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3407312月25日 晴 良 （3阪神6） 第7日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時00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

33 ミヤジネズコ 牝2黒鹿54 吉田 隼人曽我 司氏 鈴木 孝志 浦河 村中牧場 506－ 21：56．3 5．2�
89 デ ィ ス コ 牝2鹿 54 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 日高 荒井ファーム 488± 01：56．61� 9．8�
22 ブランクペイジ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418＋ 81：57．13� 34．4�
66 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 496－ 21：57．84 4．4�
78 オースピシャス 牝2鹿 54 小崎 綾也 �京都ホースレーシング 小崎 憲 新冠 イワミ牧場 446－101：57．9� 55．7�
11 パルフェグラッセ 牝2栗 54 国分 優作 	ビッグレッドファーム 宮 徹 平取 坂東牧場 460－ 21：58．11 15．4

55 ミッキーサファイア 牝2黒鹿54 横山 典弘野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：58．52� 14．3�
77 シ ロ ン 牝2鹿 54 C．デムーロ 山本 律氏 高柳 大輔 日高 藤本 直弘 522＋ 41：59．24 1．8�

（仏）

810 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 486－ 22：01．9大差 195．2
44 ライドオンタイム 牝2鹿 54 荻野 琢真髙嶋 祐子氏 寺島 良 浦河 有限会社

吉田ファーム 438± 02：02．32� 197．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 47，075，700円 複勝： 60，058，300円 枠連： 8，857，100円
馬連： 58，006，000円 馬単： 35，102，900円 ワイド： 53，921，600円
3連複： 88，455，800円 3連単： 151，412，000円 計： 502，889，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 260円 � 590円 枠 連（3－8） 2，580円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，660円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 13，130円 3 連 単 ��� 49，780円

票 数

単勝票数 計 470757 的中 � 71948（3番人気）
複勝票数 計 600583 的中 � 86171（3番人気）� 61155（4番人気）� 22247（7番人気）
枠連票数 計 88571 的中 （3－8） 2656（9番人気）
馬連票数 計 580060 的中 �� 20436（8番人気）
馬単票数 計 351029 的中 �� 5725（17番人気）
ワイド票数 計 539216 的中 �� 19631（8番人気）�� 8247（17番人気）�� 6053（21番人気）
3連複票数 計 884558 的中 ��� 5049（35番人気）
3連単票数 計1514120 的中 ��� 2205（139番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．9―12．8―12．7―13．2―13．1―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．4―51．2―1：03．9―1：17．1―1：30．2―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．2
1
3
3，6（2，9）7（1，8）10，4－5
3，6，9，2（1，7）8，10，4－5

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

勝馬の
紹 介

ミヤジネズコ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．11．21 阪神7着

2019．4．3生 牝2黒鹿 母 ミヤジレリゴー 母母 ミヤジマッドレー 3戦1勝 賞金 5，610，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョウショーポピー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月25日まで平地

競走に出走できない。
ライドオンタイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月25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。

3407412月25日 晴 良 （3阪神6） 第7日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時30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

47 ナインティゴット 牡2鹿 55 C．デムーロ 後藤 進氏 武 英智 新冠 松浦牧場 490＋ 21：12．4 8．7�
（仏）

11 イスラアネーロ 牡2栗 55 岩田 康誠堂守 貴志氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 21：12．82� 3．5�
612 グ ラ ン デ 牡2栗 55 坂井 瑠星 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 青森 諏訪牧場 476＋181：13．01� 4．6�
816 オラヴェリタス 牡2黒鹿55 岩田 望来杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B492＋ 21：13．95 3．5�
23 � レディーチカ 牝2黒鹿54 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米 Mr. & Mrs.

Craig L. Minten 490－ 61：14．0クビ 19．3�
24 ニシノデフィレ 牡2鹿 55 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 504－ 4 〃 クビ 6．2	
713 サエールフェイス 牝2芦 54

51 ▲松本 大輝 STレーシング 石橋 守 浦河 上山牧場 464－ 8 〃 同着 112．2

59 シュルヴィーヴル 牡2栗 55

52 ▲角田 大和村上 憲政氏 上村 洋行 新ひだか 岡田牧場 B492－ 41：14．31� 24．4�
48 メイショウトリデ 牡2黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 492＋ 61：14．4� 99．5�
714 ワールドハート 牡2黒鹿55 岡田 祥嗣 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 436－ 61：14．61� 29．0
36 イ ダ マ ン テ 牡2鹿 55 	島 克駿 KAJIMOTOホー

ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか 真歌田中牧場 450＋ 81：14．91� 37．5�
815 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± 0 〃 アタマ 165．0�
35 カルミチャン 牝2栗 54

53 ☆亀田 温心�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 428－ 41：15．21� 164．2�
12 ヤマイチマチルド 牡2鹿 55

52 ▲西谷 凜坂本 肇氏 谷 潔 浦河 浦河小林牧場 488－ 41：15．3� 190．8�
510 アップトゥザナイン 牡2栗 55

51 ★永島まなみ �京都ホースレーシング 高橋 康之 新冠 村上 進治 454－ 41：15．51 263．2�
611 ル ク シ ア 牝2芦 54 川島 信二寺田 寿男氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 418－ 81：17．110 267．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，228，100円 複勝： 87，236，200円 枠連： 14，639，200円
馬連： 86，328，600円 馬単： 37，567，100円 ワイド： 82，810，200円
3連複： 130，009，600円 3連単： 136，010，100円 計： 635，829，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 150円 � 170円 枠 連（1－4） 1，230円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 600円 �� 820円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 17，330円

票 数

単勝票数 計 612281 的中 � 55857（5番人気）
複勝票数 計 872362 的中 � 79702（5番人気）� 165137（2番人気）� 141818（3番人気）
枠連票数 計 146392 的中 （1－4） 9169（6番人気）
馬連票数 計 863286 的中 �� 44812（7番人気）
馬単票数 計 375671 的中 �� 8655（15番人気）
ワイド票数 計 828102 的中 �� 34606（7番人気）�� 24434（10番人気）�� 58995（1番人気）
3連複票数 計1300096 的中 ��� 38788（9番人気）
3連単票数 計1360101 的中 ��� 5688（54番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．6―12．3―12．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．5―46．8―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナインティゴット �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2021．6．5 中京4着

2019．2．27生 牡2鹿 母 フルマークス 母母 ルックトゥザキング 5戦1勝 賞金 8，010，000円
〔制裁〕 シュルヴィーヴル号の騎手角田大和は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

シュルヴィーヴル号の騎手角田大和は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルクシア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月25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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エイシンスケールズ号・エールゴージューン号・カフジペンタゴン号・クロゴマプリン号・コスモエクスプレス号・

マイティキッチョウ号
※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。

第６回 阪神競馬 第７日



3407512月25日 晴 良 （3阪神6） 第7日 第3競走 1，800�2歳未勝利
発走11時00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

612 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 474－ 21：56．4 2．3�
（仏）

36 ザ ヴ ォ ー グ 牡2栗 55 国分 恭介 �静内白井牧場 加用 正 新ひだか 静内白井牧場 508± 01：57．14 84．9�
23 トーホウムーラン 牡2鹿 55 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 502－ 41：57．2� 22．9�
611 ダンツエスプリ 牡2栗 55

52 ▲角田 大和山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 472＋ 21：57．3クビ 33．7�
713 ニシノメイタンテイ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 浅見 秀一 日高 沖田牧場 498－101：57．4� 25．0	
35 ミラクルスター 牡2黒鹿55 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 高山牧場 500－ 61：57．5クビ 203．4

59 グレートキャンベラ 牡2黒鹿55 坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 アタマ 16．7�
11 アダマスミノル 牡2鹿 55 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 浦河 金成吉田牧場 500＋ 2 〃 アタマ 170．8�
510 ベイパーコーン 牡2栗 55 和田 竜二前田 晋二氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 464－ 6 〃 アタマ 3．0
48 エリックバローズ 牡2鹿 55 松若 風馬猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 桑田牧場 458－ 41：57．92� 111．4�
24 エイシンデュエラー 牡2鹿 55 吉田 隼人�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 474± 01：58．0クビ 7．7�
816 サトノジーク 牡2黒鹿55 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 486＋ 21：58．21 8．5�
815 インパクトベースン 牡2鹿 55 �島 克駿ライオンレースホース� 小崎 憲 むかわ 市川牧場 484＋ 4 〃 � 27．4�
12 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 492＋ 41：58．62� 145．2�
47 ニホンピロペリー 牡2鹿 55 田中 健小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 480－101：58．91� 329．4�
714 アナザーゲート 牡2栗 55

52 ▲松本 大輝田島 大史氏 千田 輝彦 浦河 絵笛牧場 486＋162：00．17 478．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，478，500円 複勝： 84，883，000円 枠連： 22，267，300円
馬連： 87，661，800円 馬単： 39，691，700円 ワイド： 81，313，100円
3連複： 135，353，900円 3連単： 148，118，200円 計： 660，767，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 960円 � 480円 枠 連（3－6） 6，430円

馬 連 �� 8，960円 馬 単 �� 12，180円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，490円 �� 6，750円

3 連 複 ��� 34，510円 3 連 単 ��� 183，560円

票 数

単勝票数 計 614785 的中 � 207942（1番人気）
複勝票数 計 848830 的中 � 237944（1番人気）� 16766（10番人気）� 36287（8番人気）
枠連票数 計 222673 的中 （3－6） 2682（12番人気）
馬連票数 計 876618 的中 �� 7576（26番人気）
馬単票数 計 396917 的中 �� 2443（35番人気）
ワイド票数 計 813131 的中 �� 10494（17番人気）�� 14298（15番人気）�� 3037（48番人気）
3連複票数 計1353539 的中 ��� 2941（79番人気）
3連単票数 計1481182 的中 ��� 585（425番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．6―13．2―12．7―12．6―12．9―13．1―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．8―51．0―1：03．7―1：16．3―1：29．2―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．1
1
3
・（2，4）12（1，14，13）（6，15，16）（3，7）10，11，9，8，5・（2，4，9）（1，12）（6，14，13）（15，16）（3，10）－（11，7）（5，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ターゲサンブルック �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2021．6．27 阪神9着

2019．4．12生 牡2鹿 母 ポップチャート 母母 ポ ッ プ ス 4戦1勝 賞金 8，400，000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。

3407612月25日 晴 良 （3阪神6） 第7日 第4競走 1，600�2歳未勝利
発走11時30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

47 エリカフェリーチェ 牝2鹿 54 C．ルメール 三木 正浩氏 吉岡 辰弥 新ひだか 築紫 洋 454－ 41：35．4 3．0�
713 エ ン ペ ザ ー 牡2鹿 55 坂井 瑠星�リーヴァ 田中 克典 新ひだか 上村 清志 490－ 81：35．61� 10．7�
612 アオイゴールドワン 牡2鹿 55 武 豊新谷 幸義氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 466＋ 21：35．7� 6．3�
48 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 464＋ 21：36．02 10．5�
714 シルバーリング 牝2青 54 松山 弘平杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 452－ 21：36．42� 4．7	
817 ブラッドワイルド 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 510＋ 4 〃 ハナ 12．0

11 サンマルヴァレー 牝2鹿 54 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 新ひだか 飛野牧場 460－ 61：36．5� 229．9�
818 カルネドボヤージュ 牡2鹿 55 C．デムーロ �キャロットファーム 杉山 晴紀 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 21：36．6クビ 12．4�
（仏）

510 リ ゴ レ ッ ト 牝2鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B426－ 8 〃 クビ 14．8
24 サザンステート 牡2黒鹿55 秋山真一郎窪田 芳郎氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 468＋ 41：36．7クビ 22．7�
59 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± 01：36．8� 116．0�
36 ワ ン リ オ ン 牡2青鹿55 M．デムーロ河村 祥史氏 牧浦 充徳 日高 川端 正博 486＋101：36．9� 18．9�
611 テイエムハニーダン 牝2黒鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 大島牧場 502－221：37．0アタマ 119．5�
715 ピ キ プ ア 牝2鹿 54 荻野 極山口 正行氏 新谷 功一 浦河 田中スタッド 430－ 21：37．1� 72．5�
35 ア ン ド レ ア 牝2青鹿54 中井 裕二�高橋ファーム 茶木 太樹 新ひだか 高橋フアーム 452＋ 21：37．31� 661．7�
816 グッドフィーリング 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁�ターフ・スポート新谷 功一 浦河 中島牧場 470－ 81：37．5� 464．6�
23 サ キ ホ コ レ 牝2青鹿 54

51 ▲角田 大和増山 武志氏 辻野 泰之 新冠 長浜牧場 412－121：37．82 488．2�
12 エクメディレーザー 牝2栗 54

50 ★永島まなみ橋本慎太郎氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 450± 01：39．6大差 380．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 63，777，500円 複勝： 101，975，000円 枠連： 21，562，700円
馬連： 96，181，200円 馬単： 40，510，500円 ワイド： 96，753，800円
3連複： 154，903，700円 3連単： 145，459，700円 計： 721，124，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 310円 � 180円 枠 連（4－7） 450円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 850円 �� 430円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 4，210円 3 連 単 ��� 20，240円

票 数

単勝票数 計 637775 的中 � 164666（1番人気）
複勝票数 計1019750 的中 � 216202（1番人気）� 66031（5番人気）� 147568（3番人気）
枠連票数 計 215627 的中 （4－7） 36642（1番人気）
馬連票数 計 961812 的中 �� 31169（7番人気）
馬単票数 計 405105 的中 �� 8789（10番人気）
ワイド票数 計 967538 的中 �� 28382（8番人気）�� 62890（2番人気）�� 17884（16番人気）
3連複票数 計1549037 的中 ��� 27582（9番人気）
3連単票数 計1454597 的中 ��� 5208（42番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．6―12．0―12．1―11．9―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―35．6―47．6―59．7―1：11．6―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．7
3 ・（5，7）13（1，3，6，16）（10，18）（11，12）（9，14）15，8－（2，17）4 4 ・（5，7，13）（1，3，16）（6，18）10（11，12）（9，8，14）（15，17）（2，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エリカフェリーチェ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Sinndar デビュー 2021．10．31 阪神3着

2019．3．14生 牝2鹿 母 フォトジェニック 母母 ピクチャープリンセス 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エクメディレーザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月25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。



3407712月25日 曇 良 （3阪神6） 第7日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時20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
1：45．6
1：44．5

良
良

57 ジャスティンカツミ 牡2栗 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 494 ―1：48．7 8．7�
813 イヴィステラ 牝2黒鹿54 C．デムーロ 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446 ― 〃 クビ 2．0�

（仏）

11 テーオーアリエス 牝2黒鹿54 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 482 ―1：48．8クビ 52．6�
22 ノットゥルノ 牡2鹿 55 武 豊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 512 ―1：49．01 4．0�
610 シュプリンガー 牡2青 55 団野 大成ライオンレースホース� 松下 武士 千歳 社台ファーム 502 ― 〃 クビ 245．1�
45 アイビーテーラー 牡2黒鹿55 富田 暁中西 浩一氏 河内 洋 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 416 ―1：49．1クビ 222．5	
58 ホウオウフウジン 牡2芦 55 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 520 ― 〃 アタマ 14．8

33 クトゥネシリカ 牡2黒鹿55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 432 ―1：49．2� 111．4�
711 エヴィダンシア 牡2鹿 55 岩田 望来吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488 ―1：49．3� 5．4�
814 エレガントラウル 牝2栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 畑端 省吾 浦河 ディアレスト

クラブ 486 ―1：49．72� 172．2
69 コントゥラット 牡2鹿 55 松山 弘平牧埜 幸一氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498 ―1：50．23 38．2�
34 ローズパレード 牝2黒鹿54 幸 英明 �グリーンファーム森田 直行 千歳 社台ファーム 458 ―1：50．4� 105．0�
46 ラウドスピリッツ 牡2鹿 55 �島 克駿�G1レーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 496 ―1：50．5� 34．3�
712 コラムニスト 牡2黒鹿55 和田 竜二ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498 ―1：52．110 22．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 69，948，300円 複勝： 76，652，000円 枠連： 15，403，900円
馬連： 76，027，200円 馬単： 40，920，400円 ワイド： 66，786，400円
3連複： 107，358，900円 3連単： 141，568，900円 計： 594，666，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 220円 � 130円 � 800円 枠 連（5－8） 630円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 400円 �� 3，400円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 10，150円 3 連 単 ��� 52，440円

票 数

単勝票数 計 699483 的中 � 63876（4番人気）
複勝票数 計 766520 的中 � 79140（4番人気）� 226657（1番人気）� 16448（9番人気）
枠連票数 計 154039 的中 （5－8） 18713（3番人気）
馬連票数 計 760272 的中 �� 60998（3番人気）
馬単票数 計 409204 的中 �� 11917（8番人気）
ワイド票数 計 667864 的中 �� 48368（3番人気）�� 4714（30番人気）�� 8131（20番人気）
3連複票数 計1073589 的中 ��� 7929（29番人気）
3連単票数 計1415689 的中 ��� 1957（151番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．2―48．4―1：00．7―1：13．2―1：24．9―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．5
3 ・（7，10）（5，12）（3，6）11（1，13，8）4（14，2）－9 4 ・（7，10）（5，12，6）3（1，13，11，8）（14，4，2）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジャスティンカツミ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Dunkirk 初出走

2019．3．5生 牡2栗 母 フォンタネットポー 母母 Flirtatious Miss 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。

3407812月25日 小雨 良 （3阪神6） 第7日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時50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
1：23．0
1：23．0

重
重

48 ペプチドアケボシ 牡2黒鹿55 古川 吉洋沼川 一彦氏 木原 一良 日高 ファーミングヤナキタ 462 ―1：25．4 20．7�
11 ワンダフルトゥデイ 牡2黒鹿55 和田 竜二 �京都ホースレーシング 中尾 秀正 新ひだか 前谷 武志 512 ―1：26．03� 14．0�
12 ガ ラ パ ゴ ス 牡2栗 55 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 日高 碧雲牧場 496 ―1：26．63� 6．6�
612 デルマセドナ 牝2青鹿54 高倉 稜浅沼 廣幸氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 466 ―1：27．13 130．8�
714 トーホウオリオン 牡2鹿 55 長岡 禎仁東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 472 ― 〃 クビ 30．4�
816 ルクスレガート 牝2芦 54

51 ▲小沢 大仁�ルクス 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 428 ―1：27．41� 210．2	
24 エスシーシリュウ 牡2栗 55

52 ▲西谷 凜工藤 圭司氏 辻野 泰之 様似 澤井 義一 436 ―1：28．14 281．7

815 ジュエリークラフト 牡2鹿 55 幸 英明大田 恭充氏 牧田 和弥 新冠 中山 高鹿康 474 ― 〃 ハナ 9．5�
713 ホワールウィンド 牡2黒鹿55 団野 大成寺田 寿男氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466 ―1：28．31� 4．5�
（ブリオングロード）

23 ポケットカラキュン 牝2黒鹿 54
51 ▲服部 寿希山下 良子氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 392 ―1：28．61� 236．9

611 エピックウォリアー 牡2鹿 55 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 442 ―1：28．7� 136．1�
47 アスクコンナモンダ 牡2栗 55 C．デムーロ 廣崎利洋HD� 中内田充正 千歳 社台ファーム 436 ―1：28．8クビ 2．0�

（仏）

36 リアンスカイ 牝2黒鹿54 加藤 祥太迎 徹氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 440 ― 〃 クビ 22．8�
510 クレバーテースト 牡2栗 55 吉田 隼人 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 アイオイファーム 460 ―1：29．65 17．4�
59 タマモカラボス 牝2栗 54 富田 暁タマモ� 木原 一良 新冠 タニグチ牧場 432 ― 〃 アタマ 196．5�
35 トップランナー 牡2栗 55 小崎 綾也田畑 富子氏 牧田 和弥 日高 浜本牧場 474 ―1：32．1大差 126．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，639，800円 複勝： 67，576，900円 枠連： 17，735，300円
馬連： 72，320，900円 馬単： 37，976，800円 ワイド： 66，839，500円
3連複： 102，873，700円 3連単： 126，942，200円 計： 553，905，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 510円 � 380円 � 230円 枠 連（1－4） 360円

馬 連 �� 12，560円 馬 単 �� 30，260円

ワ イ ド �� 3，370円 �� 1，570円 �� 930円

3 連 複 ��� 15，790円 3 連 単 ��� 165，520円

票 数

単勝票数 計 616398 的中 � 23721（7番人気）
複勝票数 計 675769 的中 � 31367（8番人気）� 44582（5番人気）� 86137（3番人気）
枠連票数 計 177353 的中 （1－4） 37838（1番人気）
馬連票数 計 723209 的中 �� 4462（30番人気）
馬単票数 計 379768 的中 �� 941（66番人気）
ワイド票数 計 668395 的中 �� 4957（29番人気）�� 10927（18番人気）�� 19128（10番人気）
3連複票数 計1028737 的中 ��� 4886（49番人気）
3連単票数 計1269422 的中 ��� 556（414番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．6―47．8―1：00．4―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドアケボシ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ワークフォース 初出走

2019．4．14生 牡2黒鹿 母 ペプチドヴィーナス 母母 ドリームスピカ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 リアンスカイ号の騎手加藤祥太は，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：7番・10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トップランナー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月25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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワンダーボルドネス号
※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。



3407912月25日 小雨 良 （3阪神6） 第7日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時20分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

33 メイショウイッコン 牝3芦 54
51 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 460＋ 41：52．7 3．8�

55 ハートウォーミング 牝5青鹿 55
52 ▲角田 大和ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 41：54．29 7．9�
88 リーベサンライズ 牝3黒鹿54 C．デムーロ 松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 446＋161：54．94 4．8�

（仏）

11 ラヴベローナ 牝6鹿 55 松山 弘平菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B494＋ 81：55．32� 56．4�
22 キタサンマーベラス 牝3栗 54 松若 風馬�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 462－ 8 〃 クビ 80．3�
44 スズカマクフィ 牝3鹿 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 448＋181：55．61� 4．3	
66 ウォーターアンク 牝3栗 54 幸 英明山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 482＋141：55．81� 21．1

77 ジェムフェザー 牝3鹿 54 岩田 望来 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 41：56．43� 2．9�
89 � ルーラーザクイーン 牝4鹿 55 団野 大成サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 川越ファーム 462－ 21：56．72 146．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 57，546，000円 複勝： 66，086，200円 枠連： 9，924，800円
馬連： 71，326，200円 馬単： 40，428，400円 ワイド： 61，449，900円
3連複： 102，124，500円 3連単： 189，872，600円 計： 598，758，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 180円 � 170円 枠 連（3－5） 1，040円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 310円 �� 330円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 6，630円

票 数

単勝票数 計 575460 的中 � 121055（2番人気）
複勝票数 計 660862 的中 � 155327（1番人気）� 85333（5番人気）� 94245（4番人気）
枠連票数 計 99248 的中 （3－5） 7374（5番人気）
馬連票数 計 713262 的中 �� 59210（4番人気）
馬単票数 計 404284 的中 �� 17427（7番人気）
ワイド票数 計 614499 的中 �� 52301（2番人気）�� 48416（4番人気）�� 32695（10番人気）
3連複票数 計1021245 的中 ��� 51186（6番人気）
3連単票数 計1898726 的中 ��� 20750（25番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．4―12．5―12．5―12．6―12．7―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．7―50．2―1：02．7―1：15．3―1：28．0―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウイッコン 
�
父 クリエイターⅡ 

�
母父 In The Wings デビュー 2020．6．28 東京13着

2018．3．1生 牝3芦 母 レイジーリヴァー 母母 Dreamboat 10戦2勝 賞金 21，140，000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。

3408012月25日 曇 良 （3阪神6） 第7日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

36 ニューフロンティア 牡3鹿 56 坂井 瑠星平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 486± 01：12．7 3．2�
11 � レオパルドミノル 牡3青鹿56 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 482－ 41：12．91� 21．5�
612 アイスリアン 牝3黒鹿54 松山 弘平村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 472＋181：13．0� 14．0�
24 シゲルキンセイ 牡4鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット B490＋ 41：13．42� 18．2�
23 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 B488＋ 6 〃 ハナ 29．0�
611 シゲルメダリスト 牡3鹿 56 �島 克駿森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 B478＋ 61：13．5� 65．9�
815 テイエムグレイト 牡3芦 56 富田 暁竹園 正繼氏 武 英智 浦河 浦河小林牧場 B482＋ 8 〃 ハナ 26．0	
48 � 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 472＋ 61：13．6� 19．7�
59 フィールドモーリス 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか 中田 英樹 470＋ 6 〃 アタマ 84．1�
713 スペシャリティ 牝3青鹿54 西村 淳也中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 422＋ 21：13．7クビ 53．4
35 インゴットバード 牡3鹿 56 C．ルメール 小島 吉彦氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 496－ 8 〃 クビ 3．1�
510� フ ロ イ ン グ 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 468－ 21：14．01� 33．9�
816 テンシノエア 牝3鹿 54 川須 栄彦
浜本牧場 小林 真也 日高 浜本牧場 446＋10 〃 アタマ 9．6�
47 テーオールソー 牡3青鹿56 C．デムーロ 小笹 公也氏 清水 久詞 日高 荒井ファーム 526＋ 41：14．1クビ 7．9�

（仏）

12 メイショウロサン 牡5黒鹿 57
54 ▲角田 大和松本 和子氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 494± 01：14．73� 144．3�

714 カネトシバレンシア 牝3栗 54 田中 健兼松 昌男氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 444＋101：15．23 67．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，489，000円 複勝： 92，012，300円 枠連： 29，514，500円
馬連： 114，504，200円 馬単： 51，947，000円 ワイド： 108，679，100円
3連複： 188，509，300円 3連単： 209，531，900円 計： 856，187，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 590円 � 330円 枠 連（1－3） 1，710円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 7，030円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 720円 �� 4，930円

3 連 複 ��� 16，310円 3 連 単 ��� 74，320円

票 数

単勝票数 計 614890 的中 � 153718（2番人気）
複勝票数 計 920123 的中 � 225480（1番人気）� 30956（8番人気）� 63354（5番人気）
枠連票数 計 295145 的中 （1－3） 13327（6番人気）
馬連票数 計1145042 的中 �� 20425（13番人気）
馬単票数 計 519470 的中 �� 5541（22番人気）
ワイド票数 計1086791 的中 �� 18542（13番人気）�� 40808（4番人気）�� 5438（48番人気）
3連複票数 計1885093 的中 ��� 8667（49番人気）
3連単票数 計2095319 的中 ��� 2044（199番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―12．5―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．2―47．7―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニューフロンティア �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 Danehill デビュー 2021．1．10 中京5着

2018．3．18生 牡3鹿 母 セントフロンティア 母母 Cashelmara 11戦2勝 賞金 20，450，000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 ジョーレイラニ号
※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。



3408112月25日 曇 良 （3阪神6） 第7日 第9競走 ��
��1，400�

まんりょう

万 両 賞
発走14時30分 （芝・右）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．1
1：20．1

良
良

66 マテンロウオリオン 牡2黒鹿55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム 486－ 41：21．9 8．1�
810 アルーリングウェイ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 0 〃 クビ 5．8�
78 タイセイブリリオ 牡2鹿 55 三浦 皇成田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 村田牧場 460－ 21：22．21� 14．1�
811 テーオースパロー 牡2黒鹿55 岩田 望来小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 480－ 41：22．52 4．5�
55 ジャカランダ 牡2黒鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 河内 洋 新ひだか 土居牧場 578－ 41：22．6クビ 104．0	
67 プレヴォール 牡2栗 55 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460± 01：22．7� 38．1

44 ア キ バ 牝2青鹿54 高倉 稜髙野 哲氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 420－ 4 〃 クビ 39．6�
79 	 シーヴィクセン 牝2鹿 54 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Breeze

Easy, LLC 472＋ 21：22．8クビ 5．7�
22 ジャズブルース 牡2青鹿55 坂井 瑠星 �シルクレーシング 吉村 圭司 平取 坂東牧場 456± 0 〃 クビ 29．8
33 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 452－ 41：22．9クビ 5．6�

（仏）

11 ジャスティンヴェル 牡2黒鹿55 松山 弘平三木 正浩氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 478＋ 21：23．21
 4．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 88，051，900円 複勝： 137，936，600円 枠連： 26，778，100円
馬連： 156，580，300円 馬単： 65，871，200円 ワイド： 126，176，100円
3連複： 219，411，800円 3連単： 283，906，400円 計： 1，104，712，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 260円 � 200円 � 350円 枠 連（6－8） 1，090円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，880円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 9，660円 3 連 単 ��� 48，000円

票 数

単勝票数 計 880519 的中 � 86783（6番人気）
複勝票数 計1379366 的中 � 136430（6番人気）� 198768（3番人気）� 93651（7番人気）
枠連票数 計 267781 的中 （6－8） 19037（4番人気）
馬連票数 計1565803 的中 �� 45493（12番人気）
馬単票数 計 658712 的中 �� 10431（24番人気）
ワイド票数 計1261761 的中 �� 36319（13番人気）�� 16986（24番人気）�� 22632（20番人気）
3連複票数 計2194118 的中 ��� 17029（40番人気）
3連単票数 計2839064 的中 ��� 4288（196番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．0―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．2―47．2―58．7―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マテンロウオリオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．12 阪神2着

2019．2．20生 牡2黒鹿 母 パ ル テ ノ ン 母母 レディパステル 2戦1勝 賞金 13，152，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31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。

3408212月25日 曇 良 （3阪神6） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

ま や

摩耶ステークス
発走15時05分 （ダート・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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

55 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 506－ 21：52．5 1．6�
（仏）

33 ウィリアムバローズ 牡3鹿 56 松山 弘平猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 中原牧場 486－ 41：53．03 2．9�
22 ロッキーサンダー 牡4鹿 57 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 482－ 2 〃 クビ 20．6�
78 ハヤブサナンデクン 牡5芦 57 武 豊武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 510＋ 61：53．2� 8．6�
810 メイショウヨカゼ 牡4栗 57 西村 淳也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 528± 01：53．41 63．4�
79 ハンディーズピーク 牡3鹿 56 和田 竜二前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512－ 2 〃 クビ 19．4	
67 キタノインディ 牡3鹿 56 小牧 太北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 480－ 21：53．5クビ 63．9

66 ペイシャノリッジ 牝4鹿 55 坂井 瑠星北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 	川 啓一 434－ 4 〃 クビ 47．6�
44 ライジングドラゴン 牡6芦 57 	島 克駿鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 446＋ 21：54．77 212．4�
11 
 ア ヴ ァ ン セ �5鹿 57 団野 大成飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 480－ 41：55．55 83．7
811� エイシンビッグボス 牡3栗 56 下原 理平井 克彦氏 橋本 忠明 浦河 栄進牧場 542＋ 71：56．13 174．9�

（兵庫） （兵庫）

（11頭）

売 得 金
単勝： 106，518，800円 複勝： 230，964，300円 枠連： 32，232，800円
馬連： 168，354，000円 馬単： 99，747，900円 ワイド： 125，661，600円
3連複： 249，637，600円 3連単： 488，050，500円 計： 1，501，167，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（3－5） 190円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 130円 �� 330円 �� 490円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 1，670円

票 数

単勝票数 計1065188 的中 � 530940（1番人気）
複勝票数 計2309643 的中 � 1541219（1番人気）� 274734（2番人気）� 108921（4番人気）
枠連票数 計 322328 的中 （3－5） 130987（1番人気）
馬連票数 計1683540 的中 �� 639135（1番人気）
馬単票数 計 997479 的中 �� 239874（1番人気）
ワイド票数 計1256616 的中 �� 334015（1番人気）�� 79145（4番人気）�� 49045（6番人気）
3連複票数 計2496376 的中 ��� 246278（2番人気）
3連単票数 計4880505 的中 ��� 211386（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．7―12．7―12．6―12．2―12．0―11．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．9―50．6―1：03．2―1：15．4―1：27．4―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

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 7戦4勝 賞金 50，108，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3408312月25日 曇 良 （3阪神6） 第7日 第11競走 ��
��1，400�第16回阪 神 カ ッ プ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 1，288，000円 368，000円 184，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

612 グレナディアガーズ 牡3鹿 56 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 468＋ 21：20．3 5．0�
（仏）

23 ホウオウアマゾン 牡3栗 56 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：20．61� 6．5�
47 ダノンファンタジー 牝5鹿 55 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486＋ 8 〃 クビ 4．3�
11 タイセイビジョン 牡4栗 57 三浦 皇成田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：20．7� 28．6�
510 サウンドキアラ 牝6鹿 55 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 466＋ 61：20．8� 13．2	
12 セイウンコウセイ 牡8栗 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 498－ 2 〃 アタマ 143．8

36 	 ファストフォース 牡5黒鹿57 小崎 綾也安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 B530＋ 21：21．01
 53．9�
816 ラヴィングアンサー 牡7鹿 57 岩田 望来江口雄一郎氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 B514＋ 21：21．1� 150．4�
715 ケイデンスコール 牡5鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：21．2� 23．4
714 ダイメイフジ 牡7鹿 57 菱田 裕二宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 528－ 2 〃 ハナ 346．1�
24 ラウダシオン 牡4鹿 57 M．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 522＋ 81：21．3� 19．5�
713 アストラエンブレム �8鹿 57 西村 淳也 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 ハナ 316．2�
35 デュープロセス 牡5栗 57 横山 典弘ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 480－ 41：21．4クビ 255．9�
59 ベステンダンク 牡9栗 57 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 B526＋ 2 〃 クビ 210．4�
817 ソングライン 牝3青鹿54 池添 謙一 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 484± 01：21．5クビ 4．1�
611 シ ヴ ァ ー ジ 牡6栗 57 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B498－ 21：21．71
 23．1�
818 ルークズネスト 牡3鹿 56 C．ルメール 窪田 芳郎氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：21．8� 7．6�
48 ベストアクター �7芦 57 富田 暁 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444－ 2 （競走中止） 180．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 326，346，200円 複勝： 466，822，000円 枠連： 138，456，800円
馬連： 837，012，400円 馬単： 300，275，700円 ワイド： 670，844，000円
3連複： 1，577，588，900円 3連単： 1，763，166，300円 計： 6，080，512，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 230円 � 170円 枠 連（2－6） 1，290円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 700円 �� 480円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 17，930円

票 数

単勝票数 計3263462 的中 � 517948（3番人気）
複勝票数 計4668220 的中 � 720326（3番人気）� 465587（5番人気）� 771765（2番人気）
枠連票数 計1384568 的中 （2－6） 82882（5番人気）
馬連票数 計8370124 的中 �� 305233（9番人気）
馬単票数 計3002757 的中 �� 57247（15番人気）
ワイド票数 計6708440 的中 �� 239538（7番人気）�� 364958（2番人気）�� 284241（4番人気）
3連複票数 計15775889 的中 ��� 399912（5番人気）
3連単票数 計17631663 的中 ��� 71265（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．3―45．3―56．5―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．0
3 6，4，9（14，18）（3，7，17）8（2，12，10）（13，16）1（15，11）5 4 6，4（14，9）（3，7，18）（17，10）（2，12）（8，13，16）1，11，15－5

勝馬の
紹 介

グレナディアガーズ �
�
父 Frankel �

�
母父 Harlington デビュー 2020．7．26 新潟2着

2018．2．4生 牡3鹿 母 ウェイヴェルアベニュー 母母 Lucas Street 9戦3勝 賞金 199，692，000円
〔競走中止〕 ベストアクター号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。
（非抽選馬） 2頭 ヴィジュネル号・レインボーフラッグ号
※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。

3408412月25日 曇 良 （3阪神6） 第7日 第12競走 ��1，400�3歳以上2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 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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

23 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 458＋ 21：24．9 2．7�
611 テーオーダヴィンチ 牡3栗 56 C．ルメール 小笹 公也氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 502± 01：25．21� 12．6�
510 タケルラスティ 牡4栗 57 坂井 瑠星森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 504＋101：25．3クビ 10．4�
816 ル モ ン ド 牡5鹿 57 吉田 隼人�山紫水明 坂口 智康 日高 下河辺牧場 B478± 01：25．4� 6．5�
24 マイグレーション 牡3黒鹿56 三浦 皇成野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 500＋ 6 〃 ハナ 66．9	
47 ペイシャリルキス �5鹿 57

54 ▲西谷 凜北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 490－ 2 〃 ハナ 231．9

11 ロードシュトローム 牡3鹿 56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 500－ 21：25．5� 8．2�
48 フェアレストアイル 牝4鹿 55 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 454－ 21：25．6� 3．7�

（仏）

35 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 458＋ 4 〃 ハナ 57．2
815 モズピンポン 牡4栗 57

53 ★古川 奈穂 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 528＋141：25．92 16．5�
612 サトノアポロン �3鹿 56 斎藤 新 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 ハナ 35．0�
713 ミッキーマインド 牡6鹿 57 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 484＋ 41：26．11	 187．4�
12 
 エ ヴ ァ ン 牡4鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ B472＋ 8 〃 アタマ 50．3�
714 コンクエストシチー �9栗 57 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 470＋ 41：26．31	 148．4�
59 メイショウナパワン 牡4黒鹿 57

54 ▲角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 490＋ 41：26．5� 201．0�
36 カ レ ン リ ズ 牝4栗 55 池添 謙一鈴木 隆司氏 小林 真也 平取 びらとり牧場 432－ 61：27．67 62．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 133，231，100円 複勝： 177，537，200円 枠連： 53，320，800円
馬連： 264，455，200円 馬単： 107，088，500円 ワイド： 225，403，700円
3連複： 419，070，000円 3連単： 504，994，800円 計： 1，885，101，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 320円 � 280円 枠 連（2－6） 1，010円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 720円 �� 710円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 28，490円

票 数

単勝票数 計1332311 的中 � 385023（1番人気）
複勝票数 計1775372 的中 � 466698（1番人気）� 116755（6番人気）� 139855（4番人気）
枠連票数 計 533208 的中 （2－6） 40792（3番人気）
馬連票数 計2644552 的中 �� 103984（6番人気）
馬単票数 計1070885 的中 �� 26960（9番人気）
ワイド票数 計2254037 的中 �� 82566（6番人気）�� 83158（5番人気）�� 22498（28番人気）
3連複票数 計4190700 的中 ��� 43489（22番人気）
3連単票数 計5049948 的中 ��� 12847（72番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―12．1―12．5―12．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―34．8―47．3―59．8―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．6
3 1（3，2，6）（11，10）15（7，8）12（4，9，16）（5，14）13 4 1（2，6，10，15）3（11，8，16）（7，12）4，9（5，14，13）

勝馬の
紹 介

メディーヴァル �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．8．30 小倉5着

2018．4．25生 牡3鹿 母 メ ジ ェ ル ダ 母母 メリュジーヌ 15戦3勝 賞金 46，500，000円
〔発走状況〕 モズピンポン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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） 1頭 スズカクローカス号
（非抽選馬） 1頭 ポンペイワーム号
※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。



（3阪神6）第7日 12月25日（土曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

296，670，000円
32，860，000円
2，570，000円
36，140，000円
74，275，500円
5，008，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
1，138，330，900円
1，649，740，000円
390，693，300円
2，088，758，000円
897，128，100円
1，766，639，000円
3，475，297，700円
4，289，033，600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 15，695，620，600円

総入場人員 5，521名 （有料入場人員 5，082名）
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