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3407312月24日 晴 稍重 （4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）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

814 クールミラボー 牡2鹿 55 C．デムーロ �G1レーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 484－ 21：55．8 1．1�
（仏）

11 ウェザーコック 牡2鹿 55 吉田 隼人ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448＋ 21：56．33 36．6�

59 タガノフリューゲル 牡2鹿 55 藤懸 貴志八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 490＋ 41：56．4� 8．9�

23 タイキクラージュ 牡2鹿 55 �島 克駿�大樹ファーム 谷 潔 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 468＋ 6 〃 ハナ 34．7�

815 ダディーズウォリア 牡2栗 55 浜中 俊田島 大史氏 千田 輝彦 浦河 日進牧場 448＋ 2 〃 ハナ 46．2	
58 バブルアップハート 牡2栗 55

51 ★永島まなみ �京都ホースレーシング 高橋 康之 新ひだか 織田 正敏 556－ 2 〃 クビ 109．3

22 リュクスドレフォン 牡2鹿 55 和田 竜二田畑 憲士氏 平田 修 浦河 三嶋牧場 520＋ 41：57．14 20．6�
34 ヒミノイチシロ 牡2青鹿55 松山 弘平佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 500＋10 〃 クビ 76．1�
47 ヴ ォ ラ ン テ 牡2黒鹿55 藤岡 康太永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 460－ 21：57．73� 112．6
713 タガノアレハンドラ 牝2鹿 54

52 △角田 大河八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 490＋ 41：57．8� 16．7�

35 セイウンカノープス 牡2栗 55 松若 風馬西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 田中 裕之 480＋ 21：58．01� 25．3�
46 リュウノラファール 牡2鹿 55 藤岡 佑介蓑島 竜一氏 四位 洋文 新ひだか 飛野牧場 484± 01：58．42� 192．3�
611 ア ン パ ト 牡2黒鹿 55

54 ☆角田 大和岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 株式会社
千里ファーム 444＋ 21：59．25 471．9�

712 ワンダーカラフル 牡2栗 55 富田 暁山本 能成氏 河内 洋 新ひだか 米田牧場 490－ 41：59．51� 319．3�
610 ミ フ ネ 牡2黒鹿55 幸 英明副島 義久氏 北出 成人 新ひだか 静内山田牧場 500－ 61：59．82 50．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，217，900円 複勝： 216，446，900円 枠連： 16，490，900円
馬連： 63，852，500円 馬単： 45，367，400円 ワイド： 76，116，000円
3連複： 114，264，800円 3連単： 184，917，400円 計： 771，673，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 460円 � 140円 枠 連（1－8） 1，880円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 730円 �� 180円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 9，010円

票 数

単勝票数 計 542179 的中 � 369152（1番人気）
複勝票数 計2164469 的中 � 1726648（1番人気）� 20779（9番人気）� 117797（2番人気）
枠連票数 計 164909 的中 （1－8） 6794（5番人気）
馬連票数 計 638525 的中 �� 28610（7番人気）
馬単票数 計 453674 的中 �� 15156（9番人気）
ワイド票数 計 761160 的中 �� 23018（8番人気）�� 141223（1番人気）�� 6980（23番人気）
3連複票数 計1142648 的中 ��� 27778（9番人気）
3連単票数 計1849174 的中 ��� 14872（25番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．0―12．6―13．1―13．4―13．3―13．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．9―49．5―1：02．6―1：16．0―1：29．3―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F39．8
1
3
5（1，9）－2－（3，12）7，15（13，14）（10，8）－4，11，6・（5，9）（1，2）（3，7）（13，14，15）（12，10）－（6，8）－（4，11）

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

勝馬の
紹 介

クールミラボー �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．11．26 阪神2着

2020．4．12生 牡2鹿 母 サンソヴール 母母 サンヴィクトワール 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01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。

3407412月24日 晴 稍重 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

59 サイレンスタイム 牡2鹿 55 川田 将雅 �京都ホースレーシング 安達 昭夫 新ひだか 坂本 春雄 486－ 21：12．6 2．7�
815 スペキオサレジーナ 牝2青鹿54 横山 和生 MOMOレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B464± 01：13．87 30．2�
47 メイショウライジン 牡2鹿 55 団野 大成松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 486＋ 21：14．33 5．8�
714 ル ソ レ イ ユ 牡2鹿 55 松田 大作サクラターフィークラブ 北出 成人 浦河 バンブー牧場 508－ 4 〃 クビ 8．1�
510 モズメルベイユ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 株式会社

目黒牧場 434＋ 41：14．51 34．7	
48 キージョーカー 牡2青鹿55 川又 賢治北前孔一郎氏 杉山 佳明 新冠 中本牧場 480＋ 81：14．71� 40．3

24 アナザーエース 牡2栗 55

52 ▲大久保友雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 500± 01：15．12� 59．9�

713 ヤエベニシダレ 牝2鹿 54 加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 平取 清水牧場 458± 01：15．2� 426．4�

36 サンライズプライド 牡2栗 55 北村 友一�ライフハウス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：15．51� 2．3
612 ルクスシュナイダー 牡2芦 55

54 ☆亀田 温心�ルクス 村山 明 新ひだか 静内山田牧場 486－ 41：15．71� 167．6�
23 メイショウコウラン 牝2鹿 54

52 △角田 大河松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 386－ 41：15．91� 154．7�
611 カモンザファースト 牡2栗 55 富田 暁中野 秀樹氏 武 英智 日高 奥山牧場 436－ 21：16．43 711．4�
816 ストーリーテラー 牝2鹿 54 国分 恭介ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494－ 61：16．5クビ 166．4�
12 テーオーミシュラン 牡2黒鹿55 岩田 康誠小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 B492± 0 〃 クビ 26．1�
11 スカイインパルス 牡2鹿 55 水口 優也田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 464＋ 21：17．88 712．5�
35 キクノルーナ 牝2栗 54

50 ★永島まなみ菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 406＋ 21：18．12 282．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，558，700円 複勝： 66，308，000円 枠連： 15，427，000円
馬連： 75，091，400円 馬単： 35，872，300円 ワイド： 73，428，100円
3連複： 131，032，500円 3連単： 152，139，700円 計： 605，857，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 520円 � 190円 枠 連（5－8） 3，240円

馬 連 �� 4，980円 馬 単 �� 6，380円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 420円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 6，260円 3 連 単 ��� 29，420円

票 数

単勝票数 計 565587 的中 � 163601（2番人気）
複勝票数 計 663080 的中 � 154897（2番人気）� 23633（7番人気）� 93730（3番人気）
枠連票数 計 154270 的中 （5－8） 3681（9番人気）
馬連票数 計 750914 的中 �� 11683（14番人気）
馬単票数 計 358723 的中 �� 4211（20番人気）
ワイド票数 計 734281 的中 �� 12508（15番人気）�� 49475（3番人気）�� 12422（16番人気）
3連複票数 計1310325 的中 ��� 15674（20番人気）
3連単票数 計1521397 的中 ��� 3748（88番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．2―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―36．0―48．2―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイレンスタイム �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2022．11．19 阪神3着

2020．3．9生 牡2鹿 母 ストームトウショウ 母母 ダーリントウショウ 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔制裁〕 アナザーエース号の調教師宮徹は，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。

サンライズプライド号の騎手北村友一は，3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・15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイインパルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月24日まで平地競

走に出走できない。
キクノルーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月24日まで平地競走

に出走できない。
※ストーリーテラー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第６回 阪神競馬 第７日



3407512月24日 晴 稍重 （4阪神6） 第7日 第3競走 1，400�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

48 ゴルデールスカー 牡2栗 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：26．2 8．0�
（仏）

612 セ ミ マ ル 牡2黒鹿55 川田 将雅田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 490＋ 4 〃 クビ 3．0�
36 マーブルロック 牡2黒鹿55 幸 英明下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 498＋ 21：26．3クビ 3．1�
510 ボ ナ ン ザ 牡2鹿 55 福永 祐一幅田 京子氏 庄野 靖志 日高 浦新 徳司 490＋ 41：26．72� 7．0�
714 サウンドズーム 牡2鹿 55 富田 暁増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 478± 01：26．91 62．4�
816 アナベルヒマワリ 牝2鹿 54

53 ☆小沢 大仁 YMホース 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 442± 01：27．11� 9．0	
11 フェアリーハイ 牝2青鹿54 松若 風馬水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 B476＋ 21：27．2� 129．3

47 イミュータブル 牡2鹿 55 �島 克駿前田 幸治氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 466± 01：27．3アタマ 102．0�
611 ニホンピロラグーナ 牝2栗 54 吉田 隼人小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 442± 01：27．51� 120．6�
713 メイケイビューティ 牝2栗 54 酒井 学名古屋競馬 木原 一良 浦河 酒井牧場 492＋ 81：27．6� 165．5�
24 プラチナリボン 牡2鹿 55

51 ★永島まなみ三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 カナイシスタッド 470± 01：27．7クビ 172．6�
59 ア ン ニ ー ナ 牝2黒鹿54 菱田 裕二門野 重雄氏 池添 兼雄 日高 下河辺牧場 424＋ 21：28．65 251．6�
815 ファニーボーイ 牡2栗 55 岩田 康誠 Him Rock Racing

ホールディングス 安達 昭夫 日高 北田 剛 470－101：28．8� 6．5�
35 コパノモンテカルロ 牡2鹿 55

52 ▲大久保友雅小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 水丸牧場 480－ 61：29．11� 659．6�
23 ロイヤルホープ 牝2青鹿54 �島 良太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 大滝 康晴 434－ 21：29．73� 159．0�
12 ミ ラ ン ダ 牝2鹿 54 和田 竜二鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新ひだか 小河 豊水 458－ 21：30．76 137．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，017，300円 複勝： 75，356，400円 枠連： 15，756，300円
馬連： 79，542，700円 馬単： 36，812，200円 ワイド： 80，289，000円
3連複： 125，636，200円 3連単： 134，188，500円 計： 608，598，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 220円 � 140円 � 130円 枠 連（4－6） 1，190円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 490円 �� 440円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 8，630円

票 数

単勝票数 計 610173 的中 � 60784（5番人気）
複勝票数 計 753564 的中 � 64492（6番人気）� 142865（2番人気）� 187862（1番人気）
枠連票数 計 157563 的中 （4－6） 10218（5番人気）
馬連票数 計 795427 的中 �� 43050（7番人気）
馬単票数 計 368122 的中 �� 9333（15番人気）
ワイド票数 計 802890 的中 �� 37520（8番人気）�� 42555（5番人気）�� 113641（1番人気）
3連複票数 計1256362 的中 ��� 87882（2番人気）
3連単票数 計1341885 的中 ��� 11263（23番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．8―12．5―13．0―13．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．9―47．4―1：00．4―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴルデールスカー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．8．7 新潟4着

2020．3．9生 牡2栗 母 マラムデール 母母 フサイチエアデール 4戦1勝 賞金 6，820，000円
〔制裁〕 ロイヤルホープ号の調教師宮徹は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミランダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月24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 センチュリヒーロー号
※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。

3407612月24日 晴 良 （4阪神6） 第7日 第4競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時30分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．7
1：58．5

良
良

611 セ オ 牡2鹿 55 岩田 望来吉田 千津氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 484± 02：01．5 3．1�
612 アイザックバローズ 牡2黒鹿55 坂井 瑠星猪熊 広次氏 友道 康夫 日高 下河辺牧場 472± 0 〃 ハナ 8．0�
510 アスクドゥポルテ 牡2鹿 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 河内 洋 平取 株式会社

ASK STUD 460＋ 6 〃 クビ 118．3�
714 スマイルスルー 牡2鹿 55 B．ムルザバエフ 吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 506＋142：01．81� 5．1�

（独）

815 ジャスティンレオン 牡2黒鹿55 C．デムーロ 三木 正浩氏 杉山 晴紀 新ひだか 田上 徹 522－ 6 〃 ハナ 3．0�
（仏）

23 ヨ リ キ リ 牡2鹿 55 和田 竜二宮田 直也氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 494－ 82：01．9� 15．0	
12 テイエムスーペリア 牡2鹿 55 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 山際牧場 480＋ 22：02．22 36．1

36 ペネトレイトゴー 牡2芦 55

54 ☆松本 大輝前川 俊行氏 森 秀行 日高 出口牧場 452＋ 6 〃 アタマ 24．8�
35 コパノサントス 牡2青鹿 55

52 ▲今村 聖奈小林 祥晃氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 470－ 22：02．41� 88．8�
48 ジョウショーパワー 牡2黒鹿55 北村 友一熊田 義孝氏 中尾 秀正 新冠 五丸農場 468＋ 2 〃 ハナ 189．6
713 エールミネルヴァ 牝2黒鹿54 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋102：02．5� 10．9�
11 ウォータードラセナ 牝2鹿 54

53 ☆小沢 大仁山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 酒井牧場 516＋ 82：02．71� 584．0�
59 ヴァレーニュ 牡2鹿 55 �島 良太杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 504± 02：03．01� 559．8�
47 エイシンテムジン 牡2鹿 55 吉田 隼人平井 克彦氏 今野 貞一 浦河 栄進牧場 466＋ 22：03．21 132．8�
24 ワンダーハイパー 牡2黒鹿55 藤懸 貴志山本 能成氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 436－ 82：03．3� 322．3�
816 シェケラート 牝2栗 54 M．デムーロ飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 478± 02：03．61� 47．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，424，400円 複勝： 88，397，300円 枠連： 21，166，800円
馬連： 83，465，600円 馬単： 38，997，000円 ワイド： 90，055，300円
3連複： 138，414，700円 3連単： 150，797，100円 計： 673，718，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 250円 � 1，260円 枠 連（6－6） 1，190円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 470円 �� 3，340円 �� 6，950円

3 連 複 ��� 22，660円 3 連 単 ��� 88，950円

票 数

単勝票数 計 624244 的中 � 157500（2番人気）
複勝票数 計 883973 的中 � 224951（1番人気）� 86847（4番人気）� 12572（11番人気）
枠連票数 計 211668 的中 （6－6） 13762（4番人気）
馬連票数 計 834656 的中 �� 55681（4番人気）
馬単票数 計 389970 的中 �� 15697（6番人気）
ワイド票数 計 900553 的中 �� 54449（4番人気）�� 6612（32番人気）�� 3140（44番人気）
3連複票数 計1384147 的中 ��� 4580（64番人気）
3連単票数 計1507971 的中 ��� 1229（243番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．3―12．3―11．9―12．1―11．9―11．4―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．6―49．9―1：01．8―1：13．9―1：25．8―1：37．2―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．7
1
3

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

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

セ オ �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Oasis Dream デビュー 2022．9．25 中京7着

2020．3．21生 牡2鹿 母 ル ー ラ 母母 Dominica 5戦1勝 賞金 10，180，000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。



3407712月24日 晴 良 （4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

715 プッシュオン 牡2青鹿55 松山 弘平ライオンレースホース� 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 456 ―1：49．1 8．5�
713 ミントマーク 牡2青鹿55 B．ムルザバエフ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 クビ 18．2�

（独）

12 フォレスタドーロ 牝2栗 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 432 ―1：49．31 12．7�
47 チ ア ー ズ 牝2黒鹿54 福永 祐一飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 482 ― 〃 クビ 69．3�
36 マ キ シ 牡2鹿 55 川田 将雅大島 昌也氏 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 504 ― 〃 ハナ 3．1	
11 リーチザアマゾネス 牝2鹿 54 岩田 望来杉山 忠国氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 508 ―1：49．4� 2．7


（リーチザエンプレス）

59 ハイランドリンクス 牝2黒鹿54 C．デムーロ 吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 466 ―1：49．5� 11．5�
（仏）

48 ヴ ェ ロ ス 牝2青 54 藤岡 康太�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 468 ―1：50．03 22．7�
23 エ ア サ ン ジ 牡2栗 55 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 520 ―1：50．31� 11．2
35 カズピレウス 牡2鹿 55

53 △角田 大河合同会社雅苑興業 新谷 功一 新ひだか チャンピオンズファーム 442 ― 〃 クビ 34．0�
818 スマートカリス 牝2青鹿54 D．イーガン 大川 徹氏 池江 泰寿 日高 株式会社ス

マート 468 ―1：50．4� 45．4�
（英）

714 ララオーベルジュ 牝2黒鹿54 和田 竜二フジイ興産� 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 468 ―1：50．61� 239．9�
（法942）

817 カ ゼ ノ オ ト 牝2鹿 54 団野 大成坂口 慎吾氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 450 ―1：50．81 240．0�
24 トゥルブレンツ 牝2鹿 54 坂井 瑠星�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 416 ―1：51．01� 69．0�
510 メイショウハギカゼ 牝2芦 54 田中 健松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 林 孝輝 438 ―1：51．21� 202．7�
612 テーオーマルサス 牡2栗 55 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 484 ―1：51．41 183．3�
611 サンマルブライト 牝2青鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 一珍棒牧場 448 ―1：51．72 341．2�
816 カレンチャンキー 牝2鹿 54 秋山真一郎鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 平取 びらとり牧場 460 ―1：51．91 195．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 67，985，400円 複勝： 73，946，700円 枠連： 18，313，700円
馬連： 75，110，600円 馬単： 35，092，600円 ワイド： 78，297，900円
3連複： 116，259，500円 3連単： 113，295，300円 計： 578，301，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 280円 � 460円 � 360円 枠 連（7－7） 5，410円

馬 連 �� 6，470円 馬 単 �� 10，640円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 1，590円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 17，180円 3 連 単 ��� 95，280円

票 数

単勝票数 計 679854 的中 � 63530（3番人気）
複勝票数 計 739467 的中 � 73976（3番人気）� 39593（7番人気）� 53811（5番人気）
枠連票数 計 183137 的中 （7－7） 2622（20番人気）
馬連票数 計 751106 的中 �� 8985（24番人気）
馬単票数 計 350926 的中 �� 2472（37番人気）
ワイド票数 計 782979 的中 �� 10224（23番人気）�� 12775（18番人気）�� 7939（28番人気）
3連複票数 計1162595 的中 ��� 5074（59番人気）
3連単票数 計1132953 的中 ��� 862（293番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．3―12．9―12．8―13．0―12．4―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．0―47．9―1：00．7―1：13．7―1：26．1―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．4
3 7，16（1，18）（2，10）（8，15）（9，17）（3，13，6）（5，14）4，11，12 4 ・（7，16）18（1，10，9，15）（2，17）（8，13，6）（3，14）（5，4，12）－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プッシュオン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Monsun 初出走

2020．4．20生 牡2青鹿 母 ラルナデミエル 母母 La Hermana 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 フォレスタドーロ号の騎手浜中俊は，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：18番）
※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 アイヲヨブテーラー号
※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。

3407812月24日 晴 稍重 （4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

612 モックモック 牡2青鹿 55
52 ▲今村 聖奈山口 正行氏 寺島 良 新ひだか オギオギ牧場 478 ―1：25．4 2．2�

816 アウトリーチ 牝2黒鹿54 D．イーガン 吉田 千津氏 新谷 功一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480 ―1：26．99 6．2�

（英）

714 リアルエッジ 牡2鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム 510 ―1：27．21� 4．0�
36 ジオジーニー 牝2黒鹿54 菱田 裕二小川眞査雄氏 辻野 泰之 新ひだか 下屋敷牧場 444 ―1：27．52 24．2�
713 ミスフライデー 牝2芦 54

51 ▲川端 海翼木部 厳生氏 浜田多実雄 日高 木部ファーム 440 ―1：28．03 199．0�
24 アイファーシアトル 牝2黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 �島 一歩 日高 株式会社

アースファーム 456 ―1：28．2� 64．8	
59 レインボーウェザー 牝2鹿 54 武 豊 TGレーシング 今野 貞一 千歳 社台ファーム 450 ―1：28．3� 6．1

35 バ ス テ ィ ア 牡2黒鹿55 松若 風馬ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484 ―1：28．4� 124．4�
12 ナイトアクアリウム 牡2芦 55

51 ★永島まなみ �グリーンファーム杉山 佳明 千歳 社台ファーム 498 ―1：28．72 19．0�
48 エ リ ス グ リ 牡2芦 55 小崎 綾也中西 功氏 牧田 和弥 平取 高橋 啓 496 ―1：28．8� 21．1
815 テリオスカイ 牡2芦 55

54 ☆松本 大輝鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 506 ―1：29．75 49．5�
510 シングルリード 牝2鹿 54

52 △角田 大河中本 行則氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 428 ―1：30．12� 128．7�
11 レガーリデルソーレ 牝2鹿 54 国分 優作ライオンレースホース� 松下 武士 新ひだか 前川 勝春 452 ―1：30．52 208．6�
611 アレプリュロアン 牝2鹿 54 和田 竜二土井久美子氏 渡辺 薫彦 新冠 錦岡牧場 456 ― 〃 クビ 79．7�
23 ヘニーイクシード 牡2栗 55 荻野 極大塚 亮一氏 田村 康仁 洞�湖 レイクヴィラファーム 476 ―1：32．8大差 57．5�
47 ルナスティール 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心大戸 志浦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 高橋 修 456 ―1：34．28 188．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，500，600円 複勝： 61，665，700円 枠連： 15，612，000円
馬連： 73，006，400円 馬単： 37，624，200円 ワイド： 70，529，400円
3連複： 106，474，600円 3連単： 121，828，800円 計： 549，241，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 170円 � 150円 枠 連（6－8） 660円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 350円 �� 300円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 4，380円

票 数

単勝票数 計 625006 的中 � 220346（1番人気）
複勝票数 計 616657 的中 � 142676（1番人気）� 79548（4番人気）� 105096（2番人気）
枠連票数 計 156120 的中 （6－8） 18302（2番人気）
馬連票数 計 730064 的中 �� 76464（3番人気）
馬単票数 計 376242 的中 �� 26294（3番人気）
ワイド票数 計 705294 的中 �� 51806（3番人気）�� 62125（1番人気）�� 37141（5番人気）
3連複票数 計1064746 的中 ��� 61646（2番人気）
3連単票数 計1218288 的中 ��� 20139（5番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．0―12．8―12．3―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．2―48．0―1：00．3―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モックモック �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 Singspiel 初出走

2020．5．15生 牡2青鹿 母 ジュピターズビコー 母母 Willow Gold 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レガーリデルソーレ号・アレプリュロアン号・ヘニーイクシード号・ルナスティール号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月24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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 シャウラ号・タマモオトメ号・メイショウスイケイ号・ラヴェリテ号・ラーク号
※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24日 晴 稍重 （4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）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

89 ラッキーモー �4鹿 57 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：54．4 34．5�
（独）

78 テーオーサンドニ 牡3鹿 56 坂井 瑠星小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 478＋ 41：54．61 4．0�
810 ブラジリアンソング 牡3青鹿56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B502＋ 61：54．81� 11．4�
33 グリューヴルム 牡3黒鹿56 岩田 望来 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：55．11� 2．2�
55 ロードマゼラン 牡3青鹿56 D．イーガン �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 510＋ 41：55．42 13．7	

（英）

44 メイショウマントル 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 522＋101：55．5� 6．0

66 ワールドハート 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 452＋ 21：55．71� 19．4�
77 テイエムシニスター 牡3栗 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 490－ 21：56．01� 69．7�
22 レッドデクスター 牡3青鹿56 	島 克駿 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 474＋121：56．21� 7．9
11 
 キトゥンズワルツ 牝4黒鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 茶木 太樹 米 Shadai Cor-

poration 472＋141：58．5大差 107．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 61，519，400円 複勝： 80，838，600円 枠連： 12，368，000円
馬連： 75，775，800円 馬単： 39，222，900円 ワイド： 77，236，300円
3連複： 125，828，200円 3連単： 186，006，400円 計： 658，795，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，450円 複 勝 � 670円 � 180円 � 390円 枠 連（7－8） 1，880円

馬 連 �� 8，670円 馬 単 �� 19，570円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 2，990円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 22，100円 3 連 単 ��� 178，610円

票 数

単勝票数 計 615194 的中 � 14263（8番人気）
複勝票数 計 808386 的中 � 26112（8番人気）� 148924（2番人気）� 49122（7番人気）
枠連票数 計 123680 的中 （7－8） 5098（7番人気）
馬連票数 計 757758 的中 �� 6769（25番人気）
馬単票数 計 392229 的中 �� 1503（49番人気）
ワイド票数 計 772363 的中 �� 8723（23番人気）�� 6535（26番人気）�� 20268（14番人気）
3連複票数 計1258282 的中 ��� 4269（54番人気）
3連単票数 計1860064 的中 ��� 755（355番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―38．0―50．4―1：03．2―1：15．9―1：28．4―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラッキーモー �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Bernstein デビュー 2020．10．17 京都1着

2018．1．25生 �4鹿 母 ラッキートゥビーミー 母母 Belle Erzulie 8戦2勝 賞金 14，700，000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24日 晴 稍重 （4阪神6） 第7日 第8競走 ��1，400�3歳以上2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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

714 ハッピースワニー 牝3栗 54 C．デムーロ 馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 平取 雅 牧場 B440＋ 61：24．2 2．0�
（仏）

48 メイショウホマレ 牝3黒鹿54 松山 弘平松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 462＋ 81：24．83� 7．2�
59 � ヒルノアマランテ 牡6鹿 57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 畠山牧場 540＋101：25．11� 11．0�
612� マイネルプロンプト 	10黒鹿57 古川 吉洋岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 81：25．2� 332．4�
510 メタモルフォーゼ 牝5鹿 55 坂井 瑠星�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 468± 0 〃 クビ 8．2	
23 
 タイミングナウ 	6鹿 57 武 豊�キーファーズ 四位 洋文 米 KatieRich

Farms 484＋ 21：25．62� 3．6

611 サブロンカズマ 牡4鹿 57 B．ムルザバエフ 合同会社雅苑興業 深山 雅史 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：25．92 125．7�

（独）

36 � ガ ム ラ ン 牡4栗 57 M．デムーロニットー商事� 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 516＋ 41：26．1� 117．4�
816 パ ル デ ン ス 牡4鹿 57

54 ▲今村 聖奈山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 500＋101：26．2クビ 27．4
47 � パクスジャポニカ 牡4鹿 57 幸 英明田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 谷岡スタット 488＋ 31：26．3� 179．4�
713� ヒートヘイズ 牡4鹿 57

53 ★永島まなみ �フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 486－ 4 〃 クビ 231．3�
11 リュクスウォリアー 牡5鹿 57 藤懸 貴志田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 B514＋141：26．4クビ 49．4�
12 レッドロムルス 牡4栗 57 斎藤 新 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 385．8�
815 シューラヴァラ 牡4黒鹿57 和田 竜二高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 466＋101：26．5クビ 26．3�
24 ヒ ヤ 牡4鹿 57 藤岡 康太山口 正行氏 �島 一歩 日高 若林 順一 464＋ 21：26．6� 167．3�
35 � クリノキララ 牝4鹿 55

52 ▲大久保友雅栗本 博晴氏 畑端 省吾 日高 増尾牧場 462＋ 21：26．91� 297．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 70，516，800円 複勝： 84，314，900円 枠連： 22，592，900円
馬連： 101，773，700円 馬単： 49，442，600円 ワイド： 106，143，200円
3連複： 166，386，300円 3連単： 207，427，400円 計： 808，597，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 190円 � 220円 枠 連（4－7） 870円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 400円 �� 340円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 7，260円

票 数

単勝票数 計 705168 的中 � 274996（1番人気）
複勝票数 計 843149 的中 � 236531（1番人気）� 97124（4番人気）� 78159（5番人気）
枠連票数 計 225929 的中 （4－7） 19957（4番人気）
馬連票数 計1017737 的中 �� 85763（4番人気）
馬単票数 計 494426 的中 �� 28391（4番人気）
ワイド票数 計1061432 的中 �� 70455（4番人気）�� 84352（2番人気）�� 20325（12番人気）
3連複票数 計1663863 的中 ��� 58801（6番人気）
3連単票数 計2074274 的中 ��� 20691（17番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―11．8―12．3―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．5―34．0―45．8―58．1―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．4
3 ・（1，3，8）（14，5）（9，16）2，15，7－（6，11）－12（4，10，13） 4 ・（1，3，8）14（9，16）－（2，15）（7，5）－（6，11）12（4，10，13）

勝馬の
紹 介

ハッピースワニー �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．10．24 新潟3着

2019．5．4生 牝3栗 母 ハッピーロングラン 母母 ハッピーラン 8戦3勝 賞金 34，110，000円
〔発走状況〕 パクスジャポニカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 メイショウカイト号
※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24日 晴 良 （4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 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．1
1：20．1

良
良

89 テ ラ ス テ ラ 牡2鹿 55 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 470－ 21：21．7 13．6�
55 � ペースセッティング 牡2鹿 55 C．デムーロ �シルクレーシング 安田 隆行 英 Northern

Farm 490＋ 6 〃 クビ 1．5�
（仏）

44 テンノメッセージ 牝2黒鹿54 D．イーガン 天白 泰司氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 458－ 21：21．8クビ 4．0�
（英）

77 ダンシングニードル 牝2栗 54 団野 大成窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 474－ 21：21．9� 11．3�
88 サンライズピース 牡2鹿 55 吉田 隼人松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 490－ 8 〃 アタマ 29．2	
11 ロードスパイラル 牡2鹿 55 福永 祐一 �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 470＋ 21：22．32	 16．1

22 トーセントラム 牡2鹿 55 幸 英明島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 428－ 4 〃 アタマ 82．5�
66 メイショウヒュウガ 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 まるとみ冨岡牧場 496＋181：22．51	 12．7
33 ブライトサイン 牝2鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：22．71
 33．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 84，299，300円 複勝： 180，278，000円 枠連： 16，573，500円
馬連： 113，062，500円 馬単： 72，877，600円 ワイド： 96，056，600円
3連複： 174，617，600円 3連単： 369，262，700円 計： 1，107，027，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 220円 � 110円 � 120円 枠 連（5－8） 710円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 310円 �� 550円 �� 140円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 11，860円

票 数

単勝票数 計 842993 的中 � 49463（5番人気）
複勝票数 計1802780 的中 � 66204（6番人気）� 1169830（1番人気）� 213596（2番人気）
枠連票数 計 165735 的中 （5－8） 18081（2番人気）
馬連票数 計1130625 的中 �� 96111（3番人気）
馬単票数 計 728776 的中 �� 15217（11番人気）
ワイド票数 計 960566 的中 �� 66840（3番人気）�� 34061（9番人気）�� 233464（1番人気）
3連複票数 計1746176 的中 ��� 183873（2番人気）
3連単票数 計3692627 的中 ��� 22570（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．3―47．1―58．5―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ラ ス テ ラ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．8．6 札幌3着

2020．2．24生 牡2鹿 母 ステラリード 母母 ウェルシュステラ 5戦2勝 賞金 18，789，000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24日 晴 稍重 （4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，R3．12．25以降R4．12．18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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

59 プロミストウォリア 牡5鹿 56 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 野中 賢二 平取 坂東牧場 520－ 41：52．0 2．9�
（独）

510 シ ダ ー 牝3鹿 53 松山 弘平ケーエスHD 本田 優 新冠 小泉牧場 B486＋ 41：53．06 8．0�
35 ロッキーサンダー 牡5鹿 55 坂井 瑠星原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 B486＋ 41：53．1� 12．7�
11 クインズバジル 牝4鹿 52 古川 吉洋 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新冠 ハシモトフアーム 460－ 81：53．73� 155．7�
24 モ ズ マ ゾ ク 牡4青 55 武 豊 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 B490＋ 2 〃 ハナ 24．6	
36 ド ラ イ ゼ 牝3栗 53 横山 和生 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 500＋ 21：54．02 4．4

23 ク ロ ニ ク ル 牡3鹿 55 吉田 隼人ゴドルフィン 田中 克典 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 61：54．2� 3．4�
713 ビ ジ ン 牝3黒鹿52 富田 暁菅藤 孝雄氏 武 英智 新ひだか 飛野牧場 468＋ 21：54．41 77．5�
815 インベルシオン 牡3鹿 54 岩田 望来前田 幸貴氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 542＋ 61：54．72 13．5
47 アドマイヤメティス 牝5鹿 53 浜中 俊近藤 旬子氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 426－ 2 〃 ハナ 96．6�
612 フォルテデイマルミ 牡4黒鹿54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 494＋141：55．12� 106．5�
12 ペイシャクェーサー 牝4鹿 51 永島まなみ北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 478－ 21：55．31� 121．8�
48 アズユーフィール 牡4黒鹿55 和田 竜二 �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 B514＋ 6 〃 アタマ 85．4�
816 チェルアルコ 牝5栗 51 小沢 大仁吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム B526－ 2 〃 クビ 381．4�
714 スペースクラフト �6芦 54 横山 典弘 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 502＋ 81：57．4大差 90．3�
611 ラインハイト 牡5黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B488＋ 41：59．6大差 256．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，906，300円 複勝： 135，806，900円 枠連： 40，448，400円
馬連： 189，037，200円 馬単： 76，165，300円 ワイド： 162，508，000円
3連複： 302，338，400円 3連単： 337，866，500円 計： 1，346，077，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 200円 � 270円 枠 連（5－5） 1，060円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 440円 �� 530円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 8，060円

票 数

単勝票数 計1019063 的中 � 279980（1番人気）
複勝票数 計1358069 的中 � 277528（2番人気）� 169881（4番人気）� 108512（5番人気）
枠連票数 計 404484 的中 （5－5） 29345（4番人気）
馬連票数 計1890372 的中 �� 164645（4番人気）
馬単票数 計 761653 的中 �� 42052（2番人気）
ワイド票数 計1625080 的中 �� 98087（4番人気）�� 79113（6番人気）�� 40013（13番人気）
3連複票数 計3023384 的中 ��� 91469（6番人気）
3連単票数 計3378665 的中 ��� 30365（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．5―49．4―1：01．5―1：13．9―1：26．4―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．1
1
3
9（6，13）15（3，10，14）（4，7）1（5，8，11）－16－2－12
9，13，14（6，15，10）4，3（1，7）－（5，16）8－11＝2－12

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

勝馬の
紹 介

プロミストウォリア �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．3．29 阪神1着

2017．3．26生 牡5鹿 母 プロミストスパーク 母母 プ レ イ ン 6戦4勝 賞金 46，736，000円
〔発走状況〕 チェルアルコ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 チェルアルコ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スペースクラフト号・ラインハイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月24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。
（非抽選馬） 2頭 ムエックス号・メイショウヨカゼ号
※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。



3408312月24日 晴 良 （4阪神6） 第7日 第11競走 ��
��1，400�第17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 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

714 ダイアトニック 牡7鹿 57 岩田 康誠 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 478＋ 61：20．2 4．2�
818 グレナディアガーズ 牡4鹿 57 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 470 〃 ハナ 4．4�

（仏）

23 ラウダシオン 牡5鹿 57 B．ムルザバエフ �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 526＋101：20．3� 44．9�

（独）

47 バスラットレオン 牡4鹿 57 川田 将雅広尾レース� 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 498＋ 81：20．4クビ 5．8�
12 ダイメイフジ 牡8鹿 57 菱田 裕二宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 532＋ 6 〃 クビ 368．2	
611 ルチェカリーナ 牝4栗 55 M．デムーロ加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 490＋ 2 〃 アタマ 20．5

35 ミッキーブリランテ 牡6鹿 57 和田 竜二野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484＋ 8 〃 ハナ 154．6�
24 トゥラヴェスーラ 牡7鹿 57 	島 克駿吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 496＋ 4 〃 ハナ 9．5�
510
 ロータスランド 牝5鹿 55 岩田 望来合同会社小林英一

ホールディングス 辻野 泰之 米 Dr. Aaron Sones &
Dr. Naoya Yoshida 480－ 21：20．6� 4．5

612 エントシャイデン 牡7芦 57 坂井 瑠星前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478 〃 クビ 62．0�

817
 トリプルエース 牡5青鹿57 福永 祐一ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 508＋ 61：20．81 36．3�
11 カイザーミノル 牡6鹿 57 荻野 極吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B462± 0 〃 ハナ 29．1�
816 ルプリュフォール �6鹿 57 武 豊名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 502＋ 2 〃 ハナ 14．0�
713 オパールシャルム 牝5栗 55 松若 風馬落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 476－ 61：21．22� 340．0�
36 メイショウチタン 牡5黒鹿57 国分 恭介松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 488＋121：21．52 109．5�
59 ライトオンキュー 牡7鹿 57 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 41：22．56 107．5�
715 キングオブコージ 牡6鹿 57 横山 典弘増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 61：22．6� 29．0�
48 プ ル パ レ イ 牡3鹿 56 西村 淳也 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B498＋ 61：22．7クビ 166．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 322，906，700円 複勝： 433，213，700円 枠連： 126，294，900円
馬連： 760，852，500円 馬単： 255，994，000円 ワイド： 681，555，000円
3連複： 1，541，675，300円 3連単： 1，474，225，700円 計： 5，596，717，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 190円 � 880円 枠 連（7－8） 540円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 440円 �� 3，970円 �� 4，340円

3 連 複 ��� 20，990円 3 連 単 ��� 77，230円

票 数

単勝票数 計3229067 的中 � 612023（1番人気）
複勝票数 計4332137 的中 � 761952（1番人気）� 642272（3番人気）� 93521（11番人気）
枠連票数 計1262949 的中 （7－8） 180322（1番人気）
馬連票数 計7608525 的中 �� 562712（2番人気）
馬単票数 計2559940 的中 �� 89070（4番人気）
ワイド票数 計6815550 的中 �� 438071（2番人気）�� 41738（42番人気）�� 38146（45番人気）
3連複票数 計15416753 的中 ��� 55060（70番人気）
3連単票数 計14742257 的中 ��� 13839（249番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．8―11．3―11．4―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．4―44．7―56．1―1：08．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイアトニック �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．12．16 阪神1着

2015．5．12生 牡7鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ 26戦10勝 賞金 460，434，000円
〔その他〕 ライトオンキュー号は，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〕 ライトオンキュー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年2月24日まで出走できない。
※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） 1頭 ルッジェーロ号
（非抽選馬） 1頭 キングエルメス号
※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。

3408412月24日 晴 良 （4阪神6） 第7日 第12競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
発走16時20分 （芝・右・外）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

44 リ ア ド 牡3鹿 55 D．イーガン 大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：27．1 1．5�
（英）

66 ケンハービンジャー 牡4鹿 57
55 △角田 大河中西 桂子氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 444± 02：27．31� 21．1�
22 ブルーゲート 牝3黒鹿 53

50 ▲今村 聖奈石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 428－ 42：27．4� 5．8�
88 ジェニーアムレット 牝4鹿 55 C．デムーロ �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：27．93 11．9�

（仏）

11 クリノイヴァンカ 牝6鹿 55 和田 翼栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 478＋122：28．75 144．7�
33 ラフダイヤモンド 牝5栗 55

51 ★永島まなみ�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 488＋ 22：29．01� 31．5	
77 ホウオウフウジン 牡3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 B510－ 62：29．1クビ 6．2

55 	 マテンロウアレス 
4鹿 57 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 496± 02：30．48 8．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 107，767，000円 複勝： 184，567，300円 枠連： 発売なし
馬連： 146，264，800円 馬単： 101，068，500円 ワイド： 127，329，100円
3連複： 206，479，600円 3連単： 600，615，800円 計： 1，474，092，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 210円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 320円 �� 190円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計1077670 的中 � 541000（1番人気）
複勝票数 計1845673 的中 � 1238968（1番人気）� 75188（6番人気）� 151139（2番人気）
馬連票数 計1462648 的中 �� 94551（5番人気）
馬単票数 計1010685 的中 �� 51140（7番人気）
ワイド票数 計1273291 的中 �� 97206（5番人気）�� 206224（1番人気）�� 34415（12番人気）
3連複票数 計2064796 的中 ��� 144349（4番人気）
3連単票数 計6006158 的中 ��� 105182（14番人気）

ハロンタイム 12．7―10．5―11．9―12．3―12．7―12．6―13．2―12．5―12．4―12．3―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．2―35．1―47．4―1：00．1―1：12．7―1：25．9―1：38．4―1：50．8―2：03．1―2：14．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リ ア ド �

父 ディープインパクト �


母父 Tiznow デビュー 2021．10．24 阪神1着

2019．2．17生 牡3鹿 母 タイタンクイーン 母母 Ensnare 8戦2勝 賞金 36，688，000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。



（4阪神6）第7日 12月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 174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

299，120，000円
35，840，000円
2，570，000円
38，800，000円
78，888，000円
5，091，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
1，113，619，800円
1，681，140，400円
321，044，400円
1，836，835，700円
824，536，600円
1，719，543，900円
3，249，407，700円
4，032，571，300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 14，778，699，800円

総入場人員 8，955名 （有料入場人員 8，684名）
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