
3409712月28日 曇 良 （3阪神6） 第9日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10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

22 アテンパーティ 牡2黒鹿55 菱田 裕二齊藤 直信氏 谷 潔 新ひだか 平野牧場 440± 01：55．3 43．3�
79 ニューダイアリーズ 牡2栗 55 松若 風馬 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 476＋ 21：55．4� 2．3�
55 ルイナールカズマ 牡2黒鹿55 吉田 隼人合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 486＋ 61：55．5クビ 16．6�
68 トップブリランテ 牡2鹿 55 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 480－101：56．03 4．2�
44 モズミツボシ 牡2鹿 55 池添 謙一 �キャピタル・システム 飯田 祐史 浦河 高野牧場 526－ 41：56．32 4．8	
33 ジョーコモド 牡2青鹿 55

52 ▲服部 寿希上田けい子氏 中竹 和也 日高 日西牧場 498＋141：56．4� 279．9

56 ブリヨンカズマ 牡2芦 55 坂井 瑠星合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B518＋ 4 〃 クビ 29．7�
812 ブランニューデイ 牡2鹿 55 川島 信二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 61：57．03� 98．1�
67 エ レ ダ ー ル 牡2黒鹿55 松山 弘平 �グリーンファーム杉山 晴紀 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 468＋ 41：57．21� 42．3
710 コスモエクスプレス 牡2芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 西園 正都 新冠 ハシモトフアーム 456＋ 61：57．3� 21．7�
811 カルトゥーシュ 牡2鹿 55 �島 克駿 �シルクレーシング 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 474－ 61：58．15 10．6�
11 	 メイショウケイガン 牡2芦 55

54 ☆亀田 温心松本 好雄氏 河内 洋 仏 Mr Patrick
Chedeville 516－ 41：59．27 58．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，160，200円 複勝： 72，124，700円 枠連： 9，213，600円
馬連： 59，374，800円 馬単： 29，666，800円 ワイド： 52，304，300円
3連複： 90，897，100円 3連単： 120，315，300円 計： 476，056，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，330円 複 勝 � 670円 � 110円 � 270円 枠 連（2－7） 5，630円

馬 連 �� 5，990円 馬 単 �� 17，520円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 4，820円 �� 490円

3 連 複 ��� 13，620円 3 連 単 ��� 118，820円

票 数

単勝票数 計 421602 的中 � 8266（9番人気）
複勝票数 計 721247 的中 � 13441（9番人気）� 364676（1番人気）� 41878（4番人気）
枠連票数 計 92136 的中 （2－7） 1308（13番人気）
馬連票数 計 593748 的中 �� 7918（16番人気）
馬単票数 計 296668 的中 �� 1354（39番人気）
ワイド票数 計 523043 的中 �� 8541（15番人気）�� 2706（33番人気）�� 30583（4番人気）
3連複票数 計 908971 的中 ��� 5336（34番人気）
3連単票数 計1203153 的中 ��� 810（259番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―13．3―13．2―13．3―12．9―12．9―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―37．3―50．5―1：03．8―1：16．7―1：29．6―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アテンパーティ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．11．28 阪神4着

2019．3．27生 牡2黒鹿 母 ライブリーダンス 母母 ステイトリーダンス 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 アテンパーティ号の騎手菱田裕二は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）

3409812月28日 曇 良 （3阪神6） 第9日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時30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
1：08．6
1：07．5

良
良

59 ゼロドラゴン 牝2黒鹿54 吉田 隼人�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 440－ 21：09．3 44．2�
23 アスターディゴン 牡2青鹿55 松山 弘平加藤 久枝氏 中竹 和也 浦河 ガーベラパー

クスタツド 464－ 41：09．51� 4．6�
36 ダノンアーリー 牡2鹿 55 斎藤 新�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466± 01：09．71� 2．7�
11 ダテボレアス 牡2鹿 55 幸 英明渡邉 直樹氏 西園 正都 浦河 川越ファーム 488＋ 2 〃 クビ 3．0�
816 インペリアス 牝2鹿 54 和田 竜二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 444± 01：10．23 27．7	
24 チャオベッラ 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 ハナ 186．3

47 ハリーオンダウン 牝2黒鹿54 松若 風馬橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 454－ 4 〃 アタマ 47．6�
611 ウ ム ラ ウ ト 牝2青鹿54 �島 克駿�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 380＋ 81：10．51� 13．2�
35 タマモテラコッタ 牡2芦 55 富田 暁タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B496＋121：10．6� 33．4
48 ロードマーサ 牡2青鹿55 小崎 綾也伊澤 正行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 466± 01：10．81� 403．2�
714 ウェルメイド 牝2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 浦河 宮内牧場 424± 01：11．01� 103．7�
510 リュカイオス 牡2栗 55 和田 翼篁 真一郎氏 杉山 佳明 浦河 桑田フアーム 448＋101：11．11 713．7�
713 タイキバンディエラ 牡2黒鹿55 柴山 雄一�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 498＋161：11．2クビ 101．6�
815 メジャーアドバンス 牡2栗 55 団野 大成 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B504＋181：11．3� 12．8�
612 グリーンシアター 牝2栗 54 坂井 瑠星平口 信行氏 加用 正 浦河 株式会社 森

本スティーブル 450－ 41：11．72� 278．5�
12 ラ パ ン 牡2鹿 55 古川 吉洋首藤 徳氏 村山 明 新冠 シンユウフアーム 470＋ 21：12．76 526．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，568，200円 複勝： 67，325，200円 枠連： 11，321，000円
馬連： 70，330，100円 馬単： 34，130，200円 ワイド： 66，550，300円
3連複： 111，280，900円 3連単： 127，435，900円 計： 539，941，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，420円 複 勝 � 680円 � 180円 � 120円 枠 連（2－5） 7，800円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 20，040円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，660円 �� 290円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 56，010円

票 数

単勝票数 計 515682 的中 � 9916（8番人気）
複勝票数 計 673252 的中 � 15594（8番人気）� 89428（3番人気）� 212416（1番人気）
枠連票数 計 113210 的中 （2－5） 1160（20番人気）
馬連票数 計 703301 的中 �� 8069（20番人気）
馬単票数 計 341302 的中 �� 1362（46番人気）
ワイド票数 計 665503 的中 �� 10476（16番人気）�� 9695（19番人気）�� 69906（2番人気）
3連複票数 計1112809 的中 ��� 18343（15番人気）
3連単票数 計1274359 的中 ��� 1820（152番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．4―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼロドラゴン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．8．1 新潟11着

2019．4．27生 牝2黒鹿 母 スカイノダン 母母 シ ビ ル 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラパン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月28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 コイニオチテ号・ニホンピロクレール号・ルショコラ号

第６回 阪神競馬 第９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



3409912月28日 曇 良 （3阪神6） 第9日 第3競走 1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

510 ペプチドヤマト 牡2栗 55 浜中 俊沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 474＋ 21：12．8 2．1�
23 カライカマウリオラ 牡2黒鹿55 酒井 学土井久美子氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 482＋12 〃 クビ 87．7�
35 キ ッ シ ョ ウ 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �ニッシンホール

ディングス 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 422－ 6 〃 ハナ 8．0�
612 メイショウヒメゴゼ 牝2栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 476± 01：12．9� 3．4�
48 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 428－ 61：13．0クビ 16．0�
11 ブルーノート 牡2栗 55 川須 栄彦薪浦 州平氏 梅田 智之 新冠 松浦牧場 484＋ 21：13．21� 14．8	
36 ローザロード 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心ディアレストクラブ� 加用 正 日高 シンボリ牧場 438＋101：14．15 49．0

713 サウンドヴァージル 牡2鹿 55 斎藤 新増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 484＋ 21：14．31� 367．3�
12 アマノカイザー 牡2鹿 55 国分 優作中村 孝氏 藤沢 則雄 登別 ユートピア牧場 466－ 21：14．4� 243．1�
47 オ オ キ ニ 牡2鹿 55 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 456± 0 〃 ハナ 16．2
714 ダイヴトゥブルー 牡2栗 55

54 ☆泉谷 楓真�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 484＋ 61：15．03� 23．8�

24 レッドバンディエラ 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 462－ 81：15．32 62．4�
611 エールゴージューン 牡2栗 55 富田 暁佐伯由加理氏 武 英智 新ひだか 藤原牧場 B438＋ 21：16．47 299．4�
815 プラネタリウム 牡2芦 55 小崎 綾也市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム B490－ 41：16．61� 235．9�
59 クロゴマプリン 牝2黒鹿54 国分 恭介�髙昭牧場 大根田裕之 浦河 高昭牧場 426－ 21：17．02� 201．9�
816 マイティキッチョウ 牝2黒鹿54 菱田 裕二谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 城地牧場 436＋ 21：17．1� 200．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，576，800円 複勝： 70，728，900円 枠連： 12，800，700円
馬連： 71，362，400円 馬単： 36，886，500円 ワイド： 68，724，500円
3連複： 127，141，100円 3連単： 151，554，100円 計： 595，775，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 1，450円 � 220円 枠 連（2－5） 3，760円

馬 連 �� 7，290円 馬 単 �� 10，170円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 400円 �� 7，300円

3 連 複 ��� 13，870円 3 連 単 ��� 60，860円

票 数

単勝票数 計 565768 的中 � 222269（1番人気）
複勝票数 計 707289 的中 � 252379（1番人気）� 7334（10番人気）� 70675（3番人気）
枠連票数 計 128007 的中 （2－5） 2718（11番人気）
馬連票数 計 713624 的中 �� 7825（19番人気）
馬単票数 計 368865 的中 �� 2901（24番人気）
ワイド票数 計 687245 的中 �� 6902（21番人気）�� 51426（2番人気）�� 2313（40番人気）
3連複票数 計1271411 的中 ��� 7329（30番人気）
3連単票数 計1515541 的中 ��� 1992（142番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．3―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．4―47．7―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドヤマト �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2021．8．21 小倉2着

2019．2．11生 牡2栗 母 ペプチドルビー 母母 ロゼットブランシュ 5戦1勝 賞金 11，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クロゴマプリン号・マイティキッチョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

1月28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。
（非当選馬） 4頭 エイシンスケールズ号・クリノミニスター号・ハイアキュレイト号・フラミンゴマリーナ号
（非抽選馬） 2頭 カフジペンタゴン号・グッドウッドガイ号

3410012月28日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3阪神6） 第9日 第4競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時30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

58 ポルタフォリオ 牡3鹿 58 北沢 伸也吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 506＋ 83：26．6 42．6�
712 マリスドランジュ 牝4黒鹿58 植野 貴也�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 452＋ 2 〃 ハナ 92．5�
814� エ ミ ー リ オ 牡7鹿 60 草野 太郎加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 496－ 63：27．55 5．4�
11 ミッキーメテオ 牡4鹿 60 西谷 誠野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 508＋ 23：27．6クビ 1．6�
69 グラスディアブロ 牡4鹿 60 大江原 圭半沢� 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 464－ 4 〃 クビ 24．3	
34 ロイヤルアッシュ 牡3青鹿58 石神 深一大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 470－143：28．45 49．8

22 ウェイヴァリー 牡4鹿 60 難波 剛健 �キャロットファーム 小林 真也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530± 0 〃 クビ 6．1�
711 ロードエクスプレス 牡4鹿 60 森 一馬 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 470＋ 83：29．57 21．5�
46 � ビッグスコール 牡5鹿 60 上野 翔木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 554＋ 83：29．71� 190．9
57 サンライズミリオン �4黒鹿60 中村 将之松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 546＋ 43：30．33	 35．1�
45 トーアコルレオーネ 牡5鹿 60 黒岩 悠高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 452＋ 43：31．15 67．4�
33 クリノキングボス 牡4栗 60 小坂 忠士栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 484＋16 〃 クビ 29．7�
610 ア イ タ イ 牡5栗 60 高田 潤平井 裕氏 辻野 泰之 新ひだか グランド牧場 526＋143：33．0大差 47．9�
813 クリノブレーヴ 牡4鹿 60 熊沢 重文栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム 486＋12 （競走中止） 17．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，214，700円 複勝： 54，997，800円 枠連： 11，406，300円
馬連： 46，675，900円 馬単： 29，942，700円 ワイド： 44，964，500円
3連複： 81，255，500円 3連単： 119，265，700円 計： 419，723，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，260円 複 勝 � 1，380円 � 3，740円 � 300円 枠 連（5－7） 8，090円

馬 連 �� 89，540円 馬 単 �� 184，260円

ワ イ ド �� 21，840円 �� 3，880円 �� 10，050円

3 連 複 ��� 280，190円 3 連 単 ��� 2，578，710円

票 数

単勝票数 計 312147 的中 � 5849（9番人気）
複勝票数 計 549978 的中 � 9802（8番人気）� 3488（13番人気）� 57075（2番人気）
枠連票数 計 114063 的中 （5－7） 1127（23番人気）
馬連票数 計 466759 的中 �� 417（78番人気）
馬単票数 計 299427 的中 �� 130（144番人気）
ワイド票数 計 449645 的中 �� 545（82番人気）�� 3114（30番人気）�� 1189（60番人気）
3連複票数 計 812555 的中 ��� 232（252番人気）
3連単票数 計1192657 的中 ��� 37（1555番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 51．1－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポルタフォリオ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Sense デビュー 2020．11．7 阪神2着

2018．4．9生 牡3鹿 母 アンリミテッドバジェット 母母 Unlimited Pleasure 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 クリノブレーヴ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため9号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
※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 クリノニキータ号・ララロトリー号



3410112月28日 晴 良 （3阪神6） 第9日 第5競走 ��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

48 レベレンシア 牡2鹿 55 �島 克駿�ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484 ―1：36．5 4．3�

11 ミ ロ ワ ー ル 牝2鹿 54 松山 弘平合同会社雅苑興業 池添 学 新冠 新冠橋本牧場 454 ― 〃 クビ 15．6�
47 インザオベーション 牝2黒鹿54 藤岡 康太フィールドレーシング 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 462 ―1：36．71� 12．9�
59 ミッキーフローガ 牡2青鹿55 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468 ―1：37．02 2．7�
713 タガノタンゴ 牡2栗 55 酒井 学八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454 ―1：37．2� 141．6�
36 オーウェンバローズ 牡2鹿 55 幸 英明猪熊 広次氏 辻野 泰之 洞�湖 レイクヴィラファーム 462 ― 〃 クビ 24．5	
612 キタサンシルバー 牝2黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真
大野商事 本田 優 新冠 村田牧場 428 ―1：37．3� 31．3�
35 メイショウヒメサマ 牝2鹿 54 菱田 裕二松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 高昭牧場 486 ―1：37．61� 57．3�
24 コ ル レ ッ ト 牝2青鹿54 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 西村牧場 438 ― 〃 アタマ 9．3
815 トロワスール 牝2鹿 54 和田 竜二�GET NEXT 高橋 亮 新冠 須崎牧場 420 ― 〃 ハナ 8．7�
817 レ イ メ イ 牡2鹿 55 太宰 啓介岡 浩二氏 松永 幹夫 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 494 ―1：37．7クビ 157．9�
816 ジョーヌヴェール 牝2鹿 54 富田 暁川崎 賢二氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 448 ― 〃 クビ 21．9�
12 スズカサンサン 牝2芦 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 444 ―1：37．8クビ 51．6�
510 ルージュリッシュ 牝2青鹿54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 478 ―1：38．86 23．5�
611 カネトシダリア 牝2芦 54 国分 恭介兼松 昌男氏 五十嵐忠男 日高 大江牧場 472 ―1：39．75 60．3�
23 クラウンハヴィ 牡2鹿 55 松若 風馬�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 484 ―1：40．12� 165．9�
714 ショウナンダルム 牝2鹿 54 池添 謙一国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 木村牧場 418 ― 〃 クビ 160．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 50，454，900円 複勝： 52，595，700円 枠連： 19，458，500円
馬連： 69，804，600円 馬単： 27，974，700円 ワイド： 56，703，300円
3連複： 99，192，800円 3連単： 103，290，500円 計： 479，475，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 360円 � 350円 枠 連（1－4） 1，820円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 870円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 37，130円

票 数

単勝票数 計 504549 的中 � 96336（2番人気）
複勝票数 計 525957 的中 � 91935（2番人気）� 34003（6番人気）� 35715（5番人気）
枠連票数 計 194585 的中 （1－4） 8553（5番人気）
馬連票数 計 698046 的中 �� 16898（11番人気）
馬単票数 計 279747 的中 �� 5642（9番人気）
ワイド票数 計 567033 的中 �� 14488（8番人気）�� 17768（7番人気）�� 5820（25番人気）
3連複票数 計 991928 的中 ��� 9489（20番人気）
3連単票数 計1032905 的中 ��� 2225（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．8―49．5―1：01．8―1：13．6―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レベレンシア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2019．4．15生 牡2鹿 母 ブルーモーメント 母母 シネマスコープ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 チュウワチャーム号（疾病〔右前肢跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エイシングラス号・エンチャント号・リヴォリ号

3410212月28日 晴 良 （3阪神6） 第9日 第6競走 ��1，800�2歳未勝利
発走12時50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
1：45．6
1：44．5

良
良

12 ル ミ ネ イ ト 牝2鹿 54 団野 大成ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500－ 21：47．3 14．8�

59 スコールユニバンス 牝2鹿 54 坂井 瑠星亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444－ 21：47．4� 2．4�
36 エターナルビクトリ 牡2鹿 55 小崎 綾也�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 452－ 2 〃 ハナ 11．3�
611 デビットバローズ 牡2鹿 55 松山 弘平猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 502± 01：47．61� 9．7�
23 ギルトレターズ 牡2黒鹿55 和田 竜二水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 468＋ 41：47．7クビ 93．0�
48 モンサンプリーモ 牝2青 54

53 ☆泉谷 楓真山下 新一氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 482＋ 21：47．91� 199．7	
24 レッドファーロ 牡2鹿 55 藤岡 佑介 
東京ホースレーシング 松永 幹夫 白老 社台牧場 506－ 41：48．0� 83．0�
815 ディナースタ 牡2栗 55 藤岡 康太 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻野 泰之 日高 クラウン日高牧場 468＋ 8 〃 クビ 6．9�
47 � モズブーナー 牝2鹿 54 松若 風馬 
キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 476＋ 61：48．1� 40．1
713 クラップサンダー 牡2鹿 55 吉田 隼人深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 水上 習孝 454± 01：48．2� 20．1�
714 ア ル テ ィ ヒ 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心
ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460－ 21：48．51� 49．4�

11 モンシュヴァル 牡2黒鹿55 高倉 稜三宅 勝俊氏 服部 利之 新冠 中地 義次 428－ 21：49．35 568．1�
816 アスタートリゴン 牡2鹿 55 国分 優作加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488＋141：49．4� 89．4�
35 グロズニーグラード 牡2鹿 55 	島 克駿前田 幸貴氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 21：50．03� 165．1�
510 レアルタッド 牡2鹿 55 幸 英明吉田 晴哉氏 高橋 康之 安平 追分ファーム 492－ 61：50．95 15．4�
612 ク ロ ニ ク ル 牡2鹿 55 池添 謙一ゴドルフィン 田中 克典 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 41：51．1� 5．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，280，200円 複勝： 82，202，900円 枠連： 16，622，800円
馬連： 92，593，900円 馬単： 37，829，800円 ワイド： 85，294，600円
3連複： 132，069，200円 3連単： 142，984，400円 計： 646，877，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 310円 � 130円 � 260円 枠 連（1－5） 1，570円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 4，560円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，330円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 29，480円

票 数

単勝票数 計 572802 的中 � 32570（6番人気）
複勝票数 計 822029 的中 � 55381（7番人気）� 216996（1番人気）� 67722（4番人気）
枠連票数 計 166228 的中 （1－5） 8425（6番人気）
馬連票数 計 925939 的中 �� 49953（5番人気）
馬単票数 計 378298 的中 �� 6635（12番人気）
ワイド票数 計 852946 的中 �� 37265（5番人気）�� 15965（15番人気）�� 47653（3番人気）
3連複票数 計1320692 的中 ��� 28167（10番人気）
3連単票数 計1429844 的中 ��� 3879（76番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．2―12．4―12．2―12．1―11．8―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―35．0―47．4―59．6―1：11．7―1：23．5―1：34．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ミ ネ イ ト �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 アルカセット デビュー 2021．8．1 新潟6着

2019．3．19生 牝2鹿 母 サンデーミューズ 母母 スカルプトレス 5戦1勝 賞金 7，870，000円
〔制裁〕 モンシュヴァル号の調教師服部利之は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。



3410312月28日 曇 良 （3阪神6） 第9日 第7競走 ��
��1，800�2歳1勝クラス

発走13時20分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

710 デ リ カ ダ 牝2芦 54 和田 竜二吉田 照哉氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 478－ 41：53．6 2．9�
68 カフジオクタゴン 牡2芦 55 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 536± 01：53．81� 2．5�
44 ファンウワーズ 牡2青鹿55 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 本巣 敦 484－ 21：54．01	 35．3�
812
 フィフティシェビー 牡2鹿 55 柴山 雄一長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米

Three Chimneys
Farm, LLC & Whis-
per Hill Farm, LLC

B490± 01：54．1アタマ 20．2�
45 スマイルバック 牝2青 54 秋山真一郎ライオンレースホース� 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452± 01：54．42 84．2�
711 ス ミ 牝2鹿 54 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 454－ 41：54．5	 102．1	
11 メイショウジブリ 牡2黒鹿55 �島 克駿松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 488＋ 21：55．03 5．6

56 マルブツプライド 牡2芦 55 浜中 俊大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 500＋ 41：55．1	 14．2�
33 
 ハ ナ キ リ 牡2芦 55 松山 弘平大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Mr. & Mrs. Larry

D Williams 478＋ 41：55．31 49．7�
22 ルミナスフラックス 牡2黒鹿55 吉田 隼人ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 クビ 60．9
69 ストームゾーン 牡2鹿 55 松若 風馬�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 514± 01：55．4	 242．4�
813 アーテルアストレア 牝2青鹿54 菱田 裕二フィールドレーシング 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 61：55．61	 14．1�
57 アナザーエデン 牡2鹿 55 団野 大成市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 506＋ 41：55．7クビ 59．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 79，988，600円 複勝： 86，941，700円 枠連： 19，963，100円
馬連： 100，067，700円 馬単： 44，144，000円 ワイド： 91，244，200円
3連複： 164，968，100円 3連単： 191，310，500円 計： 778，627，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 110円 � 320円 枠 連（6－7） 350円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 210円 �� 970円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 6，610円

票 数

単勝票数 計 799886 的中 � 223195（2番人気）
複勝票数 計 869417 的中 � 155990（2番人気）� 269819（1番人気）� 44168（7番人気）
枠連票数 計 199631 的中 （6－7） 44580（1番人気）
馬連票数 計1000677 的中 �� 216895（1番人気）
馬単票数 計 441440 的中 �� 51448（1番人気）
ワイド票数 計 912442 的中 �� 143620（1番人気）�� 21341（13番人気）�� 27564（9番人気）
3連複票数 計1649681 的中 ��� 54163（5番人気）
3連単票数 計1913105 的中 ��� 23154（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．5―50．3―1：02．8―1：15．2―1：27．8―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デ リ カ ダ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．10．17 阪神1着

2019．4．16生 牝2芦 母 ブロンクスシルバー 母母 ラピッドオレンジ 2戦2勝 賞金 14，300，000円
〔制裁〕 デリカダ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

3410412月28日 曇 良 （3阪神6） 第9日 第8競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

712 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 490＋ 41：25．1 1．9�
57 ド ン カ ポ ノ 牡3鹿 56 藤岡 康太山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 530± 01：25．52� 11．1�
58 ミッキーマラン 牡6芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 B490－ 81：25．6� 29．6�
45 � メイショウストーム 	3鹿 56 幸 英明松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 472＋ 4 〃 クビ 5．4�
813 ゴルトファルベン 牡4鹿 57 斎藤 新 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 500＋161：25．7� 111．6	
711 セカンドエフォート 牡8青鹿 57

56 ☆泉谷 楓真 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：25．91 48．3

33 
 レベルタウン 牡3栗 56

55 ☆亀田 温心ゴドルフィン 石橋 守 愛 Ringfort
Stud Ltd 536＋301：26．22 16．8�

610 ボ マ イ ェ 牡5鹿 57 吉田 隼人 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 532＋ 21：26．3クビ 5．3

22 ニ ン ギ ル ス 牡4栗 57 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 454± 01：26．4� 24．3�
34 � ワンダーヘイルネス 	5鹿 57 富田 暁山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 494＋ 2 〃 アタマ 35．9�
46 � ヴ ェ ラ ー ト 	3栗 56 古川 吉洋宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 502－ 41：26．61� 138．0�
11 � ワーイズオーバー 牡3栗 56 松若 風馬薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 478－10 〃 クビ 84．8�
69 
� ローズファラオ 牝3鹿 53 秋山真一郎 �ニッシンホール

ディングス 坂口 智康 豪 Go Blood-
stock 400－101：27．98 83．1�

814� ソナトリーチェ 牝3鹿 54 団野 大成 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 448－181：28．11 16．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 57，137，100円 複勝： 77，935，200円 枠連： 15，400，300円
馬連： 89，215，700円 馬単： 44，785，300円 ワイド： 83，439，300円
3連複： 143，381，700円 3連単： 191，917，400円 計： 703，212，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 240円 � 380円 枠 連（5－7） 700円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 500円 �� 810円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 6，470円 3 連 単 ��� 18，850円

票 数

単勝票数 計 571371 的中 � 231374（1番人気）
複勝票数 計 779352 的中 � 271566（1番人気）� 64467（4番人気）� 35428（6番人気）
枠連票数 計 154003 的中 （5－7） 17398（3番人気）
馬連票数 計 892157 的中 �� 60981（3番人気）
馬単票数 計 447853 的中 �� 21505（4番人気）
ワイド票数 計 834393 的中 �� 46870（4番人気）�� 27197（7番人気）�� 7529（26番人気）
3連複票数 計1433817 的中 ��� 17710（19番人気）
3連単票数 計1919174 的中 ��� 8143（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．9―47．0―59．8―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーイチョウ �
�
父 ワンダーアキュート �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2021．1．23 中山6着

2018．2．6生 牡3鹿 母 ワンダーテルヌーラ 母母 ワンダーバーサトル 10戦2勝 賞金 24，460，000円



3410512月28日 曇 良 （3阪神6） 第9日 第9競走 ��1，200�
は る ま ち づ き

春 待 月 賞
発走14時30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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

813 メイショウヒューマ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 494＋121：12．0 4．1�
22 エナジーロッソ 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 B482± 01：12．53 2．7�
11 ショウゲッコウ 牝4鹿 55 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 478＋14 〃 アタマ 13．2�
710 クリノイコライザー �4栗 57 川須 栄彦栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 452＋ 2 〃 ハナ 55．4�
69 � スズカクローカス 牝5黒鹿55 長岡 禎仁永井 宏明氏 杉山 佳明 むかわ 新井牧場 448± 01：12．71� 20．5�
57 ジューンステータス 牡5青鹿57 松若 風馬吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 B500＋121：12．8	 71．4	
45 ニシノダンテ 牡6青鹿57 和田 竜二西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 谷川牧場 512＋ 21：13．12 27．9

812 ウ メ タ ロ ウ 牡6黒鹿57 城戸 義政�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B500－101：13．2クビ 93．9�
711 カモントゥミー 牡4鹿 57 幸 英明薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 北洋牧場 506＋ 6 〃 アタマ 17．7
33 � ルピナステソーロ 牝3栗 54 
島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 熊本 ストームファーム
コーポレーション 442－101：13．3	 7．3�

44 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 496－ 81：13．4クビ 55．4�
68 ゴーゴーレイワ 牝4黒鹿55 和田 翼上山 牧氏 畑端 省吾 浦河 小林 仁 500＋ 8 〃 アタマ 93．5�
56 ゴールドフィンガー 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 452－101：13．5� 4．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 72，548，400円 複勝： 81，276，300円 枠連： 17，291，500円
馬連： 129，612，400円 馬単： 57，426，300円 ワイド： 98，711，700円
3連複： 186，112，700円 3連単： 253，978，600円 計： 896，957，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 150円 � 300円 枠 連（2－8） 780円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 430円 �� 840円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 14，360円

票 数

単勝票数 計 725484 的中 � 139087（2番人気）
複勝票数 計 812763 的中 � 110521（3番人気）� 174940（2番人気）� 56353（6番人気）
枠連票数 計 172915 的中 （2－8） 17659（2番人気）
馬連票数 計1296124 的中 �� 121643（2番人気）
馬単票数 計 574263 的中 �� 24977（4番人気）
ワイド票数 計 987117 的中 �� 64622（2番人気）�� 29724（9番人気）�� 37877（7番人気）
3連複票数 計1861127 的中 ��� 50131（6番人気）
3連単票数 計2539786 的中 ��� 14149（29番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．8―12．0―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．6―35．4―47．4―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒューマ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Corinthian デビュー 2020．11．14 阪神3着

2018．5．3生 牡3鹿 母 ラヴアンドフェイス 母母 Known Romance 8戦3勝 賞金 34，722，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。

3410612月28日 曇 良 （3阪神6） 第9日 第10競走 ��2，000�フォーチュンカップ
発走15時05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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

89 キングオブドラゴン 牡4黒鹿57 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 498－ 42：00．2 4．1�
22 エールブラーヴ 牡4黒鹿57 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 474＋ 22：00．3� 18．2�
33 ダノンドリーマー 牡3鹿 56 藤岡 佑介�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 498＋10 〃 クビ 4．0�
44 ルージュメサージュ 牝3黒鹿54 �島 克駿 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 ハナ 5．8�
66 ピ ノ ク ル 牡5黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 498－ 22：00．51 33．0�
810 アステロイドベルト �4鹿 57 松山 弘平 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋ 42：01．03 3．1

11 サトノフォース �5黒鹿57 柴山 雄一 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 468＋ 22：01．1� 12．7�
77 ジオフロント 牡3鹿 56 団野 大成 	サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B456＋ 42：02．05 20．2�
55 ポールトゥウィン 牡4鹿 57 高倉 稜 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 浦河 三嶋牧場 526＋10 〃 ハナ 28．5
78 インペリアルフィズ 牡7栗 57 幸 英明 	社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B488＋162：08．4大差 52．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 65，534，000円 複勝： 80，915，100円 枠連： 25，203，100円
馬連： 140，176，100円 馬単： 58，265，300円 ワイド： 98，794，500円
3連複： 199，204，500円 3連単： 300，280，400円 計： 968，373，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 320円 � 150円 枠 連（2－8） 1，480円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 920円 �� 380円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 24，020円

票 数

単勝票数 計 655340 的中 � 127774（3番人気）
複勝票数 計 809151 的中 � 142035（3番人気）� 49439（6番人気）� 168754（1番人気）
枠連票数 計 252031 的中 （2－8） 13535（7番人気）
馬連票数 計1401761 的中 �� 37426（11番人気）
馬単票数 計 582653 的中 �� 9382（17番人気）
ワイド票数 計 987945 的中 �� 27330（11番人気）�� 75333（3番人気）�� 22118（14番人気）
3連複票数 計1992045 的中 ��� 35765（12番人気）
3連単票数 計3002804 的中 ��� 10000（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．4―49．8―1：01．7―1：13．3―1：24．5―1：36．1―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．7
1
3
9，5，2，7，4，10，6（3，8）1
9，5（2，7）10（6，4）8（3，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングオブドラゴン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2019．11．9 福島2着

2017．4．2生 牡4黒鹿 母 ベガスナイト 母母 Words of War 20戦3勝 賞金 68，979，000円
〔その他〕 インペリアルフィズ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

１レース目



3410712月28日 晴 良 （3阪神6） 第9日 第11競走 ��
��1，800�ベテルギウスステークス（Ｌ）

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

611 アイオライト 牡4黒鹿56 菱田 裕二田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 490＋ 41：51．7 14．8�
713 ショウナンナデシコ 牝4栗 55 吉田 隼人国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 482＋ 21：52．12	 2．6�
12 サンダーブリッツ 牡4黒鹿56 西村 淳也草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 504－ 8 〃 ハナ 15．3�
24 ブラックアーメット 牡3黒鹿55 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 510± 01：52．42 6．7�
36 メイショウエイコウ 牡7鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 452＋ 21：52．61 62．8�
510 メイショウダジン 牡4栗 56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 476＋ 7 〃 アタマ 8．9�
816 ゲンパチルシファー 牡5鹿 56 川島 信二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 544＋161：53．02 13．4	
714 スウィープザボード 牡3芦 55 津村 明秀杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 474＋141：53．1	 15．8

59 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡5白 59 坂井 瑠星金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B494＋10 〃 クビ 16．1�
48 リッターシュラーク 牡4黒鹿56 宮崎 北斗西森 功氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 508＋ 21：53．2	 63．2
11 ホウオウトゥルース 
5栗 56 松山 弘平小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：53．3� 8．5�
47 ニシノデイジー 牡5鹿 57 松若 風馬西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 494± 01：53．51 87．1�
23 ウインドジャマー 
4鹿 56 団野 大成多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 B508± 01：53．82 22．5�
35 コスモカレンドゥラ 牡5栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 474＋101：55．28 59．0�
815 ダイメイコリーダ 牡4栗 56 池添 謙一宮本 昇氏 森田 直行 日高 出口牧場 536＋661：58．9大差 45．6�
612 エブリワンブラック 牡4鹿 56 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B486± 0 （競走中止） 29．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 157，175，300円 複勝： 181，587，100円 枠連： 81，015，100円
馬連： 372，459，000円 馬単： 131，114，900円 ワイド： 267，909，500円
3連複： 641，261，700円 3連単： 724，821，400円 計： 2，557，344，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 390円 � 150円 � 330円 枠 連（6－7） 1，190円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 6，890円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 3，410円 �� 850円

3 連 複 ��� 13，590円 3 連 単 ��� 74，310円

票 数

単勝票数 計1571753 的中 � 84645（6番人気）
複勝票数 計1815871 的中 � 99136（7番人気）� 421656（1番人気）� 121910（6番人気）
枠連票数 計 810151 的中 （6－7） 54409（5番人気）
馬連票数 計3724590 的中 �� 116577（8番人気）
馬単票数 計1311149 的中 �� 15221（17番人気）
ワイド票数 計2679095 的中 �� 70292（8番人気）�� 20027（42番人気）�� 86306（5番人気）
3連複票数 計6412617 的中 ��� 37745（39番人気）
3連単票数 計7248214 的中 ��� 7803（197番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．4―49．8―1：02．2―1：14．8―1：27．2―1：38．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイオライト �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2019．6．16 函館4着

2017．3．13生 牡4黒鹿 母 ステラアクトレス 母母 カムイイットー 13戦4勝 賞金 67，729，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 エブリワンブラック号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 リッターシュラーク号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイメイコリーダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月28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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 エイコーン号・クレスコブレイブ号・シャンパンクーペ号・ダイシンバルカン号・トライン号・マイラプソディ号・

ミヤジコクオウ号・レッドヴェイロン号

3410812月28日 晴 良 （3阪神6） 第9日 第12競走 ��1，200�2021ファイナルステークス
発走16時25分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

36 � ローレルアイリス 牝4鹿 52 川又 賢治 �ローレルレーシング 杉山 佳明 新冠 新冠橋本牧場 446＋ 61：08．0 24．6�
713 ジュビリーヘッド 牡4鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B472－ 2 〃 ハナ 5．0�
48 コスモカルナック 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 中山 高鹿康 494－ 21：08．21� 4．2�
23 オースミカテドラル 牡5鹿 54 富田 暁�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 466＋ 61：08．3� 18．4�
24 フォイアーロート 牡3青鹿54 幸 英明吉田 勝己氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462± 01：08．51� 29．4	
59 キャッチミーアップ 牝6鹿 51 亀田 温心畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 478＋ 21：08．6� 14．8

12 ナンヨーアミーコ �8栗 55 宮崎 北斗中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428－ 21：08．7クビ 54．9�
714 ジョニーズララバイ 牡5鹿 55 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞	湖 レイクヴィラファーム 468＋20 〃 アタマ 54．4�
510� ミニオンペール 牝5鹿 52 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 478－ 2 〃 クビ 41．5
11 
 スーパーウーパー 牝3芦 52 松本 大輝�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet

Farm 466－ 41：08．8� 8．4�
816 カワキタアジン 牝4鹿 53 泉谷 楓真川島 徹郎氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 514＋ 6 〃 ハナ 5．9�
611 ショウナンバニラ 牝5鹿 53 坂井 瑠星�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 446－ 21：08．9クビ 9．6�
47 クルークヴァール 牡6鹿 54 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B478＋121：09．0� 49．6�
35 キ ー ダ イ ヤ 牝4鹿 52 斎藤 新青山 洋一氏 藤岡 健一 浦河 谷川牧場 452＋ 2 〃 クビ 26．9�
612
 ショウナンアリアナ 牝5鹿 54 中井 裕二国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 448＋ 21：09．1クビ 41．1�
815 グレイトゲイナー 牡4青鹿56 団野 大成田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 480＋141：09．52� 10．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 180，170，100円 複勝： 206，272，600円 枠連： 82，490，700円 馬連： 374，020，000円 馬単： 135，902，200円
ワイド： 311，485，400円 3連複： 651，254，800円 3連単： 770，797，700円 5重勝： 872，274，100円 計： 3，584，667，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 550円 � 220円 � 180円 枠 連（3－7） 4，230円

馬 連 �� 7，930円 馬 単 �� 19，040円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 2，140円 �� 660円

3 連 複 ��� 11，280円 3 連 単 ��� 99，760円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山11R／阪神11R／中山12R／阪神12R

キャリーオーバー なし����� 4，683，350円

票 数

単勝票数 計1801701 的中 � 58414（9番人気）
複勝票数 計2062726 的中 � 77461（9番人気）� 248262（3番人気）� 355220（1番人気）
枠連票数 計 824907 的中 （3－7） 15590（23番人気）
馬連票数 計3740200 的中 �� 37695（25番人気）
馬単票数 計1359022 的中 �� 5708（65番人気）
ワイド票数 計3114854 的中 �� 28809（33番人気）�� 37742（22番人気）�� 132717（2番人気）
3連複票数 計6512548 的中 ��� 46176（24番人気）
3連単票数 計7707977 的中 ��� 6181（283番人気）
5重勝票数 計8722741 的中 ����� 149

ハロンタイム 12．0―10．4―10．8―11．1―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．2―44．3―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．8
3 7，1，13（5，15）（6，14）8（3，4）9（2，11，10）－（12，16） 4 7，1，13－（5，6，15）14（8，4，9）3（11，10）2（12，16）

勝馬の
紹 介

�ローレルアイリス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 スペシャルウィーク

2017．1．30生 牝4鹿 母 アドマイヤカグラ 母母 シーズライクリオ 7戦3勝 賞金 46，128，000円
地方デビュー 2020．9．2 門別

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アテンフラワー号・ノクターンノーツ号・ビアイ号

５レース目３レース目



（3阪神6）第9日 12月28日（火曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

231，020，000円
5，620，000円
31，470，000円
1，950，000円
26，670，000円
75，507，000円
5，583，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
901，808，500円
1，114，903，200円
322，186，700円
1，615，692，600円
668，068，700円
1，326，126，100円
2，628，020，100円
3，197，951，900円
872，274，100円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 12，647，031，900円

総入場人員 5，083名 （有料入場人員 4，746名）



総計

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
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】
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