
3406112月18日 晴 良 （4阪神6） 第6日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

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

33 ギリギリチョップ 牡2黒鹿55 坂井 瑠星風早 信昭氏 大久保龍志 浦河 富菜牧場 538＋ 61：55．0 2．6�
11 ラ キ ッ シ ュ 牡2鹿 55 和田 竜二�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 506－ 21：55．32 32．9�
79 マルモルミエール 牡2芦 55 酒井 学まるも組合 木原 一良 浦河 オカモトファーム 478－ 41：56．36 11．3�
67 イエスウィズキャン 牡2鹿 55

54 ☆小沢 大仁吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 三石橋本牧場 558－ 41：56．4� 15．9�
56 サンデーヒーロー 牡2鹿 55 �島 克駿山田 裕仁氏 中村 直也 浦河 バンブー牧場 460± 01：56．5クビ 5．3�
44 ロードパレス 牡2鹿 55 川須 栄彦 	ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 464－ 21：58．09 127．9

68 シャドウソニック 牡2鹿 55 福永 祐一飯塚 知一氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 502＋ 61：58．42� 3．2�
812 アズマサクラエモン 牡2鹿 55 松山 弘平東 哲次氏 加用 正 日高 木村牧場 532＋ 41：58．93 11．9�
710 システムリブート 牡2鹿 55 D．イーガン 山口 裕介氏 吉岡 辰弥 浦河 富田牧場 502＋ 22：00．07 25．8

（英）

55 タマモソリスト 牡2黒鹿55 国分 優作タマモ	 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 528－ 22：00．21 196．8�
22 ゴ ー ギ ャ ン 牡2鹿 55

53 △角田 大河薪浦 亨氏 中竹 和也 新ひだか 静内フアーム 536＋ 22：04．2大差 260．6�
811 ウインフロリゼル 牡2青鹿55 吉田 隼人	ウイン 西園 正都 新ひだか 桜井牧場 466－ 22：06．3大差 80．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，404，700円 複勝： 47，369，300円 枠連： 9，142，200円
馬連： 58，160，500円 馬単： 28，426，500円 ワイド： 53，332，700円
3連複： 100，728，100円 3連単： 118，639，700円 計： 459，203，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 660円 � 320円 枠 連（1－3） 3，910円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 680円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 11，700円 3 連 単 ��� 43，410円

票 数

単勝票数 計 434047 的中 � 133562（1番人気）
複勝票数 計 473693 的中 � 98216（3番人気）� 14878（8番人気）� 35011（5番人気）
枠連票数 計 91422 的中 （1－3） 1809（12番人気）
馬連票数 計 581605 的中 �� 12675（13番人気）
馬単票数 計 284265 的中 �� 4493（20番人気）
ワイド票数 計 533327 的中 �� 10292（18番人気）�� 21074（8番人気）�� 4323（28番人気）
3連複票数 計1007281 的中 ��� 6454（36番人気）
3連単票数 計1186397 的中 ��� 1981（139番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．0―12．5―12．5―12．8―12．8―13．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―37．6―50．1―1：02．6―1：15．4―1：28．2―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．6
1
3
3（9，10）（1，5，11）7，6，8－12－（2，4）・（3，9）（1，10）5，7，6（4，12，8）－11＝2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ギリギリチョップ �
�
父 タリスマニック �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．10．2 中京8着

2020．4．2生 牡2黒鹿 母 オースミフブキ 母母 オースミハルカ 3戦1勝 賞金 5，980，000円
〔制裁〕 サンデーヒーロー号の騎手�島克駿は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモソリスト号・ゴーギャン号・ウインフロリゼル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和5年1月18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。

3406212月18日 晴 良 （4阪神6） 第6日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

24 � スモーキンビリー 牡2鹿 55 武 豊江馬 由将氏 音無 秀孝 米 Mullikin Thor-
oughbreds 480－ 21：14．2 5．1�

23 � グランファラオ 牡2鹿 55 川田 将雅福盛 訓之氏 高橋 義忠 米 Dennis A.
Drazin 500－ 21：14．3� 1．9�

611 ブ ラ ー ヴ 牡2鹿 55 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 482± 0 〃 ハナ 15．7�
35 � ボタニカルガーデン 牝2鹿 54 藤岡 佑介ゴドルフィン 四位 洋文 英

C&S Bloodstock
Ltd, A Davis &
G Doran

430－ 21：14．4� 6．9�
48 クリノヒーロー 牡2栗 55

53 △角田 大河栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 474＋ 81：14．82� 60．7�
612 メイショウカジキ 牡2栗 55 加藤 祥太松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 高昭牧場 472＋ 21：15．22� 261．1�
815 ハクサンパイオニア 牡2黒鹿55 �島 克駿河﨑 五市氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 494＋ 21：15．3� 5．7	
36 ディアドコス 牡2黒鹿55 酒井 学岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新冠 津田牧場 452－ 21：15．61� 200．9

714 タケウチリッキー 牝2鹿 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 大北牧場 488－ 81：15．7� 222．8�
59 プロパルジョン 牡2鹿 55 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 様似 猿倉牧場 468－ 21：15．9� 70．8�
11 エコログラッツェ 牡2鹿 55

54 ☆小沢 大仁原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 494＋ 81：16．11� 417．4
47 ペイシャメガミ 牝2栗 54 荻野 琢真北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 桑田 正己 442－ 21：16．84 771．6�
816 マンゴーパッション 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希村田 滋氏 服部 利之 新冠 ヒカル牧場 400－ 21：16．9� 796．9�
12 マックザナイフ 牝2黒鹿54 太宰 啓介市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 434－ 21：17．85 597．9�
713 レイズミーアップ 牡2鹿 55 川島 信二松田 整二氏 荒川 義之 浦河 富塚ファーム 432＋201：18．01	 237．3�
510 エ ミ ー ラ 牝2鹿 54 坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436＋ 61：18．53 23．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，920，200円 複勝： 100，748，600円 枠連： 14，801，800円
馬連： 66，930，300円 馬単： 38，713，400円 ワイド： 68，295，900円
3連複： 111，322，800円 3連単： 149，647，000円 計： 616，380，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 110円 � 220円 枠 連（2－2） 370円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 230円 �� 980円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 8，390円

票 数

単勝票数 計 659202 的中 � 107920（2番人気）
複勝票数 計1007486 的中 � 106431（2番人気）� 531073（1番人気）� 56984（5番人気）
枠連票数 計 148018 的中 （2－2） 30250（2番人気）
馬連票数 計 669303 的中 �� 122078（1番人気）
馬単票数 計 387134 的中 �� 27521（4番人気）
ワイド票数 計 682959 的中 �� 87302（2番人気）�� 15509（11番人気）�� 32779（6番人気）
3連複票数 計1113228 的中 ��� 41549（6番人気）
3連単票数 計1496470 的中 ��� 12923（26番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―11．9―12．6―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―22．9―34．8―47．4―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F39．4
3 15－4，3（10，11）－（5，6）14－（9，13）16（1，8）12－7＝2 4 ・（15，4）（3，11）－（5，10，6）－14（9，13，16）8，12，1，7＝2

勝馬の
紹 介

�スモーキンビリー �
�
父 Free Drop Billy �

�
母父 Bodemeister デビュー 2022．11．19 阪神2着

2020．1．29生 牡2鹿 母 Buy for Less 母母 Ayla Bella 3戦1勝 賞金 8，000，000円
〔騎手変更〕 エコログラッツェ号の騎手�島良太は，第5日第8競走での入線後の落馬負傷のため小沢大仁に変更。
〔発走状況〕 エコログラッツェ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 エコログラッツェ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エミーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月18日まで平地競走に出

走できない。

第６回 阪神競馬 第６日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3406312月18日 晴 良 （4阪神6） 第6日 第3競走 1，600�2歳未勝利
発走11時05分 （芝・右・外）

牝；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
1：32．3
1：32．3

良
良

814 ハ ー パ ー 牝2鹿 54 D．イーガン エムズレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478± 01：35．3 3．2�
（英）

11 メイショウコボケ 牝2黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 478± 01：35．61� 20．4�
46 ロッソジュリア 牝2黒鹿54 C．ルメール�OUMA 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 424－ 2 〃 ハナ 6．4�
23 オ ル ノ ア 牝2鹿 54 武 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 492－ 61：35．81 5．2�
34 ト ラ ミ ナ ー 牝2黒鹿54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：35．91 3．2�
47 テーオーシルビア 牝2鹿 54 坂井 瑠星小笹 公也氏 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 486＋ 61：36．0� 10．3	
815 ローズバルサム 牝2黒鹿54 横山 武史�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 21：36．1クビ 27．8

713 タガノドゥリ 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 446± 01：36．31� 28．9�

610 フェアリープト 牝2青 54 国分 優作吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 472－ 21：36．4� 250．0�
59 メリーコッカー 牝2芦 54 松山 弘平小林竜太郎氏 千田 輝彦 新冠 須崎牧場 414－ 41：37．03� 358．7
35 ピュアゴールド 牝2栗 54 小崎 綾也宮﨑 吉二氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 422＋ 41：37．21� 363．8�
58 クリノクリスタル 牝2芦 54 藤岡 康太栗本 守氏 大橋 勇樹 日高 浜本牧場 462＋ 41：37．52 342．9�
22 レクタアーバ 牝2鹿 54 酒井 学�イクタ 藤沢 則雄 日高 長谷川 一男 472＋ 41：38．24 745．4�
611 カリーナアンジェロ 牝2鹿 54 �島 克駿大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 450－ 21：38．41 501．6�
712 キミニオクル 牝2栗 54

53 ☆小沢 大仁小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 472－ 21：41．5大差 513．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 60，607，600円 複勝： 71，698，500円 枠連： 12，260，300円
馬連： 78，574，000円 馬単： 34，468，600円 ワイド： 74，290，300円
3連複： 121，295，200円 3連単： 138，587，700円 計： 591，782，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 300円 � 180円 枠 連（1－8） 2，620円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 5，170円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 490円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 6，520円 3 連 単 ��� 27，810円

票 数

単勝票数 計 606076 的中 � 155401（1番人気）
複勝票数 計 716985 的中 � 137495（2番人気）� 49995（6番人気）� 104309（4番人気）
枠連票数 計 122603 的中 （1－8） 3619（8番人気）
馬連票数 計 785740 的中 �� 16193（12番人気）
馬単票数 計 344686 的中 �� 4991（20番人気）
ワイド票数 計 742903 的中 �� 16645（13番人気）�� 41427（6番人気）�� 14311（18番人気）
3連複票数 計1212952 的中 ��� 13950（22番人気）
3連単票数 計1385877 的中 ��� 3612（100番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．3―12．6―12．2―11．7―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．7―36．0―48．6―1：00．8―1：12．5―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ー パ ー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Jump Start デビュー 2022．11．27 阪神2着

2020．1．18生 牝2鹿 母 セ レ ス タ 母母 Serata 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キミニオクル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月18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。

3406412月18日 晴 良 （4阪神6） 第6日 第4競走 1，800�2歳未勝利
発走11時35分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：45．6
1：44．5

良
良

34 ショウナンバシット 牡2鹿 55 福永 祐一国本 哲秀氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：47．5 2．0�
11 ストーンヘンジ 牡2黒鹿55 和田 竜二桑畑 夏美氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 490＋ 41：47．92� 21．5�
35 ソニックライト 牝2黒鹿54 C．ルメール �ロードホースクラブ 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 486－ 61：48．0� 5．7�
47 ゴーフォマームード 牝2黒鹿54 横山 武史前田 剛氏 長谷川浩大 浦河 笹島 智則 422－ 61：48．42� 28．0�
712 ラ ム ケ イ 牝2鹿 54 吉田 隼人平井 裕氏 吉岡 辰弥 日高 白井牧場 504－ 41：48．82� 241．5�
611 ブレイヴロッカー 牡2芦 55 藤岡 康太吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 456± 01：49．12 59．3	
23 ヴァレーニュ 牡2鹿 55 小崎 綾也杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 504± 0 〃 ハナ 632．7

22 ビ レ イ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 4 〃 アタマ 210．0�
46 スズカハービン 牡2栗 55 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 466＋ 61：49．63 17．0�
815 アンノウンレディ 牝2鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 21：49．7� 73．8
610 グレイコード 牝2栗 54

53 ☆小沢 大仁 �社台レースホース高柳 大輔 千歳 社台ファーム 400－ 41：49．8クビ 60．2�
58 マリアナトレンチ 牡2栗 55 松山 弘平谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470± 01：50．22� 46．7�
713 ゴ ン ド ワ ナ 牡2青鹿55 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 81：50．52 435．9�
814 ジュンフカリ 牡2鹿 55 川田 将雅河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440－ 21：51．02� 3．2�
59 カシノフェリクス 牝2鹿 54 酒井 学柏木 務氏 藤沢 則雄 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 430± 01：52．06 799．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 59，557，300円 複勝： 63，254，700円 枠連： 19，165，800円
馬連： 69，237，000円 馬単： 35，913，200円 ワイド： 75，422，900円
3連複： 119，013，600円 3連単： 142，065，600円 計： 583，630，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 260円 � 160円 枠 連（1－3） 1，410円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 560円 �� 240円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 7，720円

票 数

単勝票数 計 595573 的中 � 243383（1番人気）
複勝票数 計 632547 的中 � 176594（1番人気）� 46183（5番人気）� 95235（3番人気）
枠連票数 計 191658 的中 （1－3） 10495（4番人気）
馬連票数 計 692370 的中 �� 30926（5番人気）
馬単票数 計 359132 的中 �� 12425（7番人気）
ワイド票数 計 754229 的中 �� 32045（5番人気）�� 92899（2番人気）�� 19531（10番人気）
3連複票数 計1190136 的中 ��� 49356（4番人気）
3連単票数 計1420656 的中 ��� 13339（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．0―47．0―59．1―1：11．7―1：23．9―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバシット �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2022．11．20 阪神3着

2020．2．14生 牡2鹿 母 ギ エ ム 母母 オーサムフェザー 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ヴァレーニュ号の騎手�島良太は，第5日第8競走での入線後の落馬負傷のため小崎綾也に変更。
〔制裁〕 ストーンヘンジ号の騎手和田竜二は，最後の直線コース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戒告。

（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノフェリクス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月18日まで平地競

走に出走できない。



3406512月18日 晴 良 （4阪神6） 第6日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．7
1：58．5

良
良

88 マイネルラウレア 牡2芦 55 横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 498 ―2：05．5 3．1�

66 グラシリスティラ 牝2黒鹿54 C．ルメール �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 アタマ 6．5�
55 ニホンピロキーフ 牡2青鹿55 吉田 隼人小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 472 ― 〃 ハナ 3．4�
77 アズライトムーン 牝2鹿 54 D．イーガン �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 458 ―2：05．71� 4．3�

（英）

44 トラストエムシー 牡2黒鹿55 藤岡 康太�コスモ・コスモ 北出 成人 安平 ノーザンファーム 448 ― 〃 ハナ 22．7	
33 アグネスアース 牡2芦 55 松山 弘平渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 富田牧場 466 ―2：06．01� 36．0

11 クリスタルゴールド 牡2栗 55 和田 竜二岡田 勇氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 480 ―2：06．21� 35．5�
22 � オストファーレン 牡2鹿 55 武 豊 �インゼルレーシング 大久保龍志 愛 Owaseyf

Syndicate 506 ―2：08．0大差 9．6�
（8頭）

売 得 金
単勝： 58，092，400円 複勝： 41，101，400円 枠連： 発売なし
馬連： 56，279，700円 馬単： 29，224，200円 ワイド： 44，557，000円
3連複： 78，062，500円 3連単： 132，879，300円 計： 440，196，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 130円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 310円 �� 210円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 6，160円

票 数

単勝票数 計 580924 的中 � 153702（1番人気）
複勝票数 計 411014 的中 � 88133（1番人気）� 77383（3番人気）� 86642（2番人気）
馬連票数 計 562797 的中 �� 38281（4番人気）
馬単票数 計 292242 的中 �� 12157（7番人気）
ワイド票数 計 445570 的中 �� 35227（4番人気）�� 59352（1番人気）�� 31189（5番人気）
3連複票数 計 780625 的中 ��� 48759（3番人気）
3連単票数 計1328793 的中 ��� 15634（16番人気）

ハロンタイム 13．6―12．6―13．7―13．0―12．6―12．2―12．3―12．1―12．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．6―26．2―39．9―52．9―1：05．5―1：17．7―1：30．0―1：42．1―1：54．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルラウレア 
�
父 ゴールドシップ 

�
母父 ロージズインメイ 初出走

2020．4．26生 牡2芦 母 マイネボヌール 母母 コスモフォーチュン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3406612月18日 晴 良 （4阪神6） 第6日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

812 ユイノマチブセ 牡2鹿 55 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 438 ―1：13．2 12．2�
57 サンガネーブ 牡2黒鹿55 藤岡 康太水上ふじ子氏 田中 克典 新ひだか 静内フジカワ牧場 482 ―1：14．37 10．7�
69 プロスペリダード 牝2鹿 54 松山 弘平�大樹ファーム 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446 ―1：14．72� 3．2�
710 ゴルトリッチ 牡2栗 55 坂井 瑠星前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 490 ―1：14．91� 3．2�
813 ヴァンサンブル 牡2黒鹿55 小崎 綾也増田江利子氏 中村 直也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506 ―1：15．11� 12．5�
33 スノーヴァース 牝2青鹿 54

52 △角田 大河中辻 明氏 大根田裕之 浦河 中村 雅明 392 ―1：15．31� 24．5	
56 モノノフレッド 牡2鹿 55 柴田 善臣ウエスト．フォレスト．

ステイブル
 深山 雅史 日高 賀張三浦牧場 490 ―1：15．4� 36．4�
45 タマモネモフィラ 牝2鹿 54 国分 優作タマモ
 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 456 ―1：15．71� 5．3�
711 ワクワクタロー 牡2鹿 55 酒井 学西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 482 ―1：15．91 87．7
11 デライトアルバム 牝2芦 54 大野 拓弥�ターフ・スポート小島 茂之 浦河 田中スタッド 454 ―1：16．64 90．5�
68 メイショウアサゴチ 牝2黒鹿 54

53 ☆小沢 大仁松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 406 ―1：17．13 105．0�
44 ワンダーアウメント 牡2黒鹿55 川須 栄彦山本 能行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 434 ―1：17．52� 96．3�
22 ル ジ マ ト フ 牡2芦 55 和田 竜二永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 416 ―1：17．81� 31．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，713，300円 複勝： 45，241，700円 枠連： 11，784，900円
馬連： 57，974，300円 馬単： 30，413，000円 ワイド： 55，177，800円
3連複： 88，894，700円 3連単： 104，888，900円 計： 442，088，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 180円 � 250円 � 160円 枠 連（5－8） 2，060円

馬 連 �� 5，440円 馬 単 �� 11，500円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 680円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 45，370円

票 数

単勝票数 計 477133 的中 � 33028（5番人気）
複勝票数 計 452417 的中 � 66642（3番人気）� 40496（5番人気）� 85820（2番人気）
枠連票数 計 117849 的中 （5－8） 4415（10番人気）
馬連票数 計 579743 的中 �� 8254（19番人気）
馬単票数 計 304130 的中 �� 1982（34番人気）
ワイド票数 計 551778 的中 �� 9062（19番人気）�� 21431（6番人気）�� 20739（8番人気）
3連複票数 計 888947 的中 ��� 14760（16番人気）
3連単票数 計1048889 的中 ��� 1676（144番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―12．3―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．7―48．0―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユイノマチブセ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブラックタイド 初出走

2020．3．30生 牡2鹿 母 デフィニール 母母 ローレルデフィー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ルジマトフ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 スノーヴァース号の調教師大根田裕之は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金10，000円。

ワンダーアウメント号の騎手川須栄彦は，発走後まもなくの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
メイショウアサゴチ号の騎手小沢大仁は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

※ゴルトリッチ号・デライトアルバム号・プロスペリダード号・ワクワクタロー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

追 加 記 事（第 6回阪神競馬第 5日第 12 競走）
〔その他〕　　セブンサミット号は，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〕　　セブンサミット号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年

2月17日まで出走できない。



3406712月18日 晴 良 （4阪神6） 第6日 第7競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

66 ジューンアマデウス 牡3鹿 56
55 ☆小沢 大仁吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム B482－ 22：08．1 6．4�

77 シ ャ ン バ ラ 牡3黒鹿56 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 510± 02：08．52� 1．8�

55 イシュタルゲート 牡6鹿 57 D．イーガン 吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B518－ 22：08．81� 12．5�
（英）

44 ウインザナドゥ 牡4栗 57 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 480＋14 〃 アタマ 7．3�
11 メ ト セ ラ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：09．86 13．1�
33 ローラスノビリス 牝3鹿 54 C．ルメール 	社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム B494＋ 22：10．86 4．0

22 スターファースト 牡3鹿 56 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新ひだか 福岡 駿弥 496± 02：12．410 151．6�
（7頭）

売 得 金
単勝： 52，920，400円 複勝： 40，016，800円 枠連： 発売なし
馬連： 59，271，000円 馬単： 39，979，600円 ワイド： 45，720，300円
3連複： 80，395，900円 3連単： 210，228，400円 計： 528，532，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 240円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 190円 �� 570円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 5，880円

票 数

単勝票数 計 529204 的中 � 65173（3番人気）
複勝票数 計 400168 的中 � 47473（3番人気）� 157890（1番人気）
馬連票数 計 592710 的中 �� 78240（2番人気）
馬単票数 計 399796 的中 �� 17953（6番人気）
ワイド票数 計 457203 的中 �� 70345（2番人気）�� 17075（10番人気）�� 43636（4番人気）
3連複票数 計 803959 的中 ��� 56261（6番人気）
3連単票数 計2102284 的中 ��� 25890（25番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．0―13．7―12．5―12．5―12．9―13．0―13．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―36．6―50．3―1：02．8―1：15．3―1：28．2―1：41．2―1：54．6

コーナー
通過順位

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

2
4
・（1，3）（2，4）7，5－6・（1，3，4）（7，6）5－2

勝馬の
紹 介

ジューンアマデウス �

父 ホッコータルマエ �


母父 カ ン パ ニ ー デビュー 2021．11．6 阪神5着

2019．3．15生 牡3鹿 母 ジューンヴィエナ 母母 ゴルトクローネ 6戦2勝 賞金 16，700，000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。

3406812月18日 晴 良 （4阪神6） 第6日 第8競走 1，800�3歳以上2勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 11，100，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

45 ラグラスドシエル 牝4黒鹿55 松山 弘平 KAJIMOTOホー
ルディングス� 中村 直也 新ひだか 小河 豊水 470＋ 81：54．5 11．8�

33 メイショウミズモ 牝4黒鹿55 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 424＋ 41：54．6クビ 4．6�
812 モントブレッチア 牝3黒鹿54 横山 武史藤澤眞佐子氏 斎藤 誠 新ひだか 飛野牧場 446± 01：54．7� 27．0�
57 � ブ ル レ ス カ 牝4栗 55 小崎 綾也前田 幸治氏 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 21：54．8� 137．4�
22 ダンツチョイス 牝7栗 55 酒井 学山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 466＋ 41：54．9� 140．5�
68 プレミアムスマイル 牝3鹿 54 坂井 瑠星 	キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：55．11� 1．7

56 ヴェールアップ 牝4芦 55 �島 克駿 	キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：55．2� 31．8�
813 ラ レ イ ナ 牝4鹿 55 福永 祐一 	シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448－18 〃 クビ 12．4�
710 タ ガ ノ ペ カ 牝4鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514＋ 81：55．41 21．7
44 サンバデジャネイロ 牝4黒鹿55 C．ルメール 幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B452－ 21：55．5� 57．0�
11 バライロノキセキ 牝4鹿 55

53 △角田 大河岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 492＋10 〃 アタマ 22．8�
711 タガノカンデラ 牝3栗 54 大野 拓弥八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋ 61：55．6� 12．5�
69 ヴァランシエンヌ 牝3鹿 54 D．イーガン 	シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486＋101：57．5大差 36．0�
（英）

（13頭）

売 得 金
単勝： 57，931，300円 複勝： 75，568，300円 枠連： 18，016，200円
馬連： 87，863，900円 馬単： 44，291，700円 ワイド： 90，690，900円
3連複： 142，149，800円 3連単： 180，370，300円 計： 696，882，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 310円 � 210円 � 460円 枠 連（3－4） 2，010円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，950円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 12，860円 3 連 単 ��� 80，270円

票 数

単勝票数 計 579313 的中 � 39123（3番人気）
複勝票数 計 755683 的中 � 61655（4番人気）� 107162（2番人気）� 37610（7番人気）
枠連票数 計 180162 的中 （3－4） 6944（9番人気）
馬連票数 計 878639 的中 �� 32659（8番人気）
馬単票数 計 442917 的中 �� 6740（16番人気）
ワイド票数 計 906909 的中 �� 47501（4番人気）�� 11436（21番人気）�� 15031（16番人気）
3連複票数 計1421498 的中 ��� 8287（48番人気）
3連単票数 計1803703 的中 ��� 1629（235番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―37．2―49．8―1：02．5―1：15．4―1：28．1―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．1
1
3
・（8，6，9）1，12－（10，13）－（2，4）－5，11（3，7）
8，6（1，12，9）（10，13）（2，4）5，11，3，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラグラスドシエル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．9．5 新潟6着

2018．4．16生 牝4黒鹿 母 センノメグミ 母母 タイフウジョオー 29戦3勝 賞金 38，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3406912月18日 晴 良 （4阪神6） 第6日 第9競走 1，200�
た か さ ご

高 砂 特 別
発走14時25分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

23 ラ ヴ ケ リ ー 牝4鹿 55 福永 祐一水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 460＋ 81：12．0 20．4�
612 スマートラプター 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 514± 01：12．1� 3．6�
48 ミ ラ ク ル 牝4鹿 55 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 478＋161：12．2クビ 55．9�
713� タイセイブレイズ 牡4鹿 57 国分 優作田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 秋場牧場 478＋ 4 〃 クビ 22．0�
816� スズカサウスソング 牡5鹿 57 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B508± 01：12．3� 110．6�
714 カネコメアサヒ 牡6栗 57 吉田 隼人髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B444－ 41：12．51� 21．9	
611 ドンフクリン 牡3栗 56 D．イーガン 山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 462＋ 21：12．6� 7．2


（英）

510 ミユキアイラブユー 牡3鹿 56 坂井 瑠星長井 純一氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 574＋ 61：12．7� 2．6�
11 ゴールドフィンガー 牝4栗 55 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 466－101：12．8� 16．3�
59 タガノネクステージ 牡4栗 57 藤岡 康太八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 八木牧場 494－ 41：13．12 18．3
12 � ナ サ 牝4黒鹿55 酒井 学杉浦 和也氏 藤沢 則雄 日高 アイズスタッド株式会社 462± 01：13．2� 64．1�
47 メイショウツワブキ 牝4栗 55 松山 弘平松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 496＋ 41：13．3アタマ 10．0�
36 テ オ ド ラ 牝4栗 55 川須 栄彦�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B482－ 21：13．51� 125．2�
815 ゴッドクインビー 牝3鹿 54 角田 大河中西 憲治氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 442± 01：13．71� 21．5�
35 ルヴァンヴェール �5鹿 57 小沢 大仁 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B504＋101：14．12� 216．6�
24 コズミックランナー 牡5栗 57 	島 克駿�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 454＋ 2 （競走中止） 159．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，000，900円 複勝： 69，493，700円 枠連： 25，825，700円
馬連： 115，884，900円 馬単： 43，481，300円 ワイド： 104，420，000円
3連複： 184，733，300円 3連単： 176，958，100円 計： 782，797，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 490円 � 190円 � 960円 枠 連（2－6） 2，780円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 10，850円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 9，140円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 49，370円 3 連 単 ��� 266，170円

票 数

単勝票数 計 620009 的中 � 24235（7番人気）
複勝票数 計 694937 的中 � 33650（10番人気）� 120279（2番人気）� 15887（11番人気）
枠連票数 計 258257 的中 （2－6） 7188（12番人気）
馬連票数 計1158849 的中 �� 18212（17番人気）
馬単票数 計 434813 的中 �� 3003（36番人気）
ワイド票数 計1044200 的中 �� 15032（17番人気）�� 2888（71番人気）�� 12687（23番人気）
3連複票数 計1847333 的中 ��� 2806（139番人気）
3連単票数 計1769581 的中 ��� 482（727番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―11．8―11．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．0―46．8―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 12（15，16）（5，8，11）（2，3，9）（1，14）7（6，13）10 4 ・（12，15，16）（8，11）14（5，3）（2，1）（7，9，13）6，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ヴ ケ リ ー �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．13 函館1着

2018．1．24生 牝4鹿 母 ダームドゥラック 母母 フェアリーテールタイム 21戦3勝 賞金 72，421，000円
〔騎手変更〕 タイセイブレイズ号の騎手	島良太は，第5日第8競走での入線後の落馬負傷のため国分優作に変更。
〔競走中止〕 コズミックランナー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ゴッドクインビー号の調教師角田晃一は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて過怠金30，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エコロマンボ号・グランドストローク号
※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。

3407012月18日 晴 良 （4阪神6） 第6日 第10競走 ��
��1，400�

ろっこう

六甲アイランドステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：19．2
1：19．0

良
良

22 ア グ リ 牡3青鹿56 松山 弘平三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：20．3 3．7�
610 ヒメノカリス 牝5鹿 55 D．イーガン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B462＋ 61：20．61� 61．4�

（英）

46 ショウナンアレス 牡4鹿 57 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 538＋ 21：20．81� 11．3�
47 チュウワノキセキ 	5鹿 57 C．ルメール 中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480± 01：20．9クビ 10．2�
712 メイショウホシアイ 牝4栗 55 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 494± 0 〃 クビ 3．6�
23 ソ ウ テ ン 牡3鹿 56 川田 将雅林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496－ 61：21．11
 5．0	
611 タイセイシェダル 牡4栗 57 藤岡 康太田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 462＋10 〃 同着 116．2

713 サトノラムセス 牡4鹿 57 �島 克駿里見 治氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 480＋ 2 〃 ハナ 36．7�
815� コスモエスパーダ 牡6青 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 500± 01：21．52� 150．5�
59 インフィナイト 牝4黒鹿55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512－ 6 〃 クビ 11．5
814 ドンナセレーノ 牝4鹿 55 横山 典弘原 �子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko

Racing Co. Ltd B430－ 21：21．6� 57．7�
58 カバーガール 牝4黒鹿55 武 豊石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 484＋ 81：21．81
 17．2�
34 グラスミヤラビ 牝3黒鹿54 柴田 善臣半沢� 大江原 哲 新冠 飛渡牧場 490－ 8 〃 クビ 15．9�
11 ジ ュ ノ ー 牡4芦 57 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 532＋141：21．9クビ 26．9�
35 メイケイハリアー 牡6芦 57 酒井 学名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 488＋ 4 〃 クビ 195．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 86，555，500円 複勝： 124，601，500円 枠連： 38，280，800円
馬連： 176，760，900円 馬単： 65，592，000円 ワイド： 151，491，100円
3連複： 282，622，900円 3連単： 290，301，800円 計： 1，216，206，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 1，600円 � 300円 枠 連（2－6） 4，610円

馬 連 �� 13，720円 馬 単 �� 21，570円

ワ イ ド �� 4，850円 �� 1，040円 �� 8，340円

3 連 複 ��� 41，230円 3 連 単 ��� 206，130円

票 数

単勝票数 計 865555 的中 � 185913（2番人気）
複勝票数 計1246015 的中 � 229866（2番人気）� 15596（12番人気）� 105826（5番人気）
枠連票数 計 382808 的中 （2－6） 6430（12番人気）
馬連票数 計1767609 的中 �� 9981（40番人気）
馬単票数 計 655920 的中 �� 2280（67番人気）
ワイド票数 計1514911 的中 �� 7916（47番人気）�� 39050（10番人気）�� 4574（57番人気）
3連複票数 計2826229 的中 ��� 5141（112番人気）
3連単票数 計2903018 的中 ��� 1021（566番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―33．7―45．0―56．4―1：08．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア グ リ �
�
父 Caravaggio �

�
母父 War Front デビュー 2021．6．26 阪神3着

2019．3．4生 牡3青鹿 母 オールドタイムワルツ 母母 Together 8戦4勝 賞金 50，522，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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。

２レース目



3407112月18日 晴 良 （4阪神6） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第74回朝日杯フューチュリティステークス（ＧⅠ）

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

朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 1，218，000円 348，000円 174，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：32．3
1：32．3
1：32．3

良
良
良

12 ドルチェモア 牡2鹿 55 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 474＋ 21：33．9 3．1�
612 ダノンタッチダウン 牡2鹿 55 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 536－ 21：34．0クビ 3．6�
714� レイベリング 牡2鹿 55 横山 武史 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 英 Sir Nicholas &

Lady Nugent 470＋ 6 〃 クビ 6．5�
11 キョウエイブリッサ 牡2鹿 55 川須 栄彦田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山口 義彦 464± 01：34．21� 202．3�
35 バ グ ラ ダ ス 牡2鹿 55 吉田 隼人�村田牧場 嘉藤 貴行 新冠 村田牧場 478＋ 61：34．3	 24．8	
23 オールパルフェ 牡2鹿 55 大野 拓弥遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 484＋ 21：34．4	 8．0

47 オオバンブルマイ 牡2鹿 55 C．ルメール 岡 浩二氏 吉村 圭司 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 428＋ 61：34．5
 14．0�
611� テ ィ ニ ア 牡2黒鹿55 福永 祐一前田 幸治氏 池江 泰寿 愛 North Hills

Co. Ltd 486＋ 61：34．71 23．2�
816 コーパスクリスティ 牡2栗 55 D．イーガン 吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 452－ 21：34．8
 16．6

（英）

48 グ ラ ニ ッ ト 牡2鹿 55 松山 弘平�ミルファーム 大和田 成 浦河 猿橋 義昭 452＋ 81：34．9
 42．6�
59 ニシノベストワン 牡2黒鹿55 藤岡 佑介西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 谷川牧場 460± 0 〃 クビ 135．8�
24 ドンデンガエシ 牡2鹿 55 横山 典弘�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：35．0
 54．0�
713 スズカダブル 牡2栗 55 �島 克駿永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 492－ 21：35．1
 94．0�
36 ミシェラドラータ 牡2鹿 55 酒井 学福盛 訓之氏 清水 久詞 浦河 丸村村下

ファーム 486＋161：35．2クビ 405．4�
510 ウ メ ム ス ビ 牡2黒鹿55 角田 大河 �紀州ほそ川飼料 新谷 功一 日高 奥山牧場 454＋ 61：35．52 127．3�
815� フロムダスク 牡2黒鹿55 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Spring-

house Farm 500＋ 41：35．6
 98．1�
817 エンファサイズ 牡2鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース四位 洋文 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 クビ 47．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 821，037，800円 複勝： 751，744，800円 枠連： 358，131，300円 馬連： 1，838，832，200円 馬単： 726，835，200円
ワイド： 1，331，659，800円 3連複： 3，793，601，400円 3連単： 5，036，837，600円 5重勝： 653，806，000円 計： 15，312，486，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 140円 � 210円 枠 連（1－6） 560円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 260円 �� 520円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 4，570円

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

キャリーオーバー なし����� 507，950円

票 数

単勝票数 計8210378 的中 � 2160399（1番人気）
複勝票数 計7517448 的中 � 1788032（1番人気）� 1500585（2番人気）� 717597（4番人気）
枠連票数 計3581313 的中 （1－6） 495526（1番人気）
馬連票数 計18388322 的中 �� 2586821（1番人気）
馬単票数 計7268352 的中 �� 505262（1番人気）
ワイド票数 計13316598 的中 �� 1429722（1番人気）�� 609892（5番人気）�� 654364（3番人気）
3連複票数 計37936014 的中 ���2209556（1番人気）
3連単票数 計50368376 的中 ��� 797491（1番人気）
5重勝票数 計6538060 的中 ����� 901

ハロンタイム 12．4―10．4―11．3―11．6―12．1―11．7―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―22．8―34．1―45．7―57．8―1：09．5―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドルチェモア �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．8．20 札幌1着

2020．2．21生 牡2鹿 母 ア ユ サ ン 母母 バイザキャット 3戦3勝 賞金 111，540，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3407212月18日 晴 良 （4阪神6） 第6日 第12競走 ��
��1，400�

み か げ

御影ステークス
発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

714� ディアノイア 牝4黒鹿55 横山 武史杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 470－ 41：24．9 6．7�
713 グットディール 牡3鹿 56 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：25．0	 4．1�
12 タガノクリステル 牝3黒鹿54 
島 克駿八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B484± 01：25．21� 26．4�
23 ジ レ ト ー ル 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 新ひだか グランド牧場 484＋101：25．62� 3．9�
24 メイショウヒューマ 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 492＋ 21：25．7クビ 40．5�
816 スカーレットスカイ 牝4栗 55 C．ルメールゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 8 〃 クビ 14．4	
35 メイショウオーギシ 牡5栗 57 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 502＋ 41：25．8クビ 71．0

815 プエルタデルソル 牡8栗 57 横山 典弘前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 8 〃 クビ 214．5�
47 � ヘイセイメジャー 牡5黒鹿57 和田 竜二菅藤 孝雄氏 木原 一良 平取 清水牧場 498＋ 8 〃 クビ 110．0�
59 � プライムライン 牡5鹿 57 坂井 瑠星広尾レース 田中 克典 日高 下河辺牧場 474± 01：25．9� 16．4�
510 スズカカナロア 牡6鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 504＋12 〃 ハナ 117．0�
36 ソーラーフレア 牡7鹿 57 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 8 〃 ハナ 83．1�
612 ド ン カ ポ ノ 牡4鹿 57 吉田 隼人山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 534＋ 81：26．0� 23．4�
611 ウインアキレウス 牡4鹿 57 国分 優作ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 500＋ 41：26．1� 34．7�
48 ダイシンイナリ 牡5鹿 57 岡田 祥嗣大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 536＋201：26．2クビ 296．1�
11 モズリッキー 牡3鹿 56 松山 弘平 キャピタル・システム 上村 洋行 新ひだか 増本牧場 472＋ 8 〃 クビ 3．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 165，918，900円 複勝： 180，378，800円 枠連： 58，433，100円
馬連： 275，833，400円 馬単： 105，100，300円 ワイド： 253，300，400円
3連複： 493，950，600円 3連単： 564，817，200円 計： 2，097，732，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 170円 � 430円 枠 連（7－7） 1，350円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 510円 �� 2，540円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 12，800円 3 連 単 ��� 60，390円

票 数

単勝票数 計1659189 的中 � 198059（4番人気）
複勝票数 計1803788 的中 � 218240（4番人気）� 319420（2番人気）� 87977（7番人気）
枠連票数 計 584331 的中 （7－7） 33398（4番人気）
馬連票数 計2758334 的中 �� 160596（4番人気）
馬単票数 計1051003 的中 �� 25481（10番人気）
ワイド票数 計2533004 的中 �� 139575（4番人気）�� 24488（29番人気）�� 29210（23番人気）
3連複票数 計4939506 的中 ��� 28934（37番人気）
3連単票数 計5648172 的中 ��� 6780（177番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．4―47．6―1：00．2―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ディアノイア �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 サクラローレル

2018．4．18生 牝4黒鹿 母 ケイティローレル 母母 ビーマイフアイア 8戦3勝 賞金 45，907，000円
地方デビュー 2021．8．2 大井

〔制裁〕 ジレトール号の騎手福永祐一は，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：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ボルカンバル号
（非抽選馬） 3頭 ヴァルキュリア号・サトノガイア号・ワイドカント号

５レース目



（4阪神6）第6日 12月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

334，970，000円
36，470，000円
3，230，000円
42，470，000円
73，331，000円
5，111，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
1，581，660，300円
1，611，218，100円
565，842，100円
2，941，602，100円
1，222，439，000円
2，348，359，100円
5，596，770，800円
7，246，221，600円
653，806，000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 23，767，919，100円

総入場人員 11，106名 （有料入場人員 10，555名）
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