
3408512月26日 晴 良 （3阪神6） 第8日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走9時50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

23 シルヴァンエルフ 牡2栗 55 加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 B478＋181：56．7 14．4�

510 マテンロウマジック 牡2鹿 55 太宰 啓介寺田千代乃氏 高橋 亮 新冠 秋田牧場 490＋ 41：57．23 2．7�
714 アグネスリュウ 牡2栗 55 松田 大作渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 522－ 21：57．51� 11．8�
12 メイショウタイゲイ 牡2黒鹿55 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 450＋ 4 〃 クビ 13．3�
611 トーホウテンリュウ 牡2栗 55 藤井勘一郎東豊物産� 石坂 公一 日高 竹島 幸治 480－ 81：57．81� 15．8�
35 ディープギルドン 牡2鹿 55

52 ▲松本 大輝深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 518－ 21：58．01� 399．7	
11 エ グ モ ン ト 牝2黒鹿54 �島 克駿 KAJIMOTOホー

ルディングス� 浅見 秀一 日高 前川 義則 518＋ 81：58．31� 77．9

36 シンゼンハット 牡2鹿 55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 富田牧場 448＋ 2 〃 アタマ 37．7�
815 エアフォースワン 牡2鹿 55 国分 恭介藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 460＋ 81：58．51� 4．2�
47 セイウンケルン 牡2鹿 55

54 ☆亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 新冠 つつみ牧場 452＋ 21：58．92� 176．0
816 トーアマサムネ 牡2栗 55 川須 栄彦高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 B462＋ 21：59．0� 46．5�
59 サンレブンワース 牡2鹿 55 浜中 俊 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 株式会社

ケイズ 518＋121：59．21 109．0�
24 ダンツクルーガー 牡2栗 55

52 ▲角田 大和山元 哲二氏 本田 優 新冠 竹中牧場 500＋ 41：59．94 155．9�
48 オ グ ロ 牡2栗 55

52 ▲小沢 大仁幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 高昭牧場 466＋102：00．1� 187．2�
612 エバーグロー 牡2鹿 55 坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 486± 0 〃 ハナ 3．6�
713 シゲルデビル 牡2鹿 55 森 裕太朗森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 448± 02：01．05 245．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，475，400円 複勝： 69，005，400円 枠連： 12，673，800円
馬連： 89，769，800円 馬単： 35，639，100円 ワイド： 76，212，600円
3連複： 135，459，000円 3連単： 144，172，600円 計： 606，407，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 400円 � 150円 � 310円 枠 連（2－5） 2，910円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 7，550円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 3，490円 �� 690円

3 連 複 ��� 10，460円 3 連 単 ��� 51，950円

票 数

単勝票数 計 434754 的中 � 24058（6番人気）
複勝票数 計 690054 的中 � 36703（7番人気）� 161874（1番人気）� 50378（5番人気）
枠連票数 計 126738 的中 （2－5） 3374（11番人気）
馬連票数 計 897698 的中 �� 20417（12番人気）
馬単票数 計 356391 的中 �� 3539（25番人気）
ワイド票数 計 762126 的中 �� 15377（13番人気）�� 5382（29番人気）�� 29841（4番人気）
3連複票数 計1354590 的中 ��� 9704（31番人気）
3連単票数 計1441726 的中 ��� 2012（156番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．5―12．6―12．8―13．2―13．5―13．0―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．5―50．1―1：02．9―1：16．1―1：29．6―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F40．6
1
3
14－1－3，2，11，12（4，16）10（5，7，9，6）－（8，13）15
14－（1，3）（2，11，6）（10，12，9）（4，16）7（5，15）－13，8

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

勝馬の
紹 介

シルヴァンエルフ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．6．19 阪神12着

2019．4．15生 牡2栗 母 ブライトエルフ 母母 スウィートエルフ 2戦1勝 賞金 5，100，000円

3408612月26日 晴 良 （3阪神6） 第8日 第2競走 1，400�2歳未勝利
発走10時20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

23 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 504＋ 41：26．4 3．2�
59 ペイシャイシュタル 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大和北所 直人氏 畑端 省吾 新ひだか 友田牧場 492＋ 21：26．61� 6．6�
47 ア エ リ ー ゾ 牝2鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 446± 01：26．81� 8．1�
35 ア タ カ ン テ 牝2鹿 54 �島 克駿幅田 昌伸氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム 498± 0 〃 アタマ 3．9�
36 レリジールダモーレ 牝2栗 54 坂井 瑠星 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 436＋ 4 〃 同着 7．1�
611 エ レ ア イ ム 牝2青鹿54 西村 淳也 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 480－ 81：26．9� 78．2	
815 タガノクリステル 牝2黒鹿54 酒井 学八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484＋ 4 〃 クビ 24．4

48 シェンフォン 牝2鹿 54 団野 大成 �グリーンファーム今野 貞一 千歳 社台ファーム 436－ 41：27．32� 8．2�
12 ベラジオプライド 牡2栗 55 松若 風馬林田 祥来氏 上村 洋行 浦河 辻 牧場 456＋ 41：27．4� 29．7
510 オフショアガール 牝2黒鹿 54

51 ▲松本 大輝�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 434＋ 41：28．46 367．2�
612 マーゴットリリー 牝2鹿 54 難波 剛健前田 良平氏 高橋 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 458＋ 61：28．82� 379．6�
24 リュウノイチモンジ 牡2栗 55

54 ☆亀田 温心二口 雅一氏 牧田 和弥 新ひだか サカイファーム 492＋101：29．11� 197．6�
713 メッチャサス 牝2青鹿54 藤懸 貴志大田 恭充氏 浜田多実雄 新冠 中山 高鹿康 444＋ 41：29．31� 29．6�
714 ツカサトレイン 牝2青鹿54 川須 栄彦小泉 禎剛氏 松下 武士 浦河 カケハムポニークラブ 472－101：29．61� 283．0�
11 クラッシュタイム 牡2黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁大田 恭充氏 新谷 功一 新冠 中山 高鹿康 480＋ 4 〃 クビ 90．1�
816 ゴージャスブーケ 牝2鹿 54 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 智康 新ひだか 静内白井牧場 438－ 21：33．3大差 323．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，778，300円 複勝： 85，798，500円 枠連： 15，854，100円
馬連： 101，701，800円 馬単： 38，556，100円 ワイド： 87，996，200円
3連複： 152，144，800円 3連単： 155，721，800円 計： 688，551，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 170円 � 250円 枠 連（2－5） 1，150円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 380円 �� 510円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 10，470円

票 数

単勝票数 計 507783 的中 � 126744（1番人気）
複勝票数 計 857985 的中 � 201689（1番人気）� 124266（3番人気）� 71692（6番人気）
枠連票数 計 158541 的中 （2－5） 10600（5番人気）
馬連票数 計1017018 的中 �� 86202（2番人気）
馬単票数 計 385561 的中 �� 18195（4番人気）
ワイド票数 計 879962 的中 �� 62192（3番人気）�� 44190（6番人気）�� 25173（12番人気）
3連複票数 計1521448 的中 ��� 41825（8番人気）
3連単票数 計1557218 的中 ��� 10779（24番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．0―12．5―12．8―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．2―47．7―1：00．5―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．7
3 ・（1，3）（5，9）（7，11）（15，12）（6，8，14）（4，13）10－2＝16 4 ・（3，5，9）（1，11，15，12）（7，6，8）（10，13，14，2）－4＝16

勝馬の
紹 介

スプラウティング �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2021．7．25 新潟4着

2019．4．27生 牡2栗 母 ヒントオブスプリング 母母 Cherokee Rose 6戦1勝 賞金 8，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴージャスブーケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月26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。
（非抽選馬） 1頭 ゲオルギウス号

第６回 阪神競馬 第８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



3408712月26日 晴 良 （3阪神6） 第8日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時50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

69 ヴェローナシチー 牡2芦 55 団野 大成 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 500＋ 82：03．1 3．5�
813 ショウナンアデイブ 牡2青鹿55 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 500＋ 82：03．2� 1．6�
11 トランソニック 牡2黒鹿55 富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 今 牧場 464－122：03．94 12．6�
44 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± 02：04．11 36．1�
812 アスクオーマイキー 牡2鹿 55

54 ☆亀田 温心廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 484± 02：04．31� 38．2�
711 ユ リ シ ー ズ �2芦 55 古川 吉洋中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 466＋ 82：04．4� 56．3	
22 ベヴィアーモ 牡2黒鹿55 吉田 隼人 
サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B462＋ 82：04．71� 13．5�
57 ペアブロッサム 牝2芦 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 22：05．12� 208．4�
56 エ ボ ニ ー 牝2黒鹿 54

50 ★古川 奈穂前田 幸治氏 寺島 良 新ひだか 土居牧場 428－ 22：05．2クビ 298．9
45 ヒルノローザンヌ 牝2黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁�ヒルノ 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 62：05．73 51．8�
33 � ラ ヤ ス 牡2鹿 55 岩田 康誠藤田 晋氏 森 秀行 米 Cove

Springs, LLC 516－ 22：06．34 8．9�
710 トーホウコマンド 牡2鹿 55

51 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 462＋12 〃 ハナ 308．2�
68 ディリジェンス 牝2黒鹿54 �島 克駿飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 406－162：06．61� 410．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 66，844，900円 複勝： 141，585，600円 枠連： 13，715，200円
馬連： 94，793，900円 馬単： 51，474，300円 ワイド： 80，679，300円
3連複： 130，854，200円 3連単： 226，272，300円 計： 806，219，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 110円 � 180円 枠 連（6－8） 260円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 160円 �� 420円 �� 290円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，930円

票 数

単勝票数 計 668449 的中 � 150421（2番人気）
複勝票数 計1415856 的中 � 165994（2番人気）� 909419（1番人気）� 69200（4番人気）
枠連票数 計 137152 的中 （6－8） 39470（1番人気）
馬連票数 計 947939 的中 �� 272384（1番人気）
馬単票数 計 514743 的中 �� 60125（2番人気）
ワイド票数 計 806793 的中 �� 161214（1番人気）�� 39784（6番人気）�� 64091（3番人気）
3連複票数 計1308542 的中 ��� 135534（2番人気）
3連単票数 計2262723 的中 ��� 55924（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．7―36．9―48．9―1：01．7―1：14．5―1：26．6―1：38．5―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェローナシチー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．7．11 小倉3着

2019．3．25生 牡2芦 母 アモーレエテルノ 母母 ヒカルアモーレ 2戦1勝 賞金 6，900，000円

3408812月26日 晴 良 （3阪神6） 第8日 第4競走 ��1，800�2歳新馬
発走11時20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

815 オ ス テ リ ア 牡2栗 55 坂井 瑠星 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新ひだか 広田牧場 518 ―1：57．8 3．4�
59 マルトドラゴン �2鹿 55

54 ☆亀田 温心大戸 志浦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 高橋 修 484 ―1：58．65 13．4�
36 サンウエストウッド 牡2鹿 55

52 ▲西谷 凜加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか ウエスタンファーム 510 ―1：59．13 53．7�
48 パトリオットラン 牡2鹿 55 松若 風馬岡村 善行氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 進治 522 ―1：59．52� 19．6�
12 ヤマニンモノポリー 牡2栗 55 富田 暁土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 502 ―2：00．03 22．3�
24 サ ン ゴ 牡2芦 55 吉田 隼人石川 達絵氏 上村 洋行 浦河 小島牧場 488 ― 〃 クビ 6．1	
816 フォートウィリアム 牡2栗 55 西村 淳也�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 530 ―2：00．31� 60．5

510 カフジエニアゴン 牝2栗 54 古川 吉洋加藤 守氏 木原 一良 浦河 ヒダカフアーム 486 ―2：00．62 178．9�
11 タガノヒロック �2鹿 55 国分 恭介八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498 ―2：00．81 67．3�
612� ゴーンクエスト 牡2鹿 55 団野 大成飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Chiyoda

Farm 480 ―2：01．12 2．8
713 マーブルファクター 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 490 ―2：01．41� 110．3�

35 テイエムアルプス 牡2鹿 55 藤井勘一郎竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 476 ―2：02．03� 78．1�
47 タマモトレゾール 牡2鹿 55

52 ▲角田 大和タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 524 ―2：02．74 118．7�
611 メイショウヤソハチ 牡2青鹿55 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 太陽牧場 456 ―2：03．76 235．4�
23 サンライズコブラ 牡2鹿 55 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 472 ―2：03．8� 30．3�
714 リアルモンスター 牡2青鹿55 柴山 雄一 CLUB RUN FOR

THE ROSES 大橋 勇樹 浦河 高村牧場 496 ―2：04．12 6．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，473，200円 複勝： 59，699，300円 枠連： 16，065，500円
馬連： 81，369，800円 馬単： 32，896，100円 ワイド： 63，888，600円
3連複： 110，989，100円 3連単： 115，133，900円 計： 530，515，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 340円 � 830円 枠 連（5－8） 2，840円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，330円 �� 5，410円

3 連 複 ��� 21，870円 3 連 単 ��� 102，290円

票 数

単勝票数 計 504732 的中 � 116467（2番人気）
複勝票数 計 596993 的中 � 139515（1番人気）� 40106（5番人気）� 14177（9番人気）
枠連票数 計 160655 的中 （5－8） 4381（11番人気）
馬連票数 計 813698 的中 �� 21740（9番人気）
馬単票数 計 328961 的中 �� 6226（15番人気）
ワイド票数 計 638886 的中 �� 21768（7番人気）�� 6959（21番人気）�� 2941（46番人気）
3連複票数 計1109891 的中 ��� 3806（63番人気）
3連単票数 計1151339 的中 ��� 816（264番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―13．5―13．1―13．2―13．2―13．0―13．1―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―38．2―51．3―1：04．5―1：17．7―1：30．7―1：43．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．1
1
3
・（8，15）10，13，2，4（3，11）12，9－6－16，7－5＝1＝14・（8，15）（10，4）（13，12）（2，11，9）－（3，6）－16＝（7，1）5＝14

2
4

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

勝馬の
紹 介

オ ス テ リ ア �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2019．5．6生 牡2栗 母 グ ロ ー ブ 母母 ホワイトトルネード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 リアルモンスター号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リアルモンスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月26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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エミサソウツバサ号・ラインストライカー号



3408912月26日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3阪神6） 第8日 第5競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時50分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：15．7良・良

69 エコロドリーム 牡5栗 60 草野 太郎原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 480－ 83：20．8 4．1�
712 スズカフロンティア 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 448＋ 2 〃 ハナ 2．1�
610 ヒルノアローザ 牡3鹿 58 高田 潤�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 508＋ 43：22．28 47．5�
814 メイショウヤシャ 牡5栗 60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 466＋ 63：22．62� 5．4�
813 シャイニーゲール 牡7鹿 60 平沢 健治小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 484＋ 63：22．7� 9．3�
22 アイスジェイド 牡4鹿 60 黒岩 悠 	キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 488＋103：24．9大差 14．2

46 ハ デ ィ ア 牡4鹿 60 上野 翔	ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 466＋123：25．64 225．5�
711 ニホンピロマドン 牡6鹿 60 森 一馬小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 522－ 63：26．34 10．9�
33 ヴァルプルギス 牡3鹿 58 植野 貴也田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 452± 03：29．9大差 236．5
45 イロエンピツ 牝3黒鹿56 難波 剛健内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 484＋14 〃 ハナ 132．1�
34 ロードリスペクト 牡3鹿 58 中村 将之 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 494＋123：31．49 31．5�
57 � マサハヤブリュッヘ 牡5芦 60 白浜 雄造中村 政夫氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 490＋ 23：31．82� 215．0�
11 トミケンボハテル 牡7芦 60 大江原 圭佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 藤本ファーム B500＋ 43：31．9� 75．6�
58 カガジャスティス 牡4鹿 60 小野寺祐太香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 522± 0 （競走中止） 60．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，256，700円 複勝： 49，102，400円 枠連： 16，368，900円
馬連： 70，396，500円 馬単： 31，714，100円 ワイド： 53，766，000円
3連複： 104，132，700円 3連単： 138，498，800円 計： 507，236，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 120円 � 730円 枠 連（6－7） 380円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 290円 �� 2，000円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 21，440円

票 数

単勝票数 計 432567 的中 � 82963（2番人気）
複勝票数 計 491024 的中 � 87313（2番人気）� 138978（1番人気）� 10399（8番人気）
枠連票数 計 163689 的中 （6－7） 33239（2番人気）
馬連票数 計 703965 的中 �� 104700（1番人気）
馬単票数 計 317141 的中 �� 17467（3番人気）
ワイド票数 計 537660 的中 �� 56082（2番人気）�� 6271（19番人気）�� 7303（17番人気）
3連複票数 計1041327 的中 ��� 15101（17番人気）
3連単票数 計1384988 的中 ��� 4682（66番人気）
上り 1マイル 1：48．2 4F 53．0－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エコロドリーム �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．2 中山3着

2016．4．30生 牡5栗 母 シーエンプレス 母母 ディラローシェ 障害：2戦1勝 賞金 11，100，000円
〔競走中止〕 カガジャスティス号は，2周目4号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 トミケンボハテル号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トミケンボハテル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年2月26日まで出走できない。

3409012月26日 晴 良 （3阪神6） 第8日 第6競走 1，400�2歳新馬
発走12時40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
1：20．1
1：20．1

良
良

818 シーズザデイ 牡2鹿 55 �島 克駿荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 496 ―1：23．1 11．5�
11 ニューノーマル 牝2鹿 54 浜中 俊フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 450 ―1：23．31� 15．5�
23 ダンツキタイ 牝2黒鹿 54

51 ▲西谷 凜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 矢野牧場 490 ― 〃 アタマ 10．8�
715 デ ミ 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 和美氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム 420 ―1：23．51� 4．9�
612 ハルカナネガイ 牝2黒鹿54 秋山真一郎上茶谷 一氏 畑端 省吾 日高 坂東ファーム 422 ―1：23．6� 67．4�
510 スマートオリーブ 牝2鹿 54 坂井 瑠星大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 478 ―1：23．7クビ 4．8�
48 ジ ュ ビ レ オ 牝2鹿 54 富田 暁 	サンデーレーシング 高橋 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512 ―1：23．8� 39．1

47 ライブリスマイル 牡2鹿 55 斎藤 新加藤 哲郎氏 森田 直行 宮城 早坂牧場 476 ―1：24．01� 37．1�
35 ベストフィーチャー 牝2鹿 54

51 ▲角田 大和ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440 ―1：24．21� 83．2�

611 シ エ ル 牝2鹿 54 岩田 康誠増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 クビ 2．3
36 ディービースクエア 牡2鹿 55 松若 風馬藤田 岳彦氏 畑端 省吾 新冠 村田牧場 412 ―1：24．3クビ 45．3�
816 フォーランマリア 牝2鹿 54 西村 淳也 	社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 418 ―1：24．62 97．4�
59 アストロバローズ 牡2鹿 55 吉田 隼人猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 桑田牧場 426 ― 〃 ハナ 29．5�
24 カホウハネテマテ 牝2芦 54

53 ☆泉谷 楓真 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 惣田 英幸 474 ―1：24．81� 171．6�
12 タガノマドリード 牡2青 55 川島 信二八木 良司氏 新谷 功一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476 ―1：24．9クビ 123．2�
713 メイショウヤナガセ 牡2栗 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 本巣 敦 482 ―1：25．0� 269．5�
714 テイエムサンレディ 牝2青鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 436 ― 〃 アタマ 112．6�
817 シャークトゥルル 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心柳田 英子氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 400 ―1：26．27 193．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 62，840，900円 複勝： 75，153，600円 枠連： 18，172，100円
馬連： 95，283，400円 馬単： 40，212，900円 ワイド： 78，431，200円
3連複： 131，937，700円 3連単： 145，881，700円 計： 647，913，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 280円 � 310円 � 270円 枠 連（1－8） 3，990円

馬 連 �� 6，470円 馬 単 �� 11，520円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 1，530円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 15，450円 3 連 単 ��� 87，990円

票 数

単勝票数 計 628409 的中 � 43545（5番人気）
複勝票数 計 751536 的中 � 72419（5番人気）� 61408（6番人気）� 74320（4番人気）
枠連票数 計 181721 的中 （1－8） 3523（15番人気）
馬連票数 計 952834 的中 �� 12141（19番人気）
馬単票数 計 402129 的中 �� 2616（36番人気）
ワイド票数 計 784312 的中 �� 10229（20番人気）�� 13211（17番人気）�� 14202（16番人気）
3連複票数 計1319377 的中 ��� 6403（45番人気）
3連単票数 計1458817 的中 ��� 1202（237番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．2―47．2―59．0―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーズザデイ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 マーベラスサンデー 初出走

2019．4．10生 牡2鹿 母 ラーチャプルック 母母 ス ー テ ィ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ダンツキタイ号の騎手西谷凜は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
※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 カネトシダリア号・キタサンシルバー号



3409112月26日 晴 良 （3阪神6） 第8日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時10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

814� ヴァンヤール 牡3栗 56 荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 518＋151：55．4 9．0�

35 クリノクラール 牡3鹿 56 富田 暁栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 492± 01：55．61 8．5�
610 トモジャチャーリー 牡5鹿 57 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 504－ 2 〃 ハナ 37．0�
815 ダンツトレノ 牡3青鹿 56

53 ▲角田 大和山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 486＋ 61：55．7クビ 11．4�
23 レンツシュピッツェ 牡3栗 56 西村 淳也�ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 484＋ 21：55．8� 3．7�
58 スズカルビコン 牡3栗 56 加藤 祥太永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B510＋ 4 〃 ハナ 35．6	
712 アズユーフィール 牡3黒鹿56 松若 風馬 
コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 B502＋ 61：56．01� 14．3�
47 エルモドーロ 牡3栗 56 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460＋ 21：56．1� 3．1�
22 インテンスフレイム 牡3黒鹿56 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B516＋ 41：56．63 10．1
713 メイショウサンガ 牡4鹿 57

56 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 532± 0 〃 クビ 21．0�
34 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 502＋ 41：56．91	 289．7�
46 ノーブルキャニオン 牡3鹿 56 小崎 綾也吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B468± 01：57．85 176．6�
611� ク レ ア ー レ 牡4鹿 57

53 ★永島まなみ池江 泰郎氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 474＋ 6 〃 クビ 137．8�
11 グリュースゴット 牡3黒鹿56 団野 大成小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 492－ 61：58．01� 23．1�
59 クリノアンビシャス 牡3青鹿56 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 496＋201：58．85 54．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 60，693，400円 複勝： 88，901，600円 枠連： 24，039，400円
馬連： 115，153，600円 馬単： 41，297，000円 ワイド： 101，138，800円
3連複： 170，880，900円 3連単： 176，909，300円 計： 779，014，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 310円 � 310円 � 620円 枠 連（3－8） 2，890円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 8，200円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 3，940円 �� 3，800円

3 連 複 ��� 34，410円 3 連 単 ��� 138，350円

票 数

単勝票数 計 606934 的中 � 53372（4番人気）
複勝票数 計 889016 的中 � 80032（4番人気）� 78669（5番人気）� 34225（10番人気）
枠連票数 計 240394 的中 （3－8） 6429（12番人気）
馬連票数 計1151536 的中 �� 20969（16番人気）
馬単票数 計 412970 的中 �� 3774（29番人気）
ワイド票数 計1011388 的中 �� 18470（14番人気）�� 6541（47番人気）�� 6788（45番人気）
3連複票数 計1708809 的中 ��� 3724（114番人気）
3連単票数 計1769093 的中 ��� 927（442番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．8―12．7―12．4―12．5―12．8―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．5―51．2―1：03．6―1：16．1―1：28．9―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．3
1
3
・（1，15）（2，7）（6，10，8）14（9，13）－（5，12）－3，11，4・（1，15）（10，7，3）（2，8）（6，13，12）（14，5）－（9，4，11）

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

勝馬の
紹 介

�ヴァンヤール �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ブライアンズタイム

2018．3．26生 牡3栗 母 ブライトエルフ 母母 スウィートエルフ 6戦1勝 賞金 14，210，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 トモジャチャーリー号の騎手国分優作は，3コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金
10，000円。（被害馬：7番・3番）

3409212月26日 晴 良 （3阪神6） 第8日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時45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
1：31．1
1：30．3

良
良

36 サトノラムセス 牡3鹿 56 �島 克駿 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 466＋ 21：34．7 4．1�
611 ヴィルヘルム 牡3青鹿56 荻野 極 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512＋141：34．8� 4．6�
12 シャイニングフジ 牝3鹿 54 富田 暁林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 494＋ 21：34．9クビ 21．5�
35 シュライエン 牝3黒鹿54 西村 淳也�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440± 01：35．0� 29．7�
713 ミツルハピネス 牝3栗 54

53 ☆泉谷 楓真守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 506± 0 〃 クビ 4．4	
48 シティレインボー 牡3栗 56

53 ▲西谷 凜深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 490＋ 4 〃 アタマ 16．8

24 ヴェールクレール 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 468－ 41：35．1� 16．6�
510 オメガデラックス 	4黒鹿57 岩田 康誠原 
子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 436－ 21：35．3� 172．7�
23 ラブアンバサダー 牝4鹿 55 吉田 隼人�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 420－ 2 〃 クビ 39．9
11 アンフィニドール 牝3鹿 54 川又 賢治前原 敏行氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 21：35．51� 43．4�
714 ルヴァンノワール 牝3鹿 54 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 432＋ 4 〃 クビ 99．0�
817� ダノンカオス 	4栗 57 団野 大成�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 496＋ 91：35．6� 146．8�
47 ロードラスター 牡3青鹿56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 508＋14 〃 ハナ 42．5�
59 ウインアキレウス 牡3鹿 56 松若 風馬�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 496＋ 4 〃 クビ 6．4�
612 ユキノフラッシュ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 486－ 41：35．8� 13．6�
715 エールヴィオレ 牝4栗 55 藤懸 貴志佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 458＋ 41：36．01� 176．6�
816 グランデフィオーレ 牝3芦 54 浜中 俊 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 01：36．1クビ 27．5�
818 ジャンドゥーヤ 牝3青 54

53 ☆亀田 温心 �グリーンファーム小林 真也 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 444＋ 8 〃 クビ 156．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 80，553，800円 複勝： 137，583，000円 枠連： 28，480，600円
馬連： 188，621，900円 馬単： 58，817，300円 ワイド： 148，397，700円
3連複： 258，557，300円 3連単： 248，899，300円 計： 1，149，910，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 180円 � 510円 枠 連（3－6） 620円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，390円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 18，320円

票 数

単勝票数 計 805538 的中 � 154023（1番人気）
複勝票数 計1375830 的中 � 233572（1番人気）� 217442（2番人気）� 53800（8番人気）
枠連票数 計 284806 的中 （3－6） 35172（1番人気）
馬連票数 計1886219 的中 �� 157506（1番人気）
馬単票数 計 588173 的中 �� 25340（1番人気）
ワイド票数 計1483977 的中 �� 107793（1番人気）�� 25953（15番人気）�� 21772（20番人気）
3連複票数 計2585573 的中 ��� 35737（11番人気）
3連単票数 計2488993 的中 ��� 9848（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．2―35．9―47．9―1：00．0―1：11．7―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．7
3 5，9（2，11）（4，12）（1，7，17）（6，14）（3，8，18）16，10，13－15 4 5（2，9，11）（4，12）（1，7，17）（6，14）（8，18）（3，13，16）（10，15）

勝馬の
紹 介

サトノラムセス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．12．26 阪神2着

2018．5．1生 牡3鹿 母 サトノエカテリーナ 母母 ロンドンブリッジ 7戦2勝 賞金 21，010，000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。
（非抽選馬） 1頭 コスモノート号



3409312月26日 晴 良 （3阪神6） 第8日 第9競走 ��
��1，800�

と っ と り

鳥 取 特 別
発走14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

鳥取市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

33 ペプチドナイル 牡3鹿 56 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 528± 01：54．3 1．6�
44 ゴールドハイアー 牡3栗 56 岩田 康誠居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 486＋ 2 〃 ハナ 3．0�
812 ハイパーノヴァ �7栃栗57 秋山真一郎宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 496＋ 61：54．93	 13．4�
22 リメンバーメモリー 牡4鹿 57 坂井 瑠星前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 486＋101：55．11
 38．5�
69 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 496＋ 2 〃 クビ 161．9�
57 サンマルエンパイア 牡7鹿 57 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 476± 01：55．41� 77．4�
813 ヴ ェ ノ ム 牡3鹿 56 �島 克駿市川義美ホール

ディングス	 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 542＋ 21：55．5クビ 16．7

68 アジャストザルート 牡4鹿 57 西村 淳也 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 504＋101：55．82 12．0�
45 ランドジュピター 牡7鹿 57 角田 大和木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 472－ 21：56．75 350．4
11 テイエムマジック 牡3栗 56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 梅田牧場 504＋ 81：56．8	 26．8�
710 ペルルドール 牝4栗 55 吉田 隼人寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 B488＋ 61：57．12 159．2�
56 メイショウカミシマ 牡7黒鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 468± 01：57．31
 87．0�
711 ヴ ィ ネ ッ ト 牝4鹿 55 松若 風馬水上ふじ子氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 498＋121：58．79 64．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 88，358，700円 複勝： 140，884，700円 枠連： 27，528，900円
馬連： 167，966，100円 馬単： 82，963，000円 ワイド： 118，246，000円
3連複： 243，847，900円 3連単： 423，785，200円 計： 1，293，580，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（3－4） 200円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 130円 �� 280円 �� 330円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，230円

票 数

単勝票数 計 883587 的中 � 416998（1番人気）
複勝票数 計1408847 的中 � 725831（1番人気）� 248251（2番人気）� 111004（3番人気）
枠連票数 計 275289 的中 （3－4） 102408（1番人気）
馬連票数 計1679661 的中 �� 663093（1番人気）
馬単票数 計 829630 的中 �� 200216（1番人気）
ワイド票数 計1182460 的中 �� 306294（1番人気）�� 87695（2番人気）�� 71094（4番人気）
3連複票数 計2438479 的中 ��� 331636（2番人気）
3連単票数 計4237852 的中 ��� 248116（1番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―13．8―12．8―12．5―12．6―12．6―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―38．8―51．6―1：04．1―1：16．7―1：29．3―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドナイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．1．5 中京8着

2018．4．24生 牡3鹿 母 クイーンオリーブ 母母 オリーブブランチ 5戦3勝 賞金 28，008，000円

3409412月26日 曇 良 （3阪神6） 第8日 第10競走 ��
��2，000�サンタクロースステークス

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

11 エ ヒ ト 牡4鹿 57 岩田 康誠平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 462＋ 22：01．3 10．3�
77 イ ル マ タ ル 牝5鹿 55 斎藤 新吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 472± 02：01．83 26．2�
33 パ ト リ ッ ク 牡5鹿 57 団野 大成 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 482± 0 〃 クビ 7．6�

55 マイネルミュトス 牡5青 57 富田 暁 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 82：02．01� 18．2�

22 ホウオウエクレール 牡4鹿 57 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 62：02．42	 6．0�
44 ヴァリアメンテ 牡3青鹿56 坂井 瑠星�G1レーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 02：02．5アタマ 1．9	
78 プリマヴィスタ 牡4栗 57 吉田 隼人加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋122：02．82 19．6

66 ドンアルゴス 牡6黒鹿57 川島 信二山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 534＋10 〃 アタマ 9．8�
810 サウンドバーニング 牡9鹿 57 
島 克駿増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B432＋ 22：03．11� 107．4�
89 ワールドスケール 牡4鹿 57 小崎 綾也三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 478＋14 〃 クビ 9．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 91，269，800円 複勝： 113，696，200円 枠連： 22，580，000円
馬連： 191，733，400円 馬単： 90，220，300円 ワイド： 141，609，600円
3連複： 257，821，700円 3連単： 497，902，200円 計： 1，406，833，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 290円 � 600円 � 250円 枠 連（1－7） 5，320円

馬 連 �� 11，250円 馬 単 �� 20，330円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 890円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 21，530円 3 連 単 ��� 148，000円

票 数

単勝票数 計 912698 的中 � 70889（6番人気）
複勝票数 計1136962 的中 � 105825（4番人気）� 43304（9番人気）� 131170（3番人気）
枠連票数 計 225800 的中 （1－7） 3289（20番人気）
馬連票数 計1917334 的中 �� 14053（30番人気）
馬単票数 計 902203 的中 �� 3328（58番人気）
ワイド票数 計1416096 的中 �� 14912（28番人気）�� 42736（10番人気）�� 12314（33番人気）
3連複票数 計2578217 的中 ��� 8978（62番人気）
3連単票数 計4979022 的中 ��� 2439（360番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―13．2―12．3―11．7―11．5―11．7―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．2―38．4―50．7―1：02．4―1：13．9―1：25．6―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ヒ ト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．1．12 京都8着

2017．5．9生 牡4鹿 母 ヒ ー ラ 母母 セントフロンティア 18戦4勝 賞金 74，035，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ワールドスケール号の騎手小崎綾也は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・4番・5番）

２レース目
４レース目



3409512月26日 曇 良 （3阪神6） 第8日 第11競走 ��
��1，200�りんくうステークス

発走15時50分 （ダート・右）
3歳以上，2．12．26以降3．12．19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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

816� オーロラテソーロ 牡4栗 54 秋山真一郎了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &

Spendthift Farm 500＋ 21：10．7 15．9�
59 サダムスキャット 牝4栗 52 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 478＋ 21：11．12� 4．2�
24 � エアアルマス 牡6鹿 58 	島 克駿 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

490－ 2 〃 クビ 5．4�
612 ガ ン ケ ン 牡5黒鹿54 川又 賢治岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B540－ 41：11．2クビ 17．9�
23 メイショウアリソン 牡7黒鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 500＋ 21：11．83� 127．0�
611 レシプロケイト 牡5栗 55 亀田 温心ゴドルフィン 	島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 4 〃 アタマ 4．9	
35 デターミネーション 牡5鹿 53 斎藤 新 
サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B488＋ 6 〃 クビ 36．7�
36 サイクロトロン 牡4鹿 56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B528＋ 41：12．0
 3．5�
48 メ デ ィ ク ス 牡5栗 55 団野 大成 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 484＋ 21：12．1� 25．1
713 コカボムクイーン 牝6黒鹿52 浜中 俊三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 484－ 81：12．2
 75．2�
714 ロードエース 牡6鹿 54 泉谷 楓真 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 496－10 〃 クビ 94．7�
47 ロードラズライト �6青鹿54 坂井 瑠星 �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 458＋ 41：12．3� 15．5�
510 スナークライデン 牡7芦 54 松田 大作杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 502＋ 81：12．4クビ 132．3�
11 ロイヤルパールス 牡6鹿 56 中井 裕二ロイヤルパーク 池添 兼雄 日高 坂 牧場 532＋10 〃 クビ 22．8�
815 メジェールスー 牝6鹿 51 富田 暁太田珠々子氏 四位 洋文 新ひだか 藤原牧場 464－ 21：12．71� 107．0�
12 サンライズカラマ 牡7栗 53 高倉 稜松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B504－ 61：12．8
 160．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 158，364，400円 複勝： 198，601，900円 枠連： 69，817，500円
馬連： 414，998，200円 馬単： 143，424，900円 ワイド： 264，133，200円
3連複： 612，939，300円 3連単： 730，013，900円 計： 2，592，293，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 360円 � 170円 � 230円 枠 連（5－8） 3，320円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 7，770円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，530円 �� 540円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 53，060円

票 数

単勝票数 計1583644 的中 � 79576（6番人気）
複勝票数 計1986019 的中 � 119765（7番人気）� 366044（2番人気）� 216389（4番人気）
枠連票数 計 698175 的中 （5－8） 16250（13番人気）
馬連票数 計4149982 的中 �� 102681（9番人気）
馬単票数 計1434249 的中 �� 13828（27番人気）
ワイド票数 計2641332 的中 �� 61827（12番人気）�� 42603（19番人気）�� 133645（4番人気）
3連複票数 計6129393 的中 ��� 74606（19番人気）
3連単票数 計7300139 的中 ��� 9974（176番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．4―12．0―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．9―45．9―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オーロラテソーロ �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Not For Love デビュー 2019．6．23 東京4着

2017．3．29生 牡4栗 母 For Passion 母母 Short Time 23戦5勝 賞金 91，230，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時51分に変更。
〔発走状況〕 デターミネーション号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の35頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）35頭 アヴァンティスト号・アメリカンフェイス号・イモータルスモーク号・ヴァニラアイス号・ウルトラマリン号・

エメラルファイト号・エンプティチェア号・オヌシナニモノ号・カレンロマチェンコ号・キタノヴィジョン号・
クーファピーカブー号・ゲンパチフォルツァ号・コスモカレンドゥラ号・サヴァ号・サクセッション号・
サトノダムゼル号・サンダーブリッツ号・ショックアクション号・シンシティ号・ゼンノアンジュ号・
デザートストーム号・デトロイトテソーロ号・トライン号・ドリュウ号・ニシノデイジー号・ファーストフォリオ号・
フォルコメン号・ブラックアーメット号・ブランクエンド号・ホウオウトゥルース号・ボンセルヴィーソ号・
メイショウキョウジ号・メイショウダジン号・メイショウベンガル号・リレーションシップ号

3409612月26日 曇 良 （3阪神6） 第8日 第12競走 ��1，400�
い な が わ

猪 名 川 特 別
発走16時25分 （芝・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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

59 エルカスティージョ 牝3鹿 54 団野 大成 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460－ 21：21．7 3．8�
46 リ ヴ ェ ー ル 牝4芦 55 川須 栄彦栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 454＋121：21．8クビ 38．7�
11 モンファボリ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446＋ 8 〃 アタマ 4．2�
712 ウインスピリタス 牡5鹿 57 国分 優作�ウイン 長谷川浩大 新ひだか 神垣 道弘 500＋ 81：21．9� 39．1�
58 メイショウドウドウ 牡6黒鹿57 西村 淳也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 488＋ 6 〃 ハナ 33．6	
22 ディーバサンライズ 牝3鹿 54 亀田 温心松岡 隆雄氏 小林 真也 浦河 浦河小林牧場 472－ 6 〃 アタマ 8．2

611 ミッキーバディーラ 牝5鹿 55 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 B488－ 21：22．0クビ 14．5�
35 ダンツイノーバ 牝4栗 55 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 460＋ 2 〃 クビ 27．4�
23 ミ ア グ ア 牝6青鹿55 藤岡 康太五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 21：22．21 135．5
34 � ロングファイナリー 	5鹿 57 長岡 禎仁中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 480－ 2 〃 クビ 145．1�
814 スーパーホープ 牡3黒鹿56 斎藤 新青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 514－ 61：22．3クビ 4．2�
47 ムーンライト 牝4青 55 �島 克駿石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 470± 0 〃 アタマ 18．1�
610 カイザーノヴァ 牡3鹿 56 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 458－ 81：22．4クビ 11．6�
815 テ リ ー ヌ 牝3鹿 54 富田 暁三木 久史氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 420＋121：22．5� 72．3�
713 アサケエース 牡4鹿 57 泉谷 楓真大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 450± 0 〃 アタマ 26．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 202，754，600円 複勝： 253，694，000円 枠連： 73，833，900円
馬連： 430，839，100円 馬単： 149，912，300円 ワイド： 327，068，600円
3連複： 637，724，600円 3連単： 814，092，700円 計： 2，889，919，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 900円 � 170円 枠 連（4－5） 2，000円

馬 連 �� 10，620円 馬 単 �� 15，870円

ワ イ ド �� 3，110円 �� 340円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 14，390円 3 連 単 ��� 86，720円

票 数

単勝票数 計2027546 的中 � 424827（1番人気）
複勝票数 計2536940 的中 � 492223（1番人気）� 51030（12番人気）� 423379（3番人気）
枠連票数 計 738339 的中 （4－5） 28477（8番人気）
馬連票数 計4308391 的中 �� 33425（32番人気）
馬単票数 計1499123 的中 �� 7083（49番人気）
ワイド票数 計3270686 的中 �� 24946（35番人気）�� 286071（2番人気）�� 22252（38番人気）
3連複票数 計6377246 的中 ��� 33217（44番人気）
3連単票数 計8140927 的中 ��� 6806（267番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．3―46．9―58．2―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エルカスティージョ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．12．20 阪神1着

2018．5．2生 牝3鹿 母 エルミラドール 母母 アドマイヤサンデー 6戦3勝 賞金 39，529，000円
〔制裁〕 ダンツイノーバ号の騎手秋山真一郎は，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：7番）



（3阪神6）第8日 12月26日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

233，270，000円
5，620，000円
27，400，000円
1，810，000円
26，870，000円
77，983，000円
5，776，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
999，664，100円
1，413，706，200円
339，129，900円
2，042，627，500円
797，127，400円
1，541，567，800円
2，947，289，200円
3，817，283，700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 13，898，395，800円

総入場人員 5，805名 （有料入場人員 5，380名）
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