 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 下屋敷牧場 B518－ 42：04．0� 158．2�
810 グレートキャンベラ 牡2黒鹿55 国分 優作�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 504＋102：04．1� 9．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 58，575，500円 複勝： 165，103，600円 枠連： 11，863，800円
馬連： 64，747，300円 馬単： 41，034，200円 ワイド： 49，219，900円
3連複： 92，976，900円 3連単： 197，305，300円 計： 680，826，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 140円 �� 160円 �� 220円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 960円

票 数

単勝票数 計 585755 的中 � 283555（1番人気）
複勝票数 計1651036 的中 � 1234550（1番人気）� 137300（2番人気）� 107336（3番人気）
枠連票数 計 118638 的中 （6－8） 27139（2番人気）
馬連票数 計 647473 的中 �� 151854（1番人気）
馬単票数 計 410342 的中 �� 75779（1番人気）
ワイド票数 計 492199 的中 �� 107826（1番人気）�� 74154（2番人気）�� 47029（3番人気）
3連複票数 計 929769 的中 ��� 209813（1番人気）
3連単票数 計1973053 的中 ��� 148926（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．4―12．6―12．4―12．3―11．9―11．5―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―38．0―50．6―1：03．0―1：15．3―1：27．2―1：38．7―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストロングウィル �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2021．12．4 阪神2着

2019．5．7生 牡2黒鹿 母 カワイコチャン 母母 モエレヒライス 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。

3405612月18日 晴 重 （3阪神6） 第5日 第8競走 1，800�3歳以上1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 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

810 モ ズ マ ゾ ク 牡3青 56 国分 優作 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 484－ 21：52．4 2．6�
44 ステイブルアスク 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 424－ 41：52．51 4．1�
67 トーホウスザク 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 B484＋ 21：53．24 4．5�
66 キースローガン 牡4栗 57 松山 弘平北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 480－ 6 〃 ハナ 6．2�
79 サウザンドスマイル 牝4鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋18 〃 ハナ 12．9�
78 メイショウキリモン 牡3栗 56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 454－ 6 〃 アタマ 7．9	
22 インテグラルシチー 牡3栗 56 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 中村 雅明 510＋ 21：53．41 50．2

55 � ジョブックルーチェ 牝3黒鹿54 杉原 誠人�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 470＋ 2 〃 ハナ 194．2�
811 ハクシンパーソナル 牡3鹿 56 松田 大作新井原 博氏 清水 久詞 新冠 川上牧場 464＋141：53．71� 72．9�
11 キャルブルー 牡4黒鹿57 川須 栄彦里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 514－ 41：54．23 254．4
33 ボーイズオブサマー �5栗 57 藤懸 貴志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畑端 省吾 新ひだか 岡田スタツド B516＋161：54．62� 244．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 44，027，100円 複勝： 54，564，600円 枠連： 11，361，000円
馬連： 68，074，000円 馬単： 32，569，600円 ワイド： 49，538，600円
3連複： 92，445，000円 3連単： 137，466，600円 計： 490，046，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（4－8） 590円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 210円 �� 260円 �� 430円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 3，770円

票 数

単勝票数 計 440271 的中 � 133421（1番人気）
複勝票数 計 545646 的中 � 160699（1番人気）� 100084（2番人気）� 70732（4番人気）
枠連票数 計 113610 的中 （4－8） 14791（2番人気）
馬連票数 計 680740 的中 �� 89657（2番人気）
馬単票数 計 325696 的中 �� 22829（2番人気）
ワイド票数 計 495386 的中 �� 68824（1番人気）�� 48286（3番人気）�� 25168（6番人気）
3連複票数 計 924450 的中 ��� 81148（2番人気）
3連単票数 計1374666 的中 ��� 26388（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．3―49．9―1：02．5―1：14．7―1：26．9―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モ ズ マ ゾ ク �
�
父 グランプリボス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．2．21 阪神15着

2018．3．4生 牡3青 母 モズアリュール 母母 ペルファヴォーレ 11戦2勝 賞金 27，570，000円
〔制裁〕 ステイブルアスク号の騎手古川奈穂は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・

5番）



3405712月18日 晴 重 （3阪神6） 第5日 第9競走 ��1，800�
あ こ う

赤 穂 特 別
発走14時35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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

712 ナリタフォルテ 牡3鹿 56 松山 弘平�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 584－ 41：52．1 5．3�
58 リリーミニスター �4芦 57 国分 恭介土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 494＋ 6 〃 クビ 6．4�
57 ヴェラアズール 牡4青 57 松若 風馬 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 41：52．2� 19．4�
46 � アナンシエーション 牡3栗 56 C．デムーロ �シルクレーシング 手塚 貴久 米 Colts Neck

Stables LLC 514＋121：52．73 1．6�
（仏）

814 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 B504－ 21：52．8クビ 33．3	
11 スワーヴシールズ �4鹿 57 横山 典弘�NICKS 昆 貢 日高 スマイルファーム 498＋12 〃 クビ 24．3

610 リトルクレバー 牡4鹿 57 幸 英明岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 468＋ 61：52．9クビ 19．7�
33 トーアエレクトロン 牡3鹿 56 松本 大輝高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 474－ 2 〃 アタマ 20．5�
711 サトノクライム 牡5鹿 57 泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 482± 0 〃 ハナ 49．2
45 オンワードセルフ 牡5鹿 57 丸田 恭介樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B482－ 21：53．11	 357．5�
813 ホウオウジャッジ 牡6鹿 57 藤岡 佑介小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 484＋141：53．2クビ 116．7�
69 フラッフィクラウド 牡4芦 57 岩田 康誠�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 478＋ 41：53．73 28．8�
34 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 498＋ 21：53．8
 405．2�
22 ヒッチコック 牡5芦 57 団野 大成薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 516＋141：53．9� 108．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 55，112，600円 複勝： 107，303，100円 枠連： 17，572，700円
馬連： 87，820，800円 馬単： 45，147，900円 ワイド： 76，476，200円
3連複： 135，457，700円 3連単： 190，549，500円 計： 715，440，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 290円 � 280円 � 650円 枠 連（5－7） 1，240円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，180円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 31，210円

票 数

単勝票数 計 551126 的中 � 81676（2番人気）
複勝票数 計1073031 的中 � 101026（3番人気）� 108575（2番人気）� 38543（6番人気）
枠連票数 計 175727 的中 （5－7） 10953（5番人気）
馬連票数 計 878208 的中 �� 36298（7番人気）
馬単票数 計 451479 的中 �� 10239（11番人気）
ワイド票数 計 764762 的中 �� 41215（3番人気）�� 16123（14番人気）�� 17179（11番人気）
3連複票数 計1354577 的中 ��� 13481（23番人気）
3連単票数 計1905495 的中 ��� 4425（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．0―49．8―1：02．6―1：15．2―1：27．8―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．9
1
3
・（1，8，12）3（2，6，9）－（7，10）（5，14）－4（11，13）・（1，8）12（2，3）（6，9）（7，10，14）5（11，13）4

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

勝馬の
紹 介

ナリタフォルテ �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 Woodman デビュー 2020．10．18 新潟3着

2018．4．13生 牡3鹿 母 オースミリンド 母母 ダンシングアウンティー 8戦3勝 賞金 38，278，000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。

3405812月18日 晴 良 （3阪神6） 第5日 第10競走 ��
��1，600�

こ う と う

甲 東 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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

11 シャーレイポピー 牝3鹿 54 C．デムーロ �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：34．0 1．5�
（仏）

77 メイショウシンタケ 牡3鹿 56 横山 典弘松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 464－ 41：34．1� 5．5�
22 セ ン ト ウ ル 牡5黒鹿57 岩田 康誠中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 480－ 21：34．41	 5．2�
44 シ ャ ン ブ ル 牝3青鹿54 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 480＋ 6 〃 クビ 15．9�
89 セグレドスペリオル 牡5鹿 57 松若 風馬名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：34．71	 129．5	
55 ブレイニーラン 牡6鹿 57 松山 弘平 �シルクレーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 490＋12 〃 クビ 9．4

88 マルモネオフォース 牝5鹿 55 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 532＋ 21：35．33	 30．5�
33 ピースマインド 牡8鹿 57 藤岡 佑介小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 468＋201：35．51	 119．2�
66 ブラックジェイド 牡7黒鹿57 泉谷 楓真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 蛯名 利弘 新ひだか タイヘイ牧場 B562＋ 81：35．81� 127．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 57，164，000円 複勝： 161，363，600円 枠連： 16，549，600円
馬連： 94，536，300円 馬単： 58，199，800円 ワイド： 65，158，700円
3連複： 120，929，200円 3連単： 289，377，700円 計： 863，278，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（1－7） 350円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 160円 �� 150円 �� 360円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 1，430円

票 数

単勝票数 計 571640 的中 � 298271（1番人気）
複勝票数 計1613636 的中 � 1186469（1番人気）� 106822（3番人気）� 128273（2番人気）
枠連票数 計 165496 的中 （1－7） 36231（1番人気）
馬連票数 計 945363 的中 �� 205198（1番人気）
馬単票数 計 581998 的中 �� 89239（1番人気）
ワイド票数 計 651587 的中 �� 113289（2番人気）�� 120232（1番人気）�� 34639（5番人気）
3連複票数 計1209292 的中 ��� 177403（1番人気）
3連単票数 計2893777 的中 ��� 146303（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．2―11．8―11．6―11．4―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―36．0―47．8―59．4―1：10．8―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャーレイポピー �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．11 京都2着

2018．3．25生 牝3鹿 母 オリエンタルポピー 母母 トールポピー 9戦3勝 賞金 49，597，000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。



3405912月18日 晴 良 （3阪神6） 第5日 第11競走 ��
��1，200�タンザナイトステークス

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，2．12．19以降3．12．12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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

22 ナランフレグ 牡5栗 55 丸田 恭介村木 克成氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 482＋ 21：08．5 4．3�
23 レ ジ ェ ー ロ 牝4黒鹿54 小崎 綾也山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 424＋14 〃 クビ 99．7�
34 ヤマカツマーメイド 牝4鹿 51 田中 健山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 B496＋ 4 〃 ハナ 16．7�
815 アイラブテーラー 牝5黒鹿54 松山 弘平中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 460＋ 41：08．6クビ 4．0�
35 リ ン ゴ ア メ 牝3黒鹿52 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 81：08．7� 33．8�
46 アスコルターレ 牡3黒鹿54 幸 英明 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 454＋12 〃 アタマ 5．1	
610 ザイツィンガー 牡5芦 54 和田 竜二永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 432＋ 21：08．8アタマ 12．5

58 マイスタイル 牡7鹿 57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 B470＋ 41：08．9� 9．5�
611 シャンデリアムーン 牝5鹿 52 松若 風馬鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 462－ 8 〃 クビ 26．2�
47 ビ リ ー バ ー 牝6黒鹿52 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 460－ 2 〃 クビ 47．8
713 メイショウケイメイ 牝5鹿 51 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 434± 01：09．1� 18．6�
59 シセイヒテン 牡6青 54 藤岡 佑介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 462－ 21：09．21 29．7�
712 ロードアクア 牡5鹿 56 団野 大成 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 21：09．83� 16．1�
814 マイネルアルケミー 牡5栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 490＋141：10．01 44．9�
11 ケイアイサクソニー 牡5鹿 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 吉岡 辰弥 新ひだか 佐竹 学 506＋ 81：10．11 16．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 113，509，500円 複勝： 152，416，400円 枠連： 62，099，100円
馬連： 294，171，900円 馬単： 97，626，900円 ワイド： 214，341，200円
3連複： 473，805，700円 3連単： 477，060，900円 計： 1，885，031，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 1，810円 � 480円 枠 連（2－2） 13，870円

馬 連 �� 15，570円 馬 単 �� 22，070円

ワ イ ド �� 4，960円 �� 1，530円 �� 11，490円

3 連 複 ��� 60，930円 3 連 単 ��� 330，650円

票 数

単勝票数 計1135095 的中 � 208088（2番人気）
複勝票数 計1524164 的中 � 273476（1番人気）� 17735（15番人気）� 76913（8番人気）
枠連票数 計 620991 的中 （2－2） 3469（32番人気）
馬連票数 計2941719 的中 �� 14641（54番人気）
馬単票数 計 976269 的中 �� 3317（82番人気）
ワイド票数 計2143412 的中 �� 11057（59番人気）�� 36934（14番人気）�� 4730（95番人気）
3連複票数 計4738057 的中 ��� 5832（201番人気）
3連単票数 計4770609 的中 ��� 1046（1087番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．0―11．1―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．8―44．9―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナランフレグ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．10．8 東京1着

2016．4．5生 牡5栗 母 ケリーズビューティ 母母 ビューティークロス 26戦5勝 賞金 129，636，000円
※出走取消馬 グルーヴィット号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）16頭 アンコールプリュ号・オーロラテソーロ号・カイザーメランジェ号・ガンケン号・コカボムクイーン号・

ショウナンバビアナ号・スナークライデン号・スマートクラージュ号・トウショウピスト号・ビオグラフィー号・
ボンボヤージ号・マイネルジェロディ号・メイショウエイコウ号・メジェールスー号・メディクス号・ラペルーズ号

3406012月18日 晴 重 （3阪神6） 第5日 第12競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

69 トーセンアラン 牡3鹿 56 団野 大成島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 538＋141：23．2 8．4�
56 ワンダーイチョウ 牡3鹿 56 松山 弘平山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 486－ 21：23．62� 2．4�
57 ヴ ア ー サ 牡3青 56 丸田 恭介本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 454＋ 8 〃 クビ 22．5�
813 ルールシェーバー 牡4鹿 57 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム B482＋111：24．23� 131．5�
710 ユスティニアン 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 430－ 21：24．3� 27．0�
11 � メイショウオウギ 牝5芦 55

52 ▲松本 大輝松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 448＋ 2 〃 クビ 127．1	
44 ソウルユニバンス �4黒鹿57 黒岩 悠亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：24．51� 24．0

68 ヒロノクイーン 牝3黒鹿54 岩田 康誠サンエイ開発� 寺島 良 むかわ 上水牧場 468－ 4 〃 アタマ 4．3�
45 マクシミリアン 牡3栗 56 幸 英明ターフ・スポート奥村 豊 日高 奥山 博 450± 0 〃 アタマ 21．7�
22 バ シ レ ウ ス 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 日高 新井 昭二 472－ 61：24．6クビ 27．7�
33 メイショウホシアイ 牝3栗 54 横山 典弘松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 480＋12 〃 アタマ 5．7�
711� ヴ ィ レ ー ヌ 牝3鹿 54 松若 風馬吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム 476－141：25．77 44．2�
812 ジャンカズマ 牡3鹿 56 C．デムーロ 合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 464－ 61：25．8� 12．9�

（仏）

（13頭）

売 得 金
単勝： 102，251，900円 複勝： 115，187，600円 枠連： 36，876，100円
馬連： 167，070，800円 馬単： 62，474，500円 ワイド： 134，901，600円
3連複： 242，109，900円 3連単： 298，022，100円 計： 1，158，894，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 270円 � 140円 � 500円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，470円 �� 950円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 29，440円

票 数

単勝票数 計1022519 的中 � 97115（4番人気）
複勝票数 計1151876 的中 � 95684（4番人気）� 297324（1番人気）� 44520（10番人気）
枠連票数 計 368761 的中 （5－6） 85760（1番人気）
馬連票数 計1670708 的中 �� 151179（2番人気）
馬単票数 計 624745 的中 �� 18534（6番人気）
ワイド票数 計1349016 的中 �� 89608（2番人気）�� 13050（30番人気）�� 35688（11番人気）
3連複票数 計2421099 的中 ��� 34246（16番人気）
3連単票数 計2980221 的中 ��� 7339（85番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―12．1―12．2―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．2―47．3―59．5―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．9
3 9，11，13（6，10，12）（3，4，8，5）－1，7，2 4 9（11，13）（6，10，12）8（3，4，5）（1，7）－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンアラン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2020．8．29 小倉10着

2018．5．4生 牡3鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 12戦2勝 賞金 21，080，000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。



（3阪神6）第5日 12月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 153頭 本 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

220，890，000円
29，370，000円
1，380，000円
25，580，000円
66，469，500円
4，797，500円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
686，280，100円
1，059，444，900円
221，739，900円
1，077，449，800円
491，200，900円
861，010，600円
1，621，566，000円
2，192，490，600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 8，211，182，800円

総入場人員 4，404名 （有料入場人員 4，052名）4, 025名）4, 377名
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