
3406112月19日 晴 稍重 （3阪神6） 第6日 第1競走 1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

710 ヴァレーデラルナ 牝2鹿 54 岩田 望来�ラ・メール 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 504－ 61：54．1 1．7�
55 ポルテーニャ 牝2栗 54 団野 大成�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426± 01：55．05 17．1�
33 ミギーフェイス 牝2鹿 54 松山 弘平 STレーシング 新谷 功一 新冠 パカパカ

ファーム 498－ 21：55．95 6．3�
79 クレスコジョケツ 牝2鹿 54 高倉 稜堀川 三郎氏 木原 一良 浦河 信岡牧場 476＋ 41：56．64 51．5�
811 ワンダーキサラ 牝2鹿 54 武 豊山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 436－ 21：57．02� 4．9�
68 テーオーティラミス 牝2鹿 54 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 470＋101：57．1� 38．2	
812 クリノフラッグ 牝2鹿 54 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 460＋ 61：57．31 24．9

56 サ ル セ ル 牝2栗 54 国分 恭介中村 祐子氏 茶木 太樹 浦河 田中スタッド 472－ 21：57．4� 271．2�
67 クリノヴィーナス 牝2芦 54 �島 克駿栗本 博晴氏 橋田 満 様似 堀 弘康 466－ 41：57．5� 84．1�
44 カ イ オ ル 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �CHEVAL AT-

TACHE 矢作 芳人 浦河 辻 牧場 448－ 21：57．92� 13．2
22 リヤンソウル 牝2黒鹿 54

51 ▲松本 大輝岡本 真二氏 佐々木晶三 浦河 日進牧場 444－ 41：58．43 62．0�
11 シゲルローズ 牝2鹿 54 秋山真一郎森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 452－ 42：00．6大差 264．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 48，395，900円 複勝： 54，679，200円 枠連： 10，059，600円
馬連： 61，033，400円 馬単： 30，555，600円 ワイド： 53，125，200円
3連複： 93，702，600円 3連単： 119，633，100円 計： 471，184，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 � 170円 枠 連（5－7） 1，180円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 470円 �� 310円 �� 870円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 7，370円

票 数

単勝票数 計 483959 的中 � 233019（1番人気）
複勝票数 計 546792 的中 � 210786（1番人気）� 34932（5番人気）� 67653（3番人気）
枠連票数 計 100596 的中 （5－7） 6559（5番人気）
馬連票数 計 610334 的中 �� 35567（5番人気）
馬単票数 計 305556 的中 �� 13436（6番人気）
ワイド票数 計 531252 的中 �� 28409（4番人気）�� 48521（2番人気）�� 14176（12番人気）
3連複票数 計 937026 的中 ��� 36582（6番人気）
3連単票数 計1196331 的中 ��� 11759（20番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．9―12．5―12．2―12．5―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―38．6―51．1―1：03．3―1：15．8―1：28．5―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァレーデラルナ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Jump Start デビュー 2021．10．31 阪神4着

2019．1．17生 牝2鹿 母 セ レ ス タ 母母 Serata 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月19日まで平地競走

に出走できない。

3406212月19日 晴 稍重 （3阪神6） 第6日 第2競走 1，200�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 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

815 クールココナヒメ 牝2鹿 54
51 ▲松本 大輝川上 哲司氏 松下 武士 浦河 チェスナット

ファーム 488＋ 81：12．1 2．8�
59 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 472－ 61：12．41� 4．1�
47 アルムブラーヴ 牡2青鹿55 �島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486＋ 81：12．61� 36．9�
612 クリーンジーニアス 牝2鹿 54 川島 信二石橋 和夫氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 440－ 6 〃 アタマ 7．0�
48 メイショウソウゲツ 牝2黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 452－ 41：12．81� 32．5�
611 ディスケガウデーレ 牡2黒鹿55 岩田 望来西森 功氏 大久保龍志 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 508＋101：12．9クビ 5．7�
11 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 552－ 61：13．0� 19．6	
23 ハヤブサウィッシュ 牡2栗 55 M．デムーロ武田 修氏 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 21：13．42� 9．8

816 ペ ラ ラ ス 牡2鹿 55 団野 大成安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 81：13．5� 36．1�
35 カネトシネメシス 牝2鹿 54 秋山真一郎兼松 昌男氏 大橋 勇樹 新冠 パカパカ

ファーム 426－ 41：13．6� 251．0�
510 フェノメーヌ 牝2青鹿54 国分 恭介 ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 430－ 41：13．7� 118．8�
714 メイショウアカツキ 牡2栗 55 岩田 康誠松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 まるとみ冨岡牧場 432± 01：14．12� 84．2�
12 グレイトフルデイズ 牡2鹿 55 幸 英明池袋レーシング 吉田 直弘 新冠 大栄牧場 468＋ 21：14．2クビ 110．1�
713 トーホウクリスタル 牝2青鹿54 丸山 元気東豊物産 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 470－ 21：15．47 540．0�
24 シゲルトビウオ 牡2鹿 55 高倉 稜森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか タイヘイ牧場 480± 01：15．93 155．9�
36 ア キ ザ ク ラ 牝2黒鹿54 森 裕太朗 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 浦河 モトスファーム 412－ 2 〃 アタマ 379．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，874，100円 複勝： 63，178，900円 枠連： 12，474，100円
馬連： 63，375，100円 馬単： 26，127，400円 ワイド： 59，863，500円
3連複： 96，550，800円 3連単： 95，193，000円 計： 462，636，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 170円 � 620円 枠 連（5－8） 740円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，710円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 22，350円

票 数

単勝票数 計 458741 的中 � 133151（1番人気）
複勝票数 計 631789 的中 � 151188（1番人気）� 101255（2番人気）� 17662（9番人気）
枠連票数 計 124741 的中 （5－8） 13048（3番人気）
馬連票数 計 633751 的中 �� 62576（2番人気）
馬単票数 計 261274 的中 �� 14597（2番人気）
ワイド票数 計 598635 的中 �� 49199（2番人気）�� 8426（20番人気）�� 7963（21番人気）
3連複票数 計 965508 的中 ��� 12279（19番人気）
3連単票数 計 951930 的中 ��� 3087（69番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．4―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クールココナヒメ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．11．28 阪神2着

2019．5．3生 牝2鹿 母 クールメアリー 母母 インキュラブルロマンティック 2戦1勝 賞金 7，900，000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 エールゴージューン号

第６回 阪神競馬 第６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



3406312月19日 晴 稍重 （3阪神6） 第6日 第3競走 ��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

57 ヒロノシュン �2芦 55 松山 弘平高原 将浩氏 川村 禎彦 日高 シンボリ牧場 506－ 61：54．5 45．5�
610 アトランティス 牡2鹿 55 岩田 康誠山口功一郎氏 安田 翔伍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498－ 61：54．81� 5．3�
813 テーオークレール 牡2鹿 55 戸崎 圭太小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 478－ 41：55．01� 7．5�
11 プラチナドリーム 牡2鹿 55 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B456－101：55．1� 9．3�
33 ダノンフューチャー 牡2栗 55 岩田 望来�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム B504－ 61：55．31 1．5�
45 ミ ア ス テ ラ 牡2栗 55 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 490± 01：56．04 22．2	
22 グローツラング 牡2芦 55 吉田 隼人市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新冠 タニグチ牧場 506＋161：56．2� 162．4

69 � メリーセンス 牡2鹿 55

52 ▲松本 大輝冨士井直哉氏 森 秀行 米 Sun Valley
Farm 496－ 21：56．52 49．8�

58 カシノロックオン 牡2黒鹿55 森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 むかわ ヤマイチ牧場 478－ 21：56．82 695．5�
34 イズジョーアーサー 牡2鹿 55 C．デムーロ 泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 494＋101：57．65 21．8

（仏）

814 タマモモンレーブ 牡2芦 55 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 510－ 41：57．81 172．8�
712 ブレイヴルーラー 牡2鹿 55 水口 優也 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか タツヤファーム B500－ 21：58．11� 116．6�
46 カズオルパダン 牡2黒鹿55 団野 大成合同会社雅苑興業 茶木 太樹 新ひだか 佐竹 学 B500＋ 41：59．48 412．0�

（13頭）
711 ウ ル テ 牡2栗 55 	島 克駿 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 新ひだか 矢野牧場 490＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 53，760，100円 複勝： 223，385，500円 枠連： 10，702，800円
馬連： 65，233，400円 馬単： 43，100，100円 ワイド： 62，973，100円
3連複： 100，572，400円 3連単： 163，165，100円 計： 722，892，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，550円 複 勝 � 2，470円 � 660円 � 570円 枠 連（5－6） 8，520円

馬 連 �� 13，180円 馬 単 �� 43，440円

ワ イ ド �� 3，760円 �� 2，170円 �� 660円

3 連 複 ��� 23，860円 3 連 単 ��� 291，360円

票 数

単勝票数 差引計 537601（返還計 4331） 的中 � 10023（7番人気）
複勝票数 差引計2233855（返還計 11288） 的中 � 22386（8番人気）� 92380（3番人気）� 107627（2番人気）
枠連票数 差引計 107028（返還計 133） 的中 （5－6） 973（17番人気）
馬連票数 差引計 652334（返還計 22422） 的中 �� 3834（24番人気）
馬単票数 差引計 431001（返還計 13664） 的中 �� 744（56番人気）
ワイド票数 差引計 629731（返還計 31248） 的中 �� 4148（28番人気）�� 7299（20番人気）�� 25890（7番人気）
3連複票数 差引計1005724（返還計 80299） 的中 ��� 3161（51番人気）
3連単票数 差引計1631651（返還計121955） 的中 ��� 406（381番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．1―12．4―12．4―12．5―13．0―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．0―50．4―1：02．8―1：15．3―1：28．3―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．2
1
3

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

・（12，10）13（1，3，14）7，5（6，4）（2，9）－8・（1，10）（12，3，13）（7，14）5－（2，4）（8，9）－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒロノシュン �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．11．13 阪神5着

2019．4．7生 �2芦 母 スイートスズラン 母母 スイートケンメア 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔競走除外〕 ウルテ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分

遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ウルテ号は，令和3年12月20日から令和4年1月18日まで出走停止。停止期間の満了後に発走調

教再審査。
※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。

3406412月19日 晴 良 （3阪神6） 第6日 第4競走 ��1，600�2歳未勝利
発走11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
1：32．3
1：32．3

良
良

510 デルマグレムリン 牡2栗 55 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 440－ 41：34．8 142．9�
48 デ ィ オ 牡2黒鹿55 松山 弘平石川 達絵氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 480－ 6 〃 ハナ 4．9�
817 エナジーグラン 牡2黒鹿55 岩田 望来 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 462＋ 61：35．22� 116．3�
47 アドマイヤジェイ 牡2鹿 55 C．デムーロ 近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 1．9�

（仏）

35 � エ ク セ ト ラ 牡2鹿 55 M．デムーロゴドルフィン 吉村 圭司 英 Middle
Club Team 492－ 21：35．41� 28．3�

612 メジャークオリティ 牡2鹿 55 丸山 元気 	社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 490＋ 21：35．5クビ 74．4

715 ムーンリットナイト 牡2鹿 55 和田 竜二 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 468－ 6 〃 同着 36．9�
24 サトノアヴァロン 牡2青鹿55 吉田 隼人 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：35．92� 12．4�
59 サ ド ル 牡2栗 55 岩田 康誠エムズレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 330．9
23 ヨドノマックス 牡2鹿 55 国分 恭介海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 444－ 41：36．0クビ 503．2�
12 キタサンユーダイ 牡2鹿 55 武 豊	大野商事 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 476－ 4 〃 ハナ 32．6�
816 アローゴールド 牡2栗 55

52 ▲松本 大輝佐々木孝之氏 高橋 康之 新冠 柏木 一則 438＋ 41：36．31� 999．9�
611 ニャンチンノン 牡2栗 55 藤岡 佑介加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 藤春 修二 444＋ 4 〃 アタマ 109．2�
713 ジャスティンエース 牡2黒鹿55 C．ルメール 三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 472－101：36．51� 6．5�
818 メ ト セ ラ 牡2黒鹿55 団野 大成�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474± 01：36．6� 29．0�
11 マコトカラカシワ 牝2栗 54 川須 栄彦�ディアマント �島 一歩 日高 ヤナガワ牧場 434± 01：38．310 764．0�
36 ホットジュエル 牝2栗 54 �島 克駿下河辺隆行氏 吉岡 辰弥 日高 下河辺牧場 470－ 6 〃 アタマ 566．9�
714 ソングフォーユー 牝2鹿 54 幸 英明三田 昌宏氏 森田 直行 平取 高橋 啓 444－ 61：38．61� 16．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 63，642，700円 複勝： 94，084，300円 枠連： 18，052，100円
馬連： 77，846，200円 馬単： 38，631，100円 ワイド： 76，593，900円
3連複： 127，812，800円 3連単： 143，371，000円 計： 640，034，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，290円 複 勝 � 2，560円 � 230円 � 2，000円 枠 連（4－5） 4，590円

馬 連 �� 23，300円 馬 単 �� 90，250円

ワ イ ド �� 8，250円 �� 35，600円 �� 7，840円

3 連 複 ��� 216，870円 3 連 単 ��� 3，997，840円

票 数

単勝票数 計 636427 的中 � 3785（13番人気）
複勝票数 計 940843 的中 � 8460（13番人気）� 133617（2番人気）� 10942（12番人気）
枠連票数 計 180521 的中 （4－5） 3048（13番人気）
馬連票数 計 778462 的中 �� 2589（41番人気）
馬単票数 計 386311 的中 �� 321（108番人気）
ワイド票数 計 765939 的中 �� 2401（53番人気）�� 553（92番人気）�� 2530（50番人気）
3連複票数 計1278128 的中 ��� 442（230番人気）
3連単票数 計1433710 的中 ��� 26（2089番人気）

ハロンタイム 12．7―10．4―11．3―11．9―12．3―12．2―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．1―34．4―46．3―58．6―1：10．8―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマグレムリン �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2021．11．27 阪神6着

2019．5．11生 牡2栗 母 レディクローリス 母母 シンコウラブリイ 2戦1勝 賞金 5，100，000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 オオキニ号・レッドバンディエラ号
※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。



3406512月19日 晴 良 （3阪神6） 第6日 第5競走 ��2，000�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
1：59．7
1：58．5

良
良

89 � エアアネモイ 牡2鹿 55 C．デムーロ �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

520 ―2：05．6 3．1�
（仏）

44 メイショウフィガロ 牡2鹿 55 �島 克駿松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 446 ―2：06．13 21．0�
78 イスラグランデ 牡2鹿 55 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538 ―2：06．41� 2．7�
22 � モズフェニックス 牝2鹿 54 岩田 望来 �キャピタル・システム 森田 直行 米

W. S. Farish & Kil-
roy Thoroughbred
Partnership

488 ―2：06．71� 49．1	
810 ロードレアル 牡2青鹿55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 470 ―2：07．12� 15．5

33 ケイアイスペース 	2黒鹿55 C．ルメール �ケイアイスタリオン 西村 真幸 浦河 高昭牧場 502 ―2：07．2� 6．0�
66 タイキフリード 牡2黒鹿55 池添 謙一�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 466 ― 〃 ハナ 99．7�
77 パーラーギター 牝2青鹿54 吉田 隼人吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434 ―2：07．73 6．5
11 ロードレガシー 牡2鹿 55 団野 大成 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 452 ―2：07．9� 26．1�
55 エ ト ー ソ 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 照哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 426 ―2：08．43 58．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，021，900円 複勝： 49，555，200円 枠連： 9，453，300円
馬連： 57，631，700円 馬単： 30，179，200円 ワイド： 45，974，600円
3連複： 84，559，400円 3連単： 125，846，900円 計： 458，222，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 280円 � 130円 枠 連（4－8） 3，220円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 740円 �� 200円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 18，660円

票 数

単勝票数 計 550219 的中 � 143709（2番人気）
複勝票数 計 495552 的中 � 99055（2番人気）� 32031（6番人気）� 118334（1番人気）
枠連票数 計 94533 的中 （4－8） 2271（10番人気）
馬連票数 計 576317 的中 �� 13625（13番人気）
馬単票数 計 301792 的中 �� 5399（16番人気）
ワイド票数 計 459746 的中 �� 14120（9番人気）�� 71249（1番人気）�� 11838（12番人気）
3連複票数 計 845594 的中 ��� 24711（6番人気）
3連単票数 計1258469 的中 ��� 4887（59番人気）

ハロンタイム 13．8―12．5―13．7―13．2―12．7―12．6―12．3―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．8―26．3―40．0―53．2―1：05．9―1：18．5―1：30．8―1：42．4―1：53．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エアアネモイ �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Empire Maker 初出走

2019．5．7生 牡2鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 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。

3406612月19日 晴 稍重 （3阪神6） 第6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

44 デ シ エ ル ト 牡2黒鹿55 岩田 康誠�ラ・メール 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506 ―1：53．7 1．5�
55 ト ウ セ ツ 牡2芦 55 幸 英明中辻 明氏 杉山 佳明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492 ―1：54．87 56．4�
77 ヒノデテイオー 牡2栗 55 �島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 446 ― 〃 クビ 14．4�
66 テーオーパルフェ 牡2栗 55 岩田 望来小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 508 ―1：55．86 18．7�
22 アークデトリオンフ 牡2鹿 55 C．ルメール 藤井 一雄氏 角田 晃一 浦河 不二牧場 498 ―1：56．86 5．3�
11 スマートビクター 牡2栗 55 松山 弘平大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 520 ―1：57．86 5．7	
33 ナオミチャン 牝2鹿 54 団野 大成塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 474 ―1：58．33 16．8
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売 得 金
単勝： 51，393，000円 複勝： 51，361，100円 枠連： 発売なし
馬連： 43，778，500円 馬単： 34，488，800円 ワイド： 34，905，600円
3連複： 60，531，000円 3連単： 176，534，500円 計： 452，992，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 1，350円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 290円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 6，270円 3 連 単 ��� 22，870円

票 数

単勝票数 計 513930 的中 � 269679（1番人気）
複勝票数 計 513611 的中 � 350880（1番人気）� 4955（7番人気）
馬連票数 計 437785 的中 �� 8415（13番人気）
馬単票数 計 344888 的中 �� 5493（14番人気）
ワイド票数 計 349056 的中 �� 5585（15番人気）�� 35444（3番人気）�� 2785（19番人気）
3連複票数 計 605310 的中 ��� 7235（16番人気）
3連単票数 計1765345 的中 ��� 5596（68番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―13．6―12．7―12．8―12．8―12．5―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―38．4―51．1―1：03．9―1：16．7―1：29．2―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．0
1
3
4，6（3，7）－1，2，5
4，6（3，7）－（1，2）5

2
4
4，6（3，7）－1，2，5
4－（6，7）－（1，2）（3，5）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ シ エ ル ト �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．1．17生 牡2黒鹿 母 アドマイヤセプター 母母 アドマイヤグルーヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3406712月19日 晴 良 （3阪神6） 第6日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．8

良
良

611� サトノペルセウス �3黒鹿56 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 496＋ 21：45．9 7．1�
12 シーニックウェイ 牝3鹿 54 武 豊ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 41：46．21� 3．4�
817 パ タ ゴ ニ ア 牝3鹿 54 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 504＋121：46．31 8．3�

（仏）

23 ヤマニンサンパ 牡3芦 56 M．デムーロ土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 474－ 21：46．61� 6．1�
714 メイプルリズム 牝3鹿 54 	島 克駿飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 B424－ 8 〃 ハナ 37．4	
36 マテンロウエール 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 518＋201：46．7� 14．7

612 アンフィニドール 牝3鹿 54 戸崎 圭太前原 敏行氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 21：46．8
 44．4�
510 マイネルエニグマ 牡3栗 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 21：46．9� 8．4�
11 フォティノース 牝3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 446＋ 61：47．21
 21．2
24 ハートオブアシティ 牡3青鹿56 岩田 望来吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 440＋161：47．3
 28．6�
47 ニホンピロマリブ 牡3鹿 56 高倉 稜小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 456＋ 2 〃 アタマ 174．8�
48 ウィンドリッパー 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 482± 01：47．51� 14．9�
59 サツキハピネス 牝3黒鹿54 幸 英明小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 460＋ 4 〃 クビ 8．1�
35 コスモミローディア 牡5黒鹿57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 470－ 41：47．6� 530．0�
816 ミリタリータンゴ 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム B458＋ 81：47．81 288．1�
713 ロ ジ ロ ー ズ 牡3黒鹿56 池添 謙一久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 454－ 41：48．86 53．4�
815� タ ン バ オ ー �3鹿 56 荻野 琢真荻野 憲夫氏 千田 輝彦 日高 シンボリ牧場 B488＋121：49．22� 306．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 58，700，500円 複勝： 93，527，500円 枠連： 19，019，900円
馬連： 98，911，300円 馬単： 36，685，100円 ワイド： 88，961，100円
3連複： 153，566，400円 3連単： 147，421，900円 計： 696，793，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 150円 � 290円 枠 連（1－6） 1，260円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，350円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 28，730円

票 数

単勝票数 計 587005 的中 � 65845（3番人気）
複勝票数 計 935275 的中 � 87328（5番人気）� 195018（1番人気）� 71433（6番人気）
枠連票数 計 190199 的中 （1－6） 11620（5番人気）
馬連票数 計 989113 的中 �� 46815（4番人気）
馬単票数 計 366851 的中 �� 6846（10番人気）
ワイド票数 計 889611 的中 �� 33358（3番人気）�� 16316（18番人気）�� 33197（4番人気）
3連複票数 計1535664 的中 ��� 24596（7番人気）
3連単票数 計1474219 的中 ��� 3719（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―34．9―46．6―58．9―1：11．2―1：22．6―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．7
3 16，17（7，12）11（1，2，8）－5，14（3，10）－（4，13，15）（6，9） 4 16，17（7，12）（11，8）（1，2，5，10）9（3，14）（4，13）6，15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�サトノペルセウス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubai Destination

2018．4．9生 �3黒鹿 母 ダンサーデスティネイション 母母 Mara Dancer 2戦1勝 賞金 9，500，000円
地方デビュー 2021．8．18 門別

※ロジローズ号は，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。

3406812月19日 晴 稍重 （3阪神6） 第6日 第8競走 1，800�3歳以上2勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

55 ワンダーシエンプロ 牝4栗 55 �島 克駿山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 B444± 01：52．6 13．8�
22 ピクシーメイデン 牝5鹿 55 吉田 隼人ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 21：53．02� 2．7�
44 ダノンバジリア 牝3栗 54 C．デムーロ�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 528＋ 21：53．31� 2．1�

（仏）

89 グレースルビー 牝4鹿 55 岩田 望来本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 472± 0 〃 クビ 25．7�
78 ラフリッグフェル 牝4栗 55 藤岡 佑介 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 444－ 41：53．62 12．0	
77 チュウワフライヤー 牝5栗 55 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 504－181：53．7クビ 88．8

810 ペイルライダー 牝3鹿 54 武 豊市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：53．8� 9．8�
33 ペイシャクェーサー 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 470－ 61：54．65 40．3�
11 マーチリリー 牝3青鹿54 国分 恭介手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 B490＋ 21：55．13� 12．3
66 モ ン オ ー ル 牝5栗 55 和田 竜二吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－ 21：55．31� 150．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，829，500円 複勝： 67，041，400円 枠連： 12，585，900円
馬連： 75，902，600円 馬単： 45，240，800円 ワイド： 65，173，600円
3連複： 120，259，400円 3連単： 215，807，500円 計： 654，840，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 190円 � 110円 � 110円 枠 連（2－5） 2，270円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 370円 �� 450円 �� 150円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 15，340円

票 数

単勝票数 計 528295 的中 � 30516（6番人気）
複勝票数 計 670414 的中 � 54621（5番人気）� 190754（1番人気）� 188051（2番人気）
枠連票数 計 125859 的中 （2－5） 4291（9番人気）
馬連票数 計 759026 的中 �� 33111（8番人気）
馬単票数 計 452408 的中 �� 6520（20番人気）
ワイド票数 計 651736 的中 �� 38248（4番人気）�� 29717（7番人気）�� 147255（1番人気）
3連複票数 計1202594 的中 ��� 84564（4番人気）
3連単票数 計2158075 的中 ��� 10193（49番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．7―12．4―12．9―12．7―12．7―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．9―49．3―1：02．2―1：14．9―1：27．6―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーシエンプロ �
�
父 ワンダーアキュート �

�
母父 バ ゴ デビュー 2020．1．13 京都6着

2017．4．1生 牝4栗 母 ワンダーストーリリ 母母 ワンダーマドンナ 21戦3勝 賞金 42，830，000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。



3406912月19日 晴 稍重 （3阪神6） 第6日 第9競走 ��1，200�
た か さ ご

高 砂 特 別
発走14時25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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

59 クインズメリッサ 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 474－ 21：10．6 3．9�
510 スリーピート 牡4栗 57 池添 謙一永井商事� 上村 洋行 新冠 北星村田牧場 512＋ 81：10．81� 7．6�
24 パイプライン �4鹿 57 岩田 康誠青山 洋一氏 田中 剛 日高 リコーファーム 486－ 61：11．54 33．8�
23 スズカカナロア 牡5鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 508＋14 〃 ハナ 6．0�
47 イルデレーヴ 牡3鹿 56 岩田 望来 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：11．6� 5．7	
714 オ カ リ ナ 牡4栗 57 �島 良太八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 552＋161：11．81� 17．0

611	 チェルシーライオン �5黒鹿57 丸山 元気ライオンレースホース� 小崎 憲 米 Spendthrift

Farm LLC 488＋221：11．9クビ 174．6�
48 グレートバニヤン 牡5鹿 57 C．デムーロ �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 558＋12 〃 クビ 41．8�

（仏）

12 ジェットエンブレム 牡3栗 56 戸崎 圭太犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 B506± 0 〃 アタマ 31．4
36 
 ジョウショーモード 牡3栗 56 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 502＋ 41：12．0クビ 34．5�
612 シネマトグラフ 牝4芦 55 吉田 隼人江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 クビ 36．0�
816 カミノホウオー 牡4黒鹿57 �島 克駿村上 正喜氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 514－ 41：12．1クビ 105．5�
35 
 メイショウヒボタン 牝7栗 55 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 462± 01：12．31� 129．8�
815 クインズレモン 牝3栗 54 松山 弘平 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 浦河 高昭牧場 500＋ 41：12．4クビ 3．4�
713 タマモヒメギミ 牝3鹿 54 国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 504＋121：13．35 63．2�

（15頭）
11 マカオンブラン 牡4鹿 57 和田 竜二關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 64，524，600円 複勝： 93，798，300円 枠連： 22，388，400円
馬連： 139，037，600円 馬単： 46，698，100円 ワイド： 99，733，800円
3連複： 189，647，000円 3連単： 198，084，600円 計： 853，912，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 220円 � 670円 枠 連（5－5） 1，510円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，090円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 14，080円 3 連 単 ��� 50，880円

票 数

単勝票数 計 645246 的中 � 129139（2番人気）
複勝票数 計 937983 的中 � 183271（1番人気）� 112072（5番人気）� 27789（9番人気）
枠連票数 計 223884 的中 （5－5） 11486（7番人気）
馬連票数 計1390376 的中 �� 74859（5番人気）
馬単票数 計 466981 的中 �� 15645（6番人気）
ワイド票数 計 997338 的中 �� 50663（3番人気）�� 11886（21番人気）�� 7597（33番人気）
3連複票数 計1896470 的中 ��� 10097（51番人気）
3連単票数 計1980846 的中 ��� 2822（153番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．9―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―46．1―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．4
3 2－4（8，9）10，13（11，12）（5，7，16，14）－（3，15）6 4 2（4，9）8（10，13）－（12，14）（11，7）16（5，3）－（6，15）

勝馬の
紹 介

クインズメリッサ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Afleet Alex デビュー 2020．9．21 中京1着

2018．3．21生 牝3鹿 母 ケイアイアテナ 母母 Anna Sterz 5戦3勝 賞金 32，592，000円
〔出走取消〕 マカオンブラン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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。

3407012月19日 晴 良 （3阪神6） 第6日 第10競走 ��
��1，400�

ろっこう

六甲アイランドステークス
発走15時00分 （芝・右）
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

46 タ ン タ ラ ス 牝5鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B486＋ 41：20．1 11．1�
（仏）

23 テンハッピーローズ 牝3栗 54 松山 弘平天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 444＋ 61：20．63 3．4�
611 グレイイングリーン 牡3芦 56 岩田 望来青芝商事� 池江 泰寿 安平 追分ファーム 498＋101：20．7� 4．8�
34 レ ガ ト ゥ ス 牡3黒鹿56 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 548－ 8 〃 アタマ 5．3�
11 ルプリュフォール 	5鹿 57 武 豊名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 496＋ 21：20．8
 13．2	
815 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 476－ 2 〃 アタマ 53．9

22 バ ル ト リ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 4 〃 アタマ 11．9�
814 トオヤリトセイト 牡5青鹿57 �島 克駿村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 504＋221：21．11� 25．6�
58 ショウナンアオゾラ 牡5黒鹿57 池添 謙一�湘南 大竹 正博 新冠 ムラカミファーム 474＋ 2 〃 クビ 75．6
47 トウカイオラージュ 牡5栗 57 秋山真一郎内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 482＋ 21：21．2クビ 109．0�
59 サンキューユウガ 牡5青鹿57 幸 英明田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 今 牧場 530＋ 61：21．3クビ 12．4�
713 セウラサーリ 牝4鹿 55 和田 竜二�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 2 〃 ハナ 8．0�
35 メイショウハニー 牝6黒鹿55 川須 栄彦松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 454－ 21：21．4
 382．2�
712 アーデンフォレスト 牡5黒鹿57 団野 大成 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460－ 41：22．78 31．4�

（14頭）
610 キュールエサクラ 牝5青鹿55 藤岡 佑介岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 470－22 （競走除外）

売 得 金
単勝： 97，179，100円 複勝： 144，745，200円 枠連： 29，833，400円
馬連： 199，528，300円 馬単： 69，718，800円 ワイド： 143，889，000円
3連複： 289，299，800円 3連単： 306，506，700円 計： 1，280，700，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 290円 � 160円 � 170円 枠 連（2－4） 2，110円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，300円 �� 450円

3 連 複 ��� 5，550円 3 連 単 ��� 35，920円

票 数

単勝票数 差引計 971791（返還計 4106） 的中 � 69946（5番人気）
複勝票数 差引計1447452（返還計 7118） 的中 � 106133（5番人気）� 259645（1番人気）� 237173（2番人気）
枠連票数 差引計 298334（返還計 977） 的中 （2－4） 10911（9番人気）
馬連票数 差引計1995283（返還計 26418） 的中 �� 51942（12番人気）
馬単票数 差引計 697188（返還計 7912） 的中 �� 8682（25番人気）
ワイド票数 差引計1438890（返還計 20496） 的中 �� 34526（12番人気）�� 27018（19番人気）�� 89052（2番人気）
3連複票数 差引計2892998（返還計 62860） 的中 ��� 39026（17番人気）
3連単票数 差引計3065067（返還計 69107） 的中 ��� 6185（102番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．2―11．6―11．3―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．1―45．7―57．0―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 4，6（2，9）（7，12）（3，13）11，5－15（8，14）1 4 ・（4，6）9（2，7，12）13（3，11）5（15，14）1，8

勝馬の
紹 介

タ ン タ ラ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．8 京都9着

2016．2．16生 牝5鹿 母 ブエナビスタ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 20戦4勝 賞金 67，225，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 キュールエサクラ号は，馬場入場時に放馬。疾病〔右腕節部裂創〕を発症したため競走除外。
※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



3407112月19日 晴 良 （3阪神6） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第73回朝日杯フューチュリティステークス（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牡・牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 1，106，000円 316，000円 158，000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
1：32．3

良
良
良

59 ドウデュース 牡2鹿 55 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－101：33．5 7．8�
34 セ リ フ ォ ス 牡2栗 55 C．デムーロ �G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 486± 01：33．6� 2．4�

（仏）

47 ダノンスコーピオン 牡2鹿 55 松山 弘平�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 458－ 41：33．7� 9．7�
23 アルナシーム 牡2鹿 55 池添 謙一ライオンレースホース� 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 432－ 61：34．01� 29．0�
713 ジ オ グ リ フ 牡2栗 55 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 496＋ 4 〃 ハナ 3．2	
712 トウシンマカオ 牡2栗 55 戸崎 圭太�サトー 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 450－ 2 〃 ハナ 46．9

611 ド ー ブ ネ 牡2青 55 吉田 隼人藤田 晋氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 480＋121：34．53 21．3�
58 プ ル パ レ イ 牡2鹿 55 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B490＋ 21：34．6� 21．8�
814 トゥードジボン 牡2鹿 55 藤岡 佑介青山 洋一氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 476＋ 41：34．7� 137．8
610 スプリットザシー 牝2鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 394＋ 2 〃 クビ 64．0�
35 ヴィアドロローサ 牡2鹿 55 	島 克駿 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 446± 01：35．01� 47．6�
46 オタルエバー 牡2黒鹿55 幸 英明住谷幾久子氏 中竹 和也 洞
湖 レイクヴィラファーム 456－ 6 〃 クビ 24．1�
22 セッカチケーン 牡2芦 55 団野 大成松田 整二氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 500－ 21：35．1クビ 275．5�
11 カジュフェイス 牡2鹿 55 秋山真一郎 STレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 484＋ 81：35．41� 55．1�
815 シンリミテス 牡2鹿 55 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 静内フジカワ牧場 480＋ 21：37．4大差 371．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 889，050，700円 複勝： 753，765，500円 枠連： 311，410，300円 馬連： 1，866，845，500円 馬単： 853，462，900円
ワイド： 1，269，128，400円 3連複： 3，480，918，200円 3連単： 5，749，050，500円 5重勝： 779，925，500円 計： 15，953，557，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 200円 � 120円 � 230円 枠 連（3－5） 690円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，070円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 14，840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����� 10，918，950円

票 数

単勝票数 計8890507 的中 � 955862（3番人気）
複勝票数 計7537655 的中 � 824869（3番人気）� 2200379（1番人気）� 650980（4番人気）
枠連票数 計3114103 的中 （3－5） 347754（2番人気）
馬連票数 計18668455 的中 �� 1355012（3番人気）
馬単票数 計8534629 的中 �� 213340（9番人気）
ワイド票数 計12691284 的中 �� 800666（3番人気）�� 280279（11番人気）�� 821434（2番人気）
3連複票数 計34809182 的中 ���1110178（5番人気）
3連単票数 計57490505 的中 ��� 280850（37番人気）
5重勝票数 差引計7799255（返還計 59332） 的中 ����� 50

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．2―34．3―46．2―58．3―1：10．2―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドウデュース �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Vindication デビュー 2021．9．5 小倉1着

2019．5．7生 牡2鹿 母 ダストアンドダイヤモンズ 母母 Majestically 3戦3勝 賞金 95，274，000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。

3407212月19日 晴 稍重 （3阪神6） 第6日 第12競走 ��1，400�
み か げ

御影ステークス
発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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

815 シゲルホサヤク 牡3鹿 55 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 472＋ 81：22．5 3．2�
714 シ ハ ー ブ 牡5青 55 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 554＋ 81：22．92� 2．8�
47 ソーラーフレア 牡6鹿 55 国分 優作ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 01：23．32� 55．1�
48 スカーレットスカイ 牝3栗 53 秋山真一郎ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 4 〃 クビ 8．9�
612 オルクリスト 牡5鹿 54 M．デムーロ�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 492＋ 21：23．4クビ 22．8�
510 カ ル リ ー ノ 牡5鹿 54 戸崎 圭太 	Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B514－ 41：23．5� 14．3

59 ナンヨープランタン 牡6黒鹿55 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：23．81� 9．1�
36 クリノサンレオ 牡8栗 53 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 476－ 41：24．01� 86．4�
11 ダイシンイナリ 牡4鹿 54 岩田 康誠大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524＋ 21：24．1クビ 12．6
713 デピュティプライム �8栗 54 池添 謙一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 484－ 61：24．2� 189．1�
35 ク ラ イ シ ス 牡8鹿 54 �島 克駿前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 41：24．52 155．5�
23 	 アスタースウィング 牡7栗 54 国分 恭介加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 526＋ 41：24．71 142．1�
611 トップオブメジャー 牡5栗 55 岩田 望来 DMMドリームクラブ	 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 492＋101：24．8� 31．1�
12 ファシネートゼット 牝4栗 53 団野 大成高橋 悦見氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 482± 01：25．0� 25．2�
816
 ヒルノサルバドール 牡8栗 56 横山 典弘	ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 454＋ 6 〃 クビ 49．9�
24 
 ス テ ラ ー タ 牝4栗 53 丸山 元気小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：25．63� 27．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 153，089，400円 複勝： 172，132，000円 枠連： 56，949，400円
馬連： 273，911，900円 馬単： 110，739，600円 ワイド： 235，826，900円
3連複： 455，719，900円 3連単： 549，863，500円 計： 2，008，232，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 150円 � 590円 枠 連（7－8） 430円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，820円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 20，820円

票 数

単勝票数 計1530894 的中 � 374346（2番人気）
複勝票数 計1721320 的中 � 375740（1番人気）� 343542（2番人気）� 49452（11番人気）
枠連票数 計 569494 的中 （7－8） 102552（1番人気）
馬連票数 計2739119 的中 �� 488377（1番人気）
馬単票数 計1107396 的中 �� 88309（2番人気）
ワイド票数 計2358269 的中 �� 305313（1番人気）�� 29557（21番人気）�� 24250（26番人気）
3連複票数 計4557199 的中 ��� 56973（15番人気）
3連単票数 計5498635 的中 ��� 19142（45番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．2―11．4―12．0―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―33．7―45．1―57．1―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．4
3 8，4－（11，15）16－2，14（7，10）－12（5，9，13）（3，6）－1 4 8，4（11，15）16－14，2（7，10）－（9，12）－5（3，6）13－1

勝馬の
紹 介

シゲルホサヤク �
�
父 ニホンピロアワーズ �

�
母父 サムライハート デビュー 2020．11．8 阪神6着

2018．5．18生 牡3鹿 母 シゲルチャグチャグ 母母 オーデコロン 9戦4勝 賞金 51，557，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アーバンイェーガー号・ウィッチクラフト号・スペースクラフト号・ピアシック号・ボンディマンシュ号・

メイショウコゴミ号・ライジングドラゴン号・ランドボルケーノ号

５レース目



晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

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
務員出走奨励金

勝馬投票券売得金
単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】

5, 398名）6, 091名
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