
2801310月9日 曇 稍重 （4阪神4） 第2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 5，200，000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

44 ライオットガール 牝2黒鹿54 �島 克駿�ヒダカファーム中村 直也 浦河 ヒダカフアーム 476－ 61：55．6 3．7�
22 ビッグボスマサムネ 牡2黒鹿55 荻野 極塩澤 正樹氏 杉山 佳明 新冠 守矢牧場 468－101：55．7クビ 25．6�
66 アンフィテアトルム 牡2鹿 55

52 ▲角田 大河�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 土居牧場 540＋ 61：56．55 122．8�
77 ダイメイセブン 牡2栗 55 藤岡 康太宮本 昇氏 本田 優 日高 出口牧場 486＋ 81：56．6� 1．8�
55 リボンピーチ 牝2鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 462－ 41：57．23� 20．1	
33 ベッピンサン 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈 �ニッシンホール
ディングス 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 496＋ 41：58．26 5．9


88 エーティースピカ 牝2鹿 54 富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 498＋ 61：58．3クビ 36．4�
11 ペイシャハヤブサ 牡2青鹿55 和田 竜二北所 直人氏 吉田 直弘 日高 中川 欽一 484＋ 81：59．04 13．3�
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売 得 金
単勝： 35，462，200円 複勝： 56，843，000円 枠連： 発売なし
馬連： 42，221，700円 馬単： 28，505，700円 ワイド： 37，410，700円
3連複： 66，000，700円 3連単： 141，610，900円 計： 408，054，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 210円 � 950円 � 3，170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 770円 �� 3，720円 �� 8，060円

3 連 複 ��� 44，230円 3 連 単 ��� 193，340円

票 数

単勝票数 計 354622 的中 � 79875（2番人気）
複勝票数 計 568430 的中 � 92406（2番人気）� 13977（6番人気）� 3948（8番人気）
馬連票数 計 422217 的中 �� 9333（11番人気）
馬単票数 計 285057 的中 �� 3752（17番人気）
ワイド票数 計 374107 的中 �� 13152（9番人気）�� 2531（22番人気）�� 1156（26番人気）
3連複票数 計 660007 的中 ��� 1119（44番人気）
3連単票数 計1416109 的中 ��� 531（215番人気）

ハロンタイム 13．1―10．8―13．5―12．8―13．2―13．8―13．3―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―23．9―37．4―50．2―1：03．4―1：17．2―1：30．5―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F38．4
1
3
・（8，4）－7（1，2）－3－6，5・（8，7）（4，2）1，6，3，5

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

勝馬の
紹 介

ライオットガール 
�
父 シニスターミニスター 

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．9．24 中京4着

2020．3．29生 牝2黒鹿 母 マリアビスティー 母母 ダ リ ン ダ 2戦1勝 賞金 6，300，000円

2801410月9日 曇 良 （4阪神4） 第2日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時20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

44 ワイドアラジン 牡2栗 55
54 ☆小沢 大仁幅田 京子氏 奥村 豊 新ひだか 飛野牧場 472－ 21：48．0 13．0�

33 マイネルメモリー 牡2黒鹿55 和田 竜二 �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 438＋ 21：48．1� 1．5�

810� トリプルループ 牝2鹿 54 武 豊松島 一晃氏 森 秀行 米 Mt. Brilliant
Broodmares I, LLC 492＋ 2 〃 アタマ 5．6�

55 ポワンキュルミナン 牡2栗 55 菱田 裕二吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 434＋101：48．21 13．0�
66 ジャスパーバローズ 牡2黒鹿55 岩田 望来猪熊 広次氏 清水 久詞 浦河 桑田フアーム 498－ 61：48．3� 14．9�
22 ナムラダリウス 牡2芦 55 団野 大成奈村 睦弘氏 荒川 義之 日高 ナカノファーム 458－ 21：48．5� 63．1	
89 ダイヤノジャック 牝2栗 54 松岡 正海�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 472＋ 41：49．13� 116．8

11 ギ ャ ラ ン 牡2鹿 55 �島 克駿 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：49．41� 7．9�
77 ウインジュルネ 牡2栗 55

51 ★永島まなみ�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 8 〃 ハナ 174．5
78 エヌタキオン 牡2芦 55 古川 吉洋成富 直行氏 大根田裕之 浦河 栄進牧場 498＋ 21：50．57 252．7�
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売 得 金
単勝： 47，283，600円 複勝： 153，562，400円 枠連： 8，860，100円
馬連： 48，940，200円 馬単： 34，633，800円 ワイド： 52，328，800円
3連複： 82，646，700円 3連単： 156，919，400円 計： 585，175，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 160円 � 110円 � 140円 枠 連（3－4） 670円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 240円 �� 580円 �� 190円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 7，820円

票 数

単勝票数 計 472836 的中 � 30649（5番人気）
複勝票数 計1535624 的中 � 68711（4番人気）� 1158671（1番人気）� 94117（2番人気）
枠連票数 計 88601 的中 （3－4） 10153（4番人気）
馬連票数 計 489402 的中 �� 56821（3番人気）
馬単票数 計 346338 的中 �� 11059（8番人気）
ワイド票数 計 523288 的中 �� 55176（3番人気）�� 18672（8番人気）�� 81710（1番人気）
3連複票数 計 826467 的中 ��� 90477（2番人気）
3連単票数 計1569194 的中 ��� 14535（26番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．0―12．6―12．6―12．5―11．7―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．2―48．8―1：01．4―1：13．9―1：25．6―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイドアラジン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2022．9．17 中山6着

2020．4．10生 牡2栗 母 トクラットリバー 母母 ケープリズバーン 3戦1勝 賞金 5，720，000円
〔制裁〕 ダイヤノジャック号の調教師加用正は，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。

マイネルメモリー号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10
番・4番）

第４回 阪神競馬 第２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



2801510月9日 曇 稍重 （4阪神4） 第2日 第3競走 ��1，400�2歳新馬
発走10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

11 � エコロアレス 牡2黒鹿55 武 豊原村 正紀氏 森 秀行 米
St. Simon
Place LLC &
Scott Stephens

460 ―1：25．1 3．6�
78 ゼットリアン 牡2鹿 55 富田 暁�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか フジワラフアーム 446 ―1：25．95 23．5�
810 メイショウオーザ 牡2青鹿 55

52 ▲角田 大河松本 好�氏 石橋 守 浦河 赤田牧場 464 ―1：27．17 4．3�
44 ア ン ド ゥ 牡2栗 55 団野 大成�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 526 ―1：27．3� 45．0	
66 スマイルモネ 牝2黒鹿54 池添 謙一岡 浩二氏 北出 成人 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 446 ―1：27．72� 7．0

79 � ネフェルウラー 牝2鹿 54 �島 克駿加藤 誠氏 中竹 和也 米 Glenvale

Stud 468 ― 〃 ハナ 7．3�
33 ミ ヅ キ 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈�飛野牧場 笹田 和秀 新冠 タニグチ牧場 430 ―1：28．01� 19．2�
67 サトミノアサヒ 牝2栗 54 国分 恭介田代 洋己氏 茶木 太樹 日高 下河辺牧場 474 ―1：28．53 78．8
55 スイープラン 牝2黒鹿54 横山 典弘岡村 善行氏 渡辺 薫彦 日高 門別牧場 456 ―1：29．03 7．0�
22 アイリーンテーラー 牝2黒鹿54 坂井 瑠星中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 492 ―1：29．74 8．2�
811 ニホンピロフリード 牝2鹿 54 国分 優作小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 482 ―1：30．23 182．7�
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売 得 金
単勝： 45，148，300円 複勝： 48，382，600円 枠連： 8，218，200円
馬連： 57，272，800円 馬単： 26，600，400円 ワイド： 49，454，300円
3連複： 86，459，800円 3連単： 96，462，600円 計： 417，999，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 410円 � 160円 枠 連（1－7） 1，100円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 6，930円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 450円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 38，460円

票 数

単勝票数 計 451483 的中 � 105872（1番人気）
複勝票数 計 483826 的中 � 105219（1番人気）� 21774（7番人気）� 81760（2番人気）
枠連票数 計 82182 的中 （1－7） 5763（2番人気）
馬連票数 計 572728 的中 �� 11864（17番人気）
馬単票数 計 266004 的中 �� 2877（32番人気）
ワイド票数 計 494543 的中 �� 11420（16番人気）�� 30361（2番人気）�� 10978（17番人気）
3連複票数 計 864598 的中 ��� 12773（20番人気）
3連単票数 計 964626 的中 ��� 1818（159番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．5―12．9―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．8―47．3―1：00．2―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エコロアレス �
�
父 Unified �

�
母父 Heatseeker 初出走

2020．3．31生 牡2黒鹿 母 Red Hot Tweet 母母 Bird Chatter 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロフリード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月9日まで平地

競走に出走できない。

2801610月9日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（4阪神4） 第2日 第4競走 ��3，110�障害3歳以上オープン

発走11時20分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：25．0良・良

33 マッスルビーチ 牡6黒鹿60 北沢 伸也岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488＋ 83：30．5 2．9�

66 ロイヤルアッシュ 牡4青鹿60 石神 深一大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 480－ 43：30．71� 3．1�
44 テイエムチューハイ 牡8黒鹿60 小野寺祐太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B468＋ 4 〃 ハナ 15．6�
11 � メイショウハチク �8鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 470＋143：31．33	 76．2�
22 インビジブルレイズ 牡8鹿 60 難波 剛健 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 494＋203：31．62 24．2�
55 グレートバローズ 牡5鹿 60 高田 潤猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 490＋103：33．6大差 2．0	
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77 エコロドリーム 牡6栗 60 五十嵐雄祐原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 470－14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，170，800円 複勝： 15，994，100円 枠連： 発売なし
馬連： 23，965，200円 馬単： 13，857，900円 ワイド： 15，706，700円
3連複： 25，217，600円 3連単： 55，311，200円 計： 173，223，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 170円 �� 380円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，440円

票 数

単勝票数 差引計 231708（返還計 37145） 的中 � 62943（2番人気）
複勝票数 差引計 159941（返還計 24034） 的中 � 38389（3番人気）� 45053（2番人気）
馬連票数 差引計 239652（返還計119303） 的中 �� 48862（3番人気）
馬単票数 差引計 138579（返還計 66762） 的中 �� 12859（5番人気）
ワイド票数 差引計 157067（返還計 67233） 的中 �� 28794（2番人気）�� 9349（4番人気）�� 9185（5番人気）
3連複票数 差引計 252176（返還計307262） 的中 ��� 17153（4番人気）
3連単票数 差引計 553112（返還計601109） 的中 ��� 9015（14番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 50．8－3F 38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 	→�→�→�」
�
�
6（4，3）1，2－5・（4，6）－（1，3）2－5

�
�
6，3，4（1，2）－5
6－4，3，1－2＝5

勝馬の
紹 介

マッスルビーチ 

�
父 メイショウサムソン 


�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．28 阪神1着

2016．5．2生 牡6黒鹿 母 クロンヌドール 母母 ハンターズマーク 障害：6戦2勝 賞金 27，300，000円
〔競走除外〕 エコロドリーム号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。



2801710月9日 曇 良 （4阪神4） 第2日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時10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

89 マルカシャルマン 牝2鹿 54
53 ☆小沢 大仁日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 430 ―1：48．0 17．5�

88 エドワーズクラウン 牡2黒鹿55 和田 竜二 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 446 ―1：48．1� 7．7�
77 シ テ 牡2栗 55 �島 克駿 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 460 ―1：48．31� 6．0�
66 ジュエルピーチ 牝2栗 54 団野 大成山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 434 ―1：48．5� 3．0�
11 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 458 ―1：48．82 8．2�
55 フォーチュンコード 牝2栗 54

51 ▲角田 大河吉田 千津氏 小林 真也 千歳 社台ファーム 470 ― 〃 クビ 31．4	
44 ツィスカリーゼ 牡2黒鹿 55

51 ★今村 聖奈永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 440 ―1：49．54 2．9

33 メイショウフェリオ 牝2芦 54 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 432 ―1：50．03 88．2�
22 オ ル タ ー ド 牝2黒鹿54 荻野 極 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 446 ―1：50．95 46．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，060，400円 複勝： 41，192，800円 枠連： 7，070，300円
馬連： 51，742，300円 馬単： 28，964，400円 ワイド： 45，962，200円
3連複： 81，379，700円 3連単： 118，884，600円 計： 423，256，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 330円 � 210円 � 190円 枠 連（8－8） 4，670円

馬 連 �� 4，640円 馬 単 �� 11，580円

ワ イ ド �� 940円 �� 900円 �� 520円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 49，020円

票 数

単勝票数 計 480604 的中 � 23252（6番人気）
複勝票数 計 411928 的中 � 27782（6番人気）� 54287（4番人気）� 61261（3番人気）
枠連票数 計 70703 的中 （8－8） 1172（14番人気）
馬連票数 計 517423 的中 �� 8629（15番人気）
馬単票数 計 289644 的中 �� 1875（38番人気）
ワイド票数 計 459622 的中 �� 12267（14番人気）�� 12812（13番人気）�� 23861（7番人気）
3連複票数 計 813797 的中 ��� 10258（22番人気）
3連単票数 計1188846 的中 ��� 1758（159番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―37．1―49．3―1：01．6―1：13．7―1：25．0―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカシャルマン �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2020．2．10生 牝2鹿 母 ナチュラルスタンス 母母 エールスタンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 メイショウフェリオ号の騎手国分優作は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・4番）
※フォーチュンコード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2801810月9日 曇 稍重 （4阪神4） 第2日 第6競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走12時40分 （ダート・右）

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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

612 ゴールドフライト 牡4鹿 57 坂井 瑠星加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 笹島 政信 488＋201：23．3 4．4�
815 メイショウフンケイ 牡4栗 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 524＋ 61：24．15 5．9�
59 イフティファール 牡4黒鹿 57

53 ★今村 聖奈�ノースヒルズ 大久保龍志 新ひだか 飛野牧場 478－ 21：24．2� 2．4�
714 シンリミテス 牡3鹿 55 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 静内フジカワ牧場 488＋ 61：24．51� 36．0�
713 オースミリン 牝3栗 53 太宰 啓介�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 444＋10 〃 アタマ 123．0�
23 スナークシュンソウ 牡4黒鹿57 団野 大成杉本 豊氏 野中 賢二 新冠 小泉牧場 530＋121：24．6クビ 11．3	
611 ルージュシェノン 牝3栗 53 和田 竜二 �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：24．92 40．9

35 � マインジャラン 牡4黒鹿57 武 豊前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 496－181：25．43 29．3�
11 � フリークボンバー 牡5黒鹿57 菱田 裕二吉永 清美氏 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 488＋ 41：25．5クビ 66．8�
36 モ ウ シ ョ ウ 牡3黒鹿 55

52 ▲角田 大河岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 488＋ 2 〃 ハナ 41．5

816 カネトシブルーム 牡3芦 55 富田 暁兼松 昌男氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 496＋ 2 〃 アタマ 109．2�
24 � ジュリエットパール 牝4青鹿55 �島 克駿�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 472＋ 81：25．71	 26．8�
12 
 アルムマッツ 牡3芦 55

54 ☆小沢 大仁加藤 誠氏 中竹 和也 米 Chester Broman &
Mary R. Broman 498＋ 81：25．8� 66．1�

48 メイショウクリフト 牡3鹿 55 岩田 望来松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 460＋ 61：26．33 6．6�
47 � ヴ ィ レ ー ヌ 牝4鹿 55 北村 友一吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム B480＋ 41：28．2大差 87．5�
510 キムケンリアン 牝3青 53

49 ★古川 奈穂木村 永浩氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 428－ 21：31．0大差 83．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，414，000円 複勝： 69，599，900円 枠連： 14，432，200円
馬連： 74，790，300円 馬単： 29，146，600円 ワイド： 74，958，000円
3連複： 123，421，300円 3連単： 125，195，800円 計： 561，958，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 140円 � 110円 枠 連（6－8） 1，120円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 410円 �� 310円 �� 270円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 計 504140 的中 � 91100（2番人気）
複勝票数 計 695999 的中 � 80773（3番人気）� 122995（2番人気）� 199685（1番人気）
枠連票数 計 144322 的中 （6－8） 9906（5番人気）
馬連票数 計 747903 的中 �� 45813（4番人気）
馬単票数 計 291466 的中 �� 9230（7番人気）
ワイド票数 計 749580 的中 �� 44141（3番人気）�� 61140（2番人気）�� 75506（1番人気）
3連複票数 計1234213 的中 ��� 100425（1番人気）
3連単票数 計1251958 的中 ��� 12796（6番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．2―12．1―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．3―46．5―58．6―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 ・（12，8）（6，15）7（4，10）（1，11）（13，9）（3，5）16，2－14 4 12（8，15）－6（1，7，4）（11，10，9）13（3，5）16（2，14）

勝馬の
紹 介

ゴールドフライト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2020．12．6 阪神7着

2018．3．20生 牡4鹿 母 ゴールドコイン 母母 インキュラブルロマンティック 8戦2勝 賞金 17，210，000円
〔騎手変更〕 オースミリン号の騎手柴山雄一は，病気のため太宰啓介に変更。
〔その他〕 キムケンリアン号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィレーヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月9日まで平地競走に出

走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 キムケンリアン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年12月9日まで出走できない。
※ヴィレーヌ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2801910月9日 小雨 稍重 （4阪神4） 第2日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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

59 ピジョンブラッド 牝3鹿 53 川島 信二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500＋ 21：52．2 10．1�

510 セ レ ッ ソ 牝3黒鹿53 岩田 望来中村 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか ケイアイファーム 462－14 〃 クビ 6．9�
12 プレミアムスマイル 牝3鹿 53 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 492± 01：52．41� 2．2�
714 スマートムーラン 牝3黒鹿53 秋山真一郎大川 徹氏 大久保龍志 日高 株式会社ス

マート 456＋ 61：52．5� 15．2�
35 エ グ モ ン ト 牝3黒鹿53 田中 健 KAJIMOTOホー

ルディングス� 中村 直也 日高 前川 義則 518＋ 81：52．7� 177．8	
11 バ レ ス ト ラ 牝3黒鹿 53

49 ★古川 奈穂 XIAOジャパン 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 480＋ 41：53．02 16．7

713 デルマセドナ 牝3青鹿53 団野 大成浅沼 廣幸氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 470＋ 81：53．21� 11．3�
36 マリオンエール 牝4鹿 55 森 裕太朗サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 474＋ 81：53．83� 57．9�
47 エ レ ア イ ム 牝3青鹿53 北村 友一 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 480－ 81：54．22 16．7
48 ドゥライトアルディ 牝3鹿 53 藤岡 康太安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 B502＋ 6 〃 クビ 20．6�
612� レヴィーアクイーン 牝4鹿 55 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 476－ 41：54．3クビ 38．6�
816 ヒロノクイーン 牝4黒鹿55 国分 恭介サンエイ開発� 寺島 良 むかわ 上水牧場 466－ 41：54．4� 16．7�
23 グッドインパクト 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：54．51 160．8�
24 テリオスリノ 牝3黒鹿53 川須 栄彦鈴木美江子氏 松下 武士 森 笹川大晃牧場 440－ 11：54．71� 255．3�
815 ア エ リ ー ゾ 牝3鹿 53

49 ★今村 聖奈 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：55．12� 8．6�
611 ブルックレット 牝3鹿 53 松田 大作�三嶋牧場 北出 成人 浦河 三嶋牧場 456－ 11：55．42 351．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，036，100円 複勝： 87，297，000円 枠連： 25，488，100円
馬連： 105，278，500円 馬単： 40，694，000円 ワイド： 104，701，800円
3連複： 176，754，600円 3連単： 172，215，600円 計： 778，465，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 300円 � 230円 � 130円 枠 連（5－5） 4，260円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 6，840円

ワ イ ド �� 980円 �� 730円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 30，730円

票 数

単勝票数 計 660361 的中 � 51904（4番人気）
複勝票数 計 872970 的中 � 57306（7番人気）� 84159（3番人気）� 241859（1番人気）
枠連票数 計 254881 的中 （5－5） 4627（14番人気）
馬連票数 計1052785 的中 �� 23947（11番人気）
馬単票数 計 406940 的中 �� 4457（22番人気）
ワイド票数 計1047018 的中 �� 26314（9番人気）�� 36293（7番人気）�� 58975（2番人気）
3連複票数 計1767546 的中 ��� 37904（4番人気）
3連単票数 計1722156 的中 ��� 4062（84番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―13．0―12．5―12．6―12．6―12．4―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．5―49．0―1：01．6―1：14．2―1：26．6―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．0
1
3
・（2，5）（9，15）4（10，11）1，7，12（8，16）（13，14）＝（3，6）・（2，5）（4，9）（10，15）（8，1）11（13，14）7（12，16）－（3，6）

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

勝馬の
紹 介

ピジョンブラッド �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．12．11 阪神1着

2019．4．13生 牝3鹿 母 カスクドール 母母 キュンティア 6戦2勝 賞金 14，700，000円
〔発走状況〕 エレアイム号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔制裁〕 バレストラ号の騎手古川奈穂は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

ピジョンブラッド号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 エレアイム号は，発走調教再審査。
※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 エナハツホ号

2802010月9日 雨 良 （4阪神4） 第2日 第8競走 ��
��2，200�

さ ん だ

三 田 特 別
発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （芝・右）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．0

良
良

55 セ ン ト ウ ル 牡6黒鹿57 武 豊中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 490± 02：14．8 3．4�
22 ロワンディシー 牡4鹿 57 秋山真一郎松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 450＋ 82：15．01 7．2�
77 ヒューマンコメディ 牝5黒鹿55 坂井 瑠星野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 488－182：15．11 7．6�
44 ウインルーア 牝4鹿 55 和田 竜二�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 468－ 22：15．2� 17．3�
11 タ ガ ノ カ イ 牡4黒鹿57 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋102：15．3クビ 1．7�
33 サンサルドス 牡6鹿 57 	島 克駿 	シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 566＋142：15．83 16．4

66 サイモンサーマル 
7鹿 57 松若 風馬澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 22：16．43� 96．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 45，972，700円 複勝： 28，016，800円 枠連： 発売なし
馬連： 52，547，100円 馬単： 36，255，500円 ワイド： 38，639，700円
3連複： 72，982，000円 3連単： 210，496，600円 計： 484，910，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 350円 �� 380円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 7，750円

票 数

単勝票数 計 459727 的中 � 105815（2番人気）
複勝票数 計 280168 的中 � 68434（2番人気）� 40773（3番人気）
馬連票数 計 525471 的中 �� 38235（4番人気）
馬単票数 計 362555 的中 �� 14988（7番人気）
ワイド票数 計 386397 的中 �� 29518（4番人気）�� 26455（5番人気）�� 18751（9番人気）
3連複票数 計 729820 的中 ��� 26802（9番人気）
3連単票数 計2104966 的中 ��� 19677（28番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．5―13．3―12．9―12．9―12．7―12．1―11．4―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．5―37．0―50．3―1：03．2―1：16．1―1：28．8―1：40．9―1：52．3―2：03．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F33．9
1
3
1，7，4，5，2，6，3・（1，7）4，5，2，6，3

2
4
1，7，4，5（2，6）3・（1，7）（4，5）2（3，6）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セ ン ト ウ ル �

父 ハーツクライ �


母父 Kingmambo デビュー 2018．8．25 小倉3着

2016．5．21生 牡6黒鹿 母 マ ル ケ サ 母母 Dietrich 28戦3勝 賞金 67，552，000円



2802110月9日 雨 良 （4阪神4） 第2日 第9競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （芝・右）

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
1：19．2
1：19．0

良
良

814 ピンクマクフィー 牝3鹿 53 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 日高 下河辺牧場 438＋ 41：20．6 1．8�
23 ヴェールクレール 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �シルクレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 478＋121：21．02� 5．6�
611 テイエムエメラルド 牝4黒鹿55 岩田 望来竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前川 勝春 464＋161：21．1� 37．0�
35 オラヴェリタス 牡3黒鹿55 藤岡 康太杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B508＋ 41：21．2� 28．3�
610� バ ン ベ ル ク 牡4鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム 468－ 21：21．3クビ 29．8	
34 シ コ ウ 牡5青鹿57 松岡 正海岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 2 〃 ハナ 143．6

22 ナ バ ロ ン 牡3鹿 55

51 ★永島まなみ�大島牧場 杉山 佳明 浦河 大島牧場 B486＋ 4 〃 アタマ 20．1�
712 メイショウイヌワシ 牡3鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 464－ 41：21．4� 28．3�
59 カ イ ハ オ ン 牡3鹿 55 �島 克駿村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 クビ 17．6
11 メイショウヒゾッコ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 414－ 61：21．5� 129．9�
58 エスオーライアン 牡3鹿 55 富田 暁岡本 昌市氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 442＋101：21．6クビ 47．1�
815 スプリットザシー 牝3鹿 53 団野 大成吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 384＋ 21：22．23� 85．3�
713 フェブサンカラ 牝3鹿 53 松若 風馬釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 416＋ 61：22．52 66．3�
47 ト ラ ー パ ニ 牝3黒鹿53 藤岡 佑介吉田 和美氏 上村 洋行 新冠 芳住 鉄兵 470＋121：23．03 9．9�
46 ヴィルトゥオシタ 牝5鹿 55

51 ★今村 聖奈�G1レーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 450± 01：23．21� 7．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 57，408，300円 複勝： 81，192，600円 枠連： 24，640，300円
馬連： 107，833，500円 馬単： 49，108，500円 ワイド： 102，267，200円
3連複： 178，038，500円 3連単： 205，640，900円 計： 806，129，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 150円 � 450円 枠 連（2－8） 460円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 270円 �� 930円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 8，810円

票 数

単勝票数 計 574083 的中 � 250607（1番人気）
複勝票数 計 811926 的中 � 245155（1番人気）� 140308（2番人気）� 27995（9番人気）
枠連票数 計 246403 的中 （2－8） 40913（1番人気）
馬連票数 計1078335 的中 �� 138318（1番人気）
馬単票数 計 491085 的中 �� 50512（1番人気）
ワイド票数 計1022672 的中 �� 115049（1番人気）�� 26057（10番人気）�� 13556（22番人気）
3連複票数 計1780385 的中 ��� 35042（9番人気）
3連単票数 計2056409 的中 ��� 16922（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―33．7―44．8―56．4―1：08．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピンクマクフィー �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．8．7 新潟8着

2019．3．20生 牝3鹿 母 シュンドルボン 母母 ネイチャーガイド 10戦2勝 賞金 26，096，000円

2802210月9日 雨 重 （4阪神4） 第2日 第10競走 ��
��1，800�トルマリンステークス

発走15時00分 （ダート・右）
牝，3歳以上，3勝クラス，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以
上55�

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
1：48．5
1：47．6

重
重

23 ヴァレーデラルナ 牝3鹿 53 岩田 望来�ラ・メール 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 510± 01：50．3 1．5�
34 シ ダ ー 牝3鹿 53 今村 聖奈ケーエスHD 本田 優 新冠 小泉牧場 B480－ 21：50．41 45．6�
814 ジュディッタ 牝4鹿 55 �島 克駿 �シルクレーシング 石坂 公一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋101：50．82	 6．0�
35 ク レ デ ン ザ 牝5芦 55 和田 竜二�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 466± 01：50．9	 15．0�
713 アイリッシュムーン 牝4栗 55 富田 暁	須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 482＋ 41：51．0	 15．2

610 ペイシャクェーサー 牝4鹿 55 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 480＋ 2 〃 ハナ 130．1�
611 アドマイヤメティス 牝5鹿 55 太宰 啓介近藤 旬子氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：51．31
 21．6�
712 リアンクール 牝4鹿 55 北村 友一村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B492＋ 21：51．4	 11．6
58 ワンダーエカルテ 牝6芦 55 藤懸 貴志山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 516＋ 21：51．71
 90．1�
59 チェルアルコ 牝5栗 55 菱田 裕二吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 528＋ 81：52．12	 68．8�
11 ショウリノカンパイ 牝4鹿 55 江田 照男平井 裕氏 村田 一誠 日高 川端 正博 B480＋ 81：53．59 84．8�
22 ラヴォアドゥース 牝5栃栗55 団野 大成�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480＋ 4 〃 ハナ 164．9�
46 コーラスケイト 牝4鹿 55 荻野 極大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 526＋161：53．6クビ 15．4�
47 メガキャット 牝4栗 55 坂井 瑠星中村 智幸氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 528± 01：55．09 22．1�

（14頭）
815 ステイブルアスク 牝4栗 55 古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 79，273，900円 複勝： 123，619，000円 枠連： 33，626，800円
馬連： 149，170，400円 馬単： 76，501，100円 ワイド： 131，785，100円
3連複： 247，270，700円 3連単： 348，765，400円 計： 1，190，012，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 690円 � 180円 枠 連（2－3） 800円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 290円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 19，770円

票 数

単勝票数 差引計 792739（返還計 1454） 的中 � 404682（1番人気）
複勝票数 差引計1236190（返還計 1256） 的中 � 574828（1番人気）� 22014（11番人気）� 132626（2番人気）
枠連票数 差引計 336268（返還計 178） 的中 （2－3） 32210（4番人気）
馬連票数 差引計1491704（返還計 7006） 的中 �� 40465（8番人気）
馬単票数 差引計 765011（返還計 3288） 的中 �� 14819（12番人気）
ワイド票数 差引計1317851（返還計 5751） 的中 �� 27304（12番人気）�� 135227（1番人気）�� 11746（29番人気）
3連複票数 差引計2472707（返還計 22333） 的中 ��� 39468（16番人気）
3連単票数 差引計3487654（返還計 29721） 的中 ��� 12787（57番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．6―11．9―11．8―12．4―12．4―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．6―49．5―1：01．3―1：13．7―1：26．1―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3
6，14（2，12，13）（3，11）（5，4，7）10，1，8－9
6（14，8）（12，13）（2，7）（3，11）（5，4）（10，9）1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァレーデラルナ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Jump Start デビュー 2021．10．31 阪神4着

2019．1．17生 牝3鹿 母 セ レ ス タ 母母 Serata 9戦4勝 賞金 60，044，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 ステイブルアスク号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 チェルアルコ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

２レース目



2802310月9日 雨 稍重 （4阪神4） 第2日 第11競走 ��
��1，200�夕刊フジ杯オパールステークス（Ｌ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，R3．10．9以降R4．10．2まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

夕刊フジ杯（1着）
賞 品

本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

816 トウシンマカオ 牡3栗 54 �島 克駿�サトー 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 454＋ 21：08．6 5．8�
59 サンライズオネスト 牡5黒鹿56 横山 典弘松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 B478＋101：08．91� 4．1�
48 エレナアヴァンティ 牝5鹿 51 今村 聖奈加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 472＋10 〃 クビ 36．4�
11 スマートリアン 牝5鹿 53 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 480＋ 41：09．0クビ 4．9�
47 リ ン ゴ ア メ 牝4黒鹿53 国分 優作 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 21：09．1� 59．3	
24 アヌラーダプラ 牝5鹿 54 団野 大成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478－ 21：09．2� 9．2

510	 ヴィズサクセス 牡5鹿 54 藤岡 佑介嶋田 賢氏 奥村 武 愛 Airlie Stud 476－ 61：09．62
 37．8�
815 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 526－ 21：09．7� 95．7�
35 オパールシャルム 牝5栗 54 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 474－181：09．91� 12．1
36 ケープコッド 牝5黒鹿53 藤岡 康太ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490＋ 2 〃 ハナ 16．3�
611 シセイヒテン 牡7青 54 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 458＋ 41：10．0
 112．5�
713 ディヴィナシオン 牡5黒鹿54 岩田 望来一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 462－ 41：10．31� 14．3�
23 サヴォワールエメ 牝6栗 53 松田 大作平井 裕氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 464＋ 21：10．51� 20．4�
612 レ イ ハ リ ア 牝4鹿 55 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 454－161：10．6� 17．7�
714 ヒロシゲゴールド 牡7青鹿57．5 和田 竜二�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B476＋ 81：10．81 57．8�
12 ス テ ィ ク ス 牝4鹿 52 武 豊 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：11．12 9．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 127，642，100円 複勝： 159，344，800円 枠連： 80，028，900円
馬連： 364，344，600円 馬単： 127，033，100円 ワイド： 272，569，700円
3連複： 682，596，300円 3連単： 697，958，600円 計： 2，511，518，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 180円 � 850円 枠 連（5－8） 1，140円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 570円 �� 5，140円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 20，890円 3 連 単 ��� 95，430円

票 数

単勝票数 計1276421 的中 � 175032（3番人気）
複勝票数 計1593448 的中 � 201457（3番人気）� 268969（1番人気）� 37559（12番人気）
枠連票数 計 800289 的中 （5－8） 54387（3番人気）
馬連票数 計3643446 的中 �� 223865（2番人気）
馬単票数 計1270331 的中 �� 35931（4番人気）
ワイド票数 計2725697 的中 �� 133971（2番人気）�� 13029（59番人気）�� 22880（43番人気）
3連複票数 計6825963 的中 ��� 24501（70番人気）
3連単票数 計6979586 的中 ��� 5302（317番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．0―11．1―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．8―44．9―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウシンマカオ �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．29 新潟1着

2019．5．1生 牡3栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 8戦3勝 賞金 78，274，000円
〔騎手変更〕 ヴィズサクセス号の騎手柴山雄一は，病気のため藤岡佑介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハリーバローズ号
（非抽選馬）19頭 アビッグチア号・アンコールプリュ号・サトノファビュラス号・シャンパンクーペ号・ストーンリッジ号・

スマッシャー号・セルフィー号・ダノンチェイサー号・ハギノアトラス号・ビップウインク号・ベルダーイメル号・
マイネルジェロディ号・マテンロウスパーク号・ミステリオーソ号・メイショウダジン号・メイショウチタン号・
ラルナブリラーレ号・レクセランス号・ロードベイリーフ号

2802410月9日 雨 重 （4阪神4） 第2日 第12競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，405，000
1，405，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

611 ウォームライト 牡3青鹿55 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 500± 01：10．8 7．2�
36 ヨッシーフェイス 牡4芦 57

53 ★永島まなみ STレーシング 寺島 良 新ひだか グランド牧場 490－ 81：11．12 32．3�
48 エスシーミホーク �5鹿 57 酒井 学工藤 圭司氏 辻野 泰之 日高 三宅 正弘 474＋ 2 〃 クビ 52．6�
35 スカーレットジンク 牡4芦 57 坂井 瑠星�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 81：11．2クビ 20．0�
59 サウンドサンビーム 牡5黒鹿57 �島 克駿増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 492＋ 8 〃 同着 28．1�
47 ペイシャリルキス �6鹿 57 荻野 極北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 496± 01：11．3� 234．3	
714 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 474－10 〃 クビ 46．0

713 フォックススリープ �4鹿 57 松田 大作石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B466－ 81：11．51 112．7�
24 ク レ ア 牝3鹿 53 横山 典弘中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 バンブー牧場 510－ 8 〃 クビ 2．2�
23 ロードサージュ 牡4栗 57 川須 栄彦 ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 454± 01：11．7	 61．7�
12 エクサープト 牝3栗 53 岩田 望来水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 B486± 01：12．23 11．7�
510 メイショウヒヅクリ 牝3黒鹿 53

50 ▲角田 大河松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 富田牧場 468＋ 41：12．3� 5．9�
816 キ ッ シ ョ ウ 牝3鹿 53

49 ★今村 聖奈 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 430＋ 41：13．04 9．2�

815 テーオーダヴィンチ 牡4栗 57 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 498＋10 〃 アタマ 9．9�
612 メイショウカイト 牝4黒鹿55 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 464＋20 〃 ハナ 69．5�
11 ショウナンバサロ 牡4芦 57

56 ☆泉谷 楓真国本 哲秀氏 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 502＋101：16．4大差 217．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 90，678，000円 複勝： 116，055，300円 枠連： 36，736，800円
馬連： 179，160，200円 馬単： 67，259，900円 ワイド： 160，854，300円
3連複： 314，321，300円 3連単： 342，278，900円 計： 1，307，344，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 280円 � 790円 � 960円 枠 連（3－6） 3，360円

馬 連 �� 10，770円 馬 単 �� 17，860円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 3，570円 �� 11，690円

3 連 複 ��� 92，410円 3 連 単 ��� 412，890円

票 数

単勝票数 計 906780 的中 � 100345（3番人気）
複勝票数 計1160553 的中 � 128834（3番人気）� 36197（9番人気）� 29006（11番人気）
枠連票数 計 367368 的中 （3－6） 8450（14番人気）
馬連票数 計1791602 的中 �� 12889（31番人気）
馬単票数 計 672599 的中 �� 2823（53番人気）
ワイド票数 計1608543 的中 �� 13933（34番人気）�� 11664（42番人気）�� 3511（79番人気）
3連複票数 計3143213 的中 ��� 2551（215番人気）
3連単票数 計3422789 的中 ��� 601（978番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．0―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．2―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．6
3 1（2，4）（3，6）（8，10）（12，13）（5，15）16，11，14－9，7 4 1，2，4（3，6）8（5，12，10）（14，11，15，13）16－9－7

勝馬の
紹 介

ウォームライト �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Broken Vow デビュー 2021．6．19 阪神11着

2019．2．26生 牡3青鹿 母 ジェントルヴァウ 母母 Ranter 8戦3勝 賞金 26，100，000円
〔その他〕 ショウナンバサロ号は，競走中に疾病〔鼻出血（3回目）〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ショウナンバサロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年1月9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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シホノディレット号

４レース目



（4阪神4）第2日 10月9日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 144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

248，720，000円
7，790，000円
30，520，000円
1，280，000円
28，180，000円
65，478，000円
4，314，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
716，550，400円
981，100，300円
239，101，700円
1，257，266，800円
558，560，900円
1，086，638，500円
2，137，089，200円
2，671，740，500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 9，648，048，300円

総入場人員 9，883名 （有料入場人員 9，601名）
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