
2808510月29日 晴 良 （4阪神4） 第8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

44 オーロイプラータ 牡2鹿 55 幸 英明吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム B532－ 41：55．3 31．1�
55 カルンウェナン 牡2黒鹿 55

53 △角田 大河前田 幸治氏 角田 晃一 浦河 オカモトファーム 510± 01：56．68 5．1�
77 レインメーカー 牡2栗 55 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B438± 01：56．81 17．2�
22 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 462＋ 6 〃 クビ 10．2�
89 ミスティックパワー 牡2鹿 55 C．デムーロ 小林竜太郎氏 新谷 功一 新ひだか 藤沢牧場 500－ 21：57．43� 7．0�

（仏）

11 スズカクリエイター �2芦 55 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 468± 01：57．6� 187．3	
810 アズマサクラエモン 牡2鹿 55 松若 風馬東 哲次氏 加用 正 日高 木村牧場 530＋10 〃 クビ 11．3

78 マテンロウナイト 牡2鹿 55 横山 典弘寺田千代乃氏 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 470－ 61：58．98 13．4�
66 ヨシノレジェンド 牝2栗 54 岩田 望来清水 義德氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 380＋ 22：00．07 80．1�
33 ショウナンアキドン 牡2鹿 55 福永 祐一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 天羽牧場 472＋14 （競走中止） 2．0
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売 得 金
単勝： 35，318，300円 複勝： 40，422，700円 枠連： 7，977，600円
馬連： 44，690，900円 馬単： 22，041，500円 ワイド： 43，144，500円
3連複： 72，332，400円 3連単： 88，928，100円 計： 354，856，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，110円 複 勝 � 550円 � 160円 � 380円 枠 連（4－5） 5，490円

馬 連 �� 4，370円 馬 単 �� 13，700円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 4，760円 �� 940円

3 連 複 ��� 14，070円 3 連 単 ��� 152，770円

票 数

単勝票数 計 353183 的中 � 9619（8番人気）
複勝票数 計 404227 的中 � 15547（8番人気）� 88920（2番人気）� 23788（7番人気）
枠連票数 計 79776 的中 （4－5） 1126（15番人気）
馬連票数 計 446909 的中 �� 7913（18番人気）
馬単票数 計 220415 的中 �� 1206（44番人気）
ワイド票数 計 431445 的中 �� 9881（16番人気）�� 2246（31番人気）�� 12143（12番人気）
3連複票数 計 723324 的中 ��� 3855（42番人気）
3連単票数 計 889281 的中 ��� 422（323番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―14．0―12．2―13．0―13．0―12．8―12．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―38．8―51．0―1：04．0―1：17．0―1：29．8―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーロイプラータ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2022．7．24 小倉9着

2020．4．22生 牡2鹿 母 カ リ ス ペ ル 母母 Genovefa 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 ショウナンアキドン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。

2808610月29日 晴 良 （4阪神4） 第8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

811 パラシュラーマ 牡2栗 55 福永 祐一�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470＋181：12．5 1．7�

11 � ジャスパーロイヤル 牡2栗 55 松若 風馬加藤 和夫氏 森 秀行 米 SF Blood-
stock LLC 474－ 61：13．45 11．5�

44 ジャスティンカプリ 牡2鹿 55 C．デムーロ 三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472－ 41：13．93 5．2�
（仏）

22 ブ ラ ー ヴ 牡2鹿 55 武 豊宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 474－ 61：14．11� 16．1�
810 メイショウオーザ 牡2青鹿 55

53 △角田 大河松本 好�氏 石橋 守 浦河 赤田牧場 464± 01：14．42 13．7	
55 � ウェイオブサクセス 牝2栗 54 岩田 望来ゴドルフィン 野中 賢二 英 Godolphin 446＋241：14．61� 6．1

67 ビルトインアデイ 牝2栗 54 幸 英明森中 啓子氏 谷 潔 むかわ 新井牧場 458± 01：15．13 34．7�
33 ラガーワンチーム 牡2芦 55

52 ▲大久保友雅奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 前川 勝春 428－ 21：16．16 398．3�
66 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 404＋ 61：16．2� 335．3
79 スエヒロイナズマ 牝2鹿 54 酒井 学�みどり住宅 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 444± 01：16．51� 337．8�
78 ベロニカブレイン 牝2鹿 54 池添 謙一エンジェルレーシング� 北出 成人 浦河 小島牧場 422＋101：17．24 106．6�
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売 得 金
単勝： 42，181，600円 複勝： 87，372，000円 枠連： 7，309，300円
馬連： 44，704，300円 馬単： 28，266，600円 ワイド： 42，559，200円
3連複： 68，504，500円 3連単： 109，129，500円 計： 430，027，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 140円 枠 連（1－8） 680円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 350円 �� 220円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 3，670円

票 数

単勝票数 計 421816 的中 � 199764（1番人気）
複勝票数 計 873720 的中 � 512601（1番人気）� 46538（6番人気）� 95651（2番人気）
枠連票数 計 73093 的中 （1－8） 8320（3番人気）
馬連票数 計 447043 的中 �� 39490（3番人気）
馬単票数 計 282666 的中 �� 22194（3番人気）
ワイド票数 計 425592 的中 �� 30326（4番人気）�� 55912（1番人気）�� 15612（11番人気）
3連複票数 計 685045 的中 ��� 45308（4番人気）
3連単票数 計1091295 的中 ��� 21503（8番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―12．1―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．1―47．2―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パラシュラーマ �
�
父 トランセンド �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．7．3 小倉2着

2020．3．7生 牡2栗 母 クライミングローズ 母母 ファレノプシス 3戦1勝 賞金 10，100，000円
〔その他〕 ジャスパーロイヤル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベロニカブレイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月29日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ジャスパーロイヤル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年11月29日まで出走できない。
※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。

第４回 阪神競馬 第８日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



2808710月29日 晴 良 （4阪神4） 第8日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時05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

69 テ ィ ム ー ル 牡2黒鹿55 �島 克駿前田 幸治氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 452± 01：47．7 7．0�
68 サンライズプルート 牡2黒鹿55 池添 謙一�ライフハウス 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 462＋101：47．8� 13．9�
22 ウインエーデル 牝2黒鹿54 和田 竜二�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 440± 0 〃 ハナ 5．4�
812 ミ タ マ 牝2鹿 54 北村 友一 �ニッシンホール

ディングス 上村 洋行 新ひだか チャンピオンズファーム 462± 0 〃 アタマ 8．3�
56 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 492＋ 21：48．11� 8．5�
33 � 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 494＋ 2 〃 ハナ 7．6	
57 アウローラシエル 牡2鹿 55 菅原 明良髙橋 正雄氏 森田 直行 日高 田端牧場 486＋ 4 〃 クビ 38．3

711 エイユースイート 牝2青鹿54 幸 英明笹部 和子氏 岡田 稲男 日高 シンボリ牧場 452－ 21：48．31	 86．1�
710 ロジウムエポック 牡2鹿 55 横山 典弘平沼 宣秀氏 四位 洋文 新冠 秋田牧場 474＋ 21：48．51� 20．5�
11 ピヌスアモリス 牝2鹿 54 C．デムーロ サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 492＋141：48．71	 3．2�

（仏）

45 マテンロウレガシー 牡2黒鹿55 太宰 啓介寺田千代乃氏 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 486＋16 〃 アタマ 141．4�
44 ツィスカリーゼ 牡2黒鹿55 岩田 望来永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 440± 01：49．44 60．4�
813 ダイヤノジャック 牝2栗 54 松若 風馬�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 470－ 2 （競走中止） 276．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，379，400円 複勝： 61，794，200円 枠連： 10，457，200円
馬連： 56，666，800円 馬単： 23，458，600円 ワイド： 54，662，100円
3連複： 83，833，500円 3連単： 83，956，300円 計： 419，208，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 230円 � 310円 � 190円 枠 連（6－6） 4，130円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 6，960円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 610円 �� 890円

3 連 複 ��� 7，610円 3 連 単 ��� 51，490円

票 数

単勝票数 計 443794 的中 � 53521（3番人気）
複勝票数 計 617942 的中 � 71399（4番人気）� 46409（7番人気）� 96498（2番人気）
枠連票数 計 104572 的中 （6－6） 1961（18番人気）
馬連票数 計 566668 的中 �� 10832（19番人気）
馬単票数 計 234586 的中 �� 2525（33番人気）
ワイド票数 計 546621 的中 �� 11919（17番人気）�� 23800（4番人気）�� 15715（14番人気）
3連複票数 計 838335 的中 ��� 8261（29番人気）
3連単票数 計 839563 的中 ��� 1182（202番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．0―12．0―12．3―12．1―11．9―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．4―48．4―1：00．7―1：12．8―1：24．7―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ィ ム ー ル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Tapit デビュー 2022．10．10 阪神3着

2020．2．28生 牡2黒鹿 母 ホワイトローズⅡ 母母 Garden Dance 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ダイヤノジャック号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。

2808810月29日 晴 良 （4阪神4） 第8日 第4競走 1，400�2歳新馬
発走11時35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

813 ヘニータイフーン 牝2栗 54 岩田 望来林 正道氏 中村 直也 新ひだか 服部 牧場 492 ―1：27．1 2．6�
33 ハチメンロッピ 牡2鹿 55 菅原 明良�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 486 ―1：27．2� 14．0�
68 レ オ キ ー 牝2栗 54 和田 竜二親川 智行氏 牧田 和弥 新冠 大狩部牧場 492 ―1：27．62� 5．2�
56 キングダイヤモンド 牡2鹿 55 酒井 学伊藤 裕章氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 508 ―1：27．7� 38．6�
57 ダディーズラビング 牝2鹿 54 幸 英明田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 市川牧場 482 ―1：27．91� 16．6�
11 コンプラセンシア 牝2栗 54 北村 友一ゴドルフィン 田中 克典 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474 ―1：28．32� 32．5	
69 チュウワステート 牡2青 55

53 △角田 大河中西 忍氏 小崎 憲 日高 若林 順一 450 ―1：28．4� 115．8

711 レットイットゴー 牝2栗 54 �島 克駿宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 丸村村下

ファーム 438 ―1：28．71� 30．8�
22 テーオーミシュラン 牡2黒鹿55 福永 祐一小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 490 ―1：29．12� 4．7�
44 カネトシストーム 牡2黒鹿55 秋山真一郎兼松 昌男氏 飯田 祐史 日高 三輪牧場 430 ― 〃 クビ 118．7
710 ルージュアグライア 牝2鹿 54 太宰 啓介 �東京ホースレーシング 昆 貢 日高 奥山牧場 494 ―1：29．73� 47．7�
812 タガノグラジオラス 牝2鹿 54 田中 健八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480 ― 〃 ハナ 111．3�
45 タガノツラヌキ 牡2鹿 55 藤岡 康太八木 良司氏 石坂 公一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504 ―1：29．8� 7．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，563，600円 複勝： 34，984，300円 枠連： 8，152，700円
馬連： 42，980，000円 馬単： 18，985，600円 ワイド： 36，239，300円
3連複： 59，034，200円 3連単： 62，150，600円 計： 297，090，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 270円 � 160円 枠 連（3－8） 1，800円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 740円 �� 340円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 12，440円

票 数

単勝票数 計 345636 的中 � 109990（1番人気）
複勝票数 計 349843 的中 � 77475（1番人気）� 25207（5番人気）� 60260（3番人気）
枠連票数 計 81527 的中 （3－8） 3497（8番人気）
馬連票数 計 429800 的中 �� 17015（7番人気）
馬単票数 計 189856 的中 �� 4791（12番人気）
ワイド票数 計 362393 的中 �� 12019（7番人気）�� 30485（2番人気）�� 9581（11番人気）
3連複票数 計 590342 的中 ��� 18828（5番人気）
3連単票数 計 621506 的中 ��� 3622（28番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．4―12．8―12．7―12．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．6―37．0―49．8―1：02．5―1：15．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘニータイフーン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2020．2．14生 牝2栗 母 メジャータイフーン 母母 マ ザ イ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 チュウワステート号の騎手角田大河は，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：11番・

13番・3番）



2808910月29日 晴 良 （4阪神4） 第8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

78 マイネルエンペラー 牡2黒鹿55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 454 ―2：01．9 4．7�

66 ペネトレイトゴー 牡2芦 55 菅原 明良前川 俊行氏 森 秀行 日高 出口牧場 450 ―2：02．21� 83．8�
22 マテンロウジョイ 牡2黒鹿55 横山 典弘寺田千代乃氏 四位 洋文 浦河 丸幸小林牧場 448 ―2：02．41 19．2�
810 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 492 ― 〃 クビ 11．9�
33 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 528 ― 〃 アタマ 1．5�

（仏）

44 ヨ リ マ ル 牡2鹿 55 岩田 望来辻子 依旦氏 上村 洋行 浦河 川越ファーム 488 ―2：02．61� 21．5	
79 スマートファントム 牡2鹿 55

53 △角田 大河大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 静内山田牧場 472 ―2：02．7クビ 41．3

811 シェイクユアハート 牡2栗 55 藤岡 佑介吉田 千津氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 440 ―2：03．33� 11．5�
11 ケイアイサンデラ 牡2鹿 55 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 小林 真也 新ひだか 松田牧場 434 ―2：03．4� 141．7�
55 ハギノサステナブル 牡2鹿 55 吉田 隼人日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454 ―2：04．25 30．1
67 メイショウハツセ 牡2鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 高昭牧場 442 ―2：04．3� 190．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 53，383，900円 複勝： 86，075，500円 枠連： 9，195，000円
馬連： 47，495，900円 馬単： 30，397，700円 ワイド： 45，956，300円
3連複： 67，512，400円 3連単： 112，249，000円 計： 452，265，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 280円 � 2，430円 � 620円 枠 連（6－7） 6，340円

馬 連 �� 18，170円 馬 単 �� 31，350円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 800円 �� 8，650円

3 連 複 ��� 40，960円 3 連 単 ��� 262，510円

票 数

単勝票数 計 533839 的中 � 92856（2番人気）
複勝票数 計 860755 的中 � 94964（2番人気）� 8182（9番人気）� 35595（5番人気）
枠連票数 計 91950 的中 （6－7） 1123（16番人気）
馬連票数 計 474959 的中 �� 2025（30番人気）
馬単票数 計 303977 的中 �� 727（52番人気）
ワイド票数 計 459563 的中 �� 4513（22番人気）�� 15627（9番人気）�� 1320（41番人気）
3連複票数 計 675124 的中 ��� 1236（72番人気）
3連単票数 計1122490 的中 ��� 310（366番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．9―13．2―12．7―12．3―12．1―11．5―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．9―50．1―1：02．8―1：15．1―1：27．2―1：38．7―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルエンペラー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ロージズインメイ 初出走

2020．3．13生 牡2黒鹿 母 マイネテレジア 母母 マイネヌーヴェル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 メイショウハツセ号の騎手幸英明は，検査のため酒井学に変更。
〔発走状況〕 騎手変更に伴う馬場入場遅れのため，発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 ジャスティンレオン号の騎手C．デムーロは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・10番）
※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。

2809010月29日 晴 良 （4阪神4） 第8日 第6競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：48．5
1：47．6

重
重

57 � リ チ ュ ア ル �3黒鹿55 吉田 隼人長谷川祐司氏 田中 克典 新ひだか 矢野牧場 510＋ 21：53．8 4．5�
33 ヴァジュランダ 牡4黒鹿57 岩田 望来高原 将浩氏 宮本 博 新ひだか 千代田牧場 498＋ 21：53．9� 3．4�
711 レッドバロッサ �3鹿 55 和田 竜二 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 21：54．0� 34．7�
56 ゼウスバイオ 牡3栗 55 幸 英明バイオ� 畑端 省吾 日高 中館牧場 496－ 21：54．21� 18．3�
813 マテンロウアイ 牝3黒鹿53 横山 典弘寺田千代乃氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 528＋ 41：54．73 6．2�
22 � フ ロ イ ン グ 牡4鹿 57 松若 風馬宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 474＋ 61：54．8� 212．4	
44 シゲルオトヒメ 牝3芦 53 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 430＋ 21：55．0� 42．8

812� ガールズヒロイン 牝4黒鹿55 国分 優作山下 良子氏 服部 利之 浦河 村中牧場 434－ 41：55．31� 156．9�
710 グローツラング 牡3芦 55 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新冠 タニグチ牧場 526＋ 61：55．72� 16．7�
45 パ ン ド レ ア 牝3鹿 53 C．デムーロ 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 448－ 2 〃 クビ 8．6�
（仏）

68 � ボニンブルー 牡4鹿 57 藤懸 貴志渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 富田牧場 454＋101：56．01� 274．6�
11 チェンジザワールド 牡3栗 55

53 △角田 大河三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム B512＋ 41：57．49 23．6�
69 アルムブラーヴ 牡3青鹿55 	島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B490＋ 62：00．0大差 4．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，832，500円 複勝： 46，195，200円 枠連： 9，377，200円
馬連： 56，552，900円 馬単： 22，115，100円 ワイド： 48，100，400円
3連複： 78，799，600円 3連単： 79，298，700円 計： 377，271，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 160円 � 680円 枠 連（3－5） 910円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，820円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 7，720円 3 連 単 ��� 27，720円

票 数

単勝票数 計 368325 的中 � 64624（3番人気）
複勝票数 計 461952 的中 � 77749（3番人気）� 87022（2番人気）� 12637（9番人気）
枠連票数 計 93772 的中 （3－5） 7955（3番人気）
馬連票数 計 565529 的中 �� 44946（3番人気）
馬単票数 計 221151 的中 �� 7344（8番人気）
ワイド票数 計 481004 的中 �� 31001（3番人気）�� 6474（23番人気）�� 6200（25番人気）
3連複票数 計 787996 的中 ��� 7646（28番人気）
3連単票数 計 792987 的中 ��� 2074（98番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―13．0―12．7―12．3―12．6―12．6―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．3―37．3―50．0―1：02．3―1：14．9―1：27．5―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�リ チ ュ ア ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rockport Harbor

2019．3．5生 �3黒鹿 母 メイデイローズ 母母 May Day Bluff 5戦1勝 賞金 10，800，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 アルムブラーヴ号の騎手	島克駿は，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：2番）
〔その他〕 アルムブラーヴ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルムブラーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月29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。



2809110月29日 晴 良 （4阪神4） 第8日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：31．1
1：30．3

良
良

47 スーサンアッシャー 牡3鹿 55 横山 典弘林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 富田牧場 466＋ 61：33．2 2．5�
816 ポ ー カ ー 牡3黒鹿55 池添 謙一石川 達絵氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：33．41� 5．6�
11 ミツルハピネス 牝4栗 55

54 ☆泉谷 楓真守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 516＋141：33．5� 8．6�
611 フ ラ リ オ ナ 牝4青鹿55 藤岡 佑介大冨 智弘氏 平田 修 千歳 社台ファーム 420＋ 21：33．6クビ 117．6�
35 ムーンリットナイト 牡3鹿 55 吉田 隼人 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 496± 01：33．81� 21．2�
714 リ ヴ ォ リ 牝3鹿 53 福永 祐一寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 502＋20 〃 アタマ 12．0	
36 � ベ ン ガ ン 牡5芦 57 岩田 望来小林 薫氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 470± 0 〃 クビ 64．0

612 ウォーターブレイク 牝6黒鹿55 松若 風馬山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋121：33．9クビ 486．6�
48 � クワイエット 牝6黒鹿 55

52 ▲服部 寿希 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B458＋ 21：34．21� 326．0�
817 ホウオウスミヨシ 牡3鹿 55 	島 良太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 532－ 61：34．3� 316．6
23 ヘクトパスカル 牝3黒鹿53 幸 英明西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 坂本 智広 456＋ 6 〃 アタマ 29．0�
510 ヤマニンアンフィル 牝3青鹿53 菅原 明良土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 472＋ 61：34．4
 24．0�
713 ヴェントボニート 牝5鹿 55

52 ▲大久保友雅名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 428± 01：34．5クビ 14．8�
12 サ イ ー ド 牡3鹿 55 武 豊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 492－ 4 〃 クビ 15．0�
59 エスオーライアン 牡3鹿 55 	島 克駿岡本 昌市氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 442± 01：34．71 193．7�
818 イスラグランデ 牡3鹿 55 国分 恭介 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530－ 61：36．410 34．3�
715 ショショローザ 牝3鹿 53 C．デムーロ �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋181：36．5
 6．5�

（仏）

24 � モンストルシチー 牡4黒鹿57 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 61：42．4大差 348．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 49，758，000円 複勝： 68，869，400円 枠連： 17，087，500円
馬連： 69，886，800円 馬単： 28，003，000円 ワイド： 72，748，600円
3連複： 115，936，700円 3連単： 107，507，200円 計： 529，797，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 160円 � 220円 枠 連（4－8） 690円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 260円 �� 500円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 7，640円

票 数

単勝票数 計 497580 的中 � 157957（1番人気）
複勝票数 計 688694 的中 � 176573（1番人気）� 111708（2番人気）� 63297（4番人気）
枠連票数 計 170875 的中 （4－8） 19174（2番人気）
馬連票数 計 698868 的中 �� 83582（1番人気）
馬単票数 計 280030 的中 �� 20732（1番人気）
ワイド票数 計 727486 的中 �� 83558（1番人気）�� 35356（3番人気）�� 17408（11番人気）
3連複票数 計1159367 的中 ��� 35494（3番人気）
3連単票数 計1075072 的中 ��� 10196（3番人気）

ハロンタイム 12．8―10．6―11．3―11．8―11．7―11．5―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．4―34．7―46．5―58．2―1：09．7―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 14（10，9，18）（2，6，13）1（4，12，15）（8，16）（5，17）－7（3，11） 4 ・（14，13）18（10，9，6）（2，1）12（8，16，15）4（5，17）7，3，11

勝馬の
紹 介

スーサンアッシャー �
�
父 Siyouni �

�
母父 Solon デビュー 2022．1．5 中京2着

2019．5．29生 牡3鹿 母 オーティニャック 母母 Recambe 7戦2勝 賞金 21，500，000円
〔その他〕 モンストルシチー号は，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。
※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。

2809210月29日 晴 良 （4阪神4） 第8日 第8競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走13時55分 （芝・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 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

11 カバーガール 牝4黒鹿55 岩田 望来石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 476＋ 61：20．8 3．0�
55 リ ヴ ェ ー ル 牝5芦 55 松若 風馬栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 450＋10 〃 クビ 15．8�
33 アンジュミニョン 牝6鹿 55 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 476＋10 〃 アタマ 10．6�
22 ヤマニンルリュール 牝4鹿 55 �島 克駿土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 466－261：21．01� 9．3�
78 メイショウドウドウ 牡7黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 490± 0 〃 アタマ 3．9�
77 タマモダイジョッキ 牡4栗 57

55 △角田 大河タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 21：21．21� 13．1	
89 トーカイキング 牡4栗 57 川又 賢治田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 468＋ 61：21．3� 159．8

66 ウインスピリタス 牡6鹿 57 和田 竜二�ウイン 長谷川浩大 新ひだか 神垣 道弘 B482－ 41：21．4� 60．6�
810 ドナウエレン 牝4鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B494＋101：22．57 4．8

（仏）

44 トップキャスト 牝3栗 53 菅原 明良�G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 アタマ 10．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 41，700，500円 複勝： 51，169，600円 枠連： 10，391，600円
馬連： 65，277，300円 馬単： 27，479，700円 ワイド： 54，038，100円
3連複： 91，952，400円 3連単： 110，358，700円 計： 452，367，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 320円 � 280円 枠 連（1－5） 2，760円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 730円 �� 500円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 20，420円

票 数

単勝票数 計 417005 的中 � 110456（1番人気）
複勝票数 計 511696 的中 � 110523（1番人気）� 34615（7番人気）� 43102（6番人気）
枠連票数 計 103916 的中 （1－5） 2914（15番人気）
馬連票数 計 652773 的中 �� 23037（10番人気）
馬単票数 計 274797 的中 �� 5757（16番人気）
ワイド票数 計 540381 的中 �� 18846（11番人気）�� 29408（4番人気）�� 9389（22番人気）
3連複票数 計 919524 的中 ��� 14804（21番人気）
3連単票数 計1103587 的中 ��� 3918（80番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．3―11．5―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．0―45．3―56．8―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カバーガール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．9．21 中山3着

2018．3．18生 牝4黒鹿 母 ショウナンカラット 母母 ニュースヴァリュー 23戦3勝 賞金 46，704，000円
〔発走状況〕 ヤマニンルリュール号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 メイショウドウドウ号の騎手武豊は，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：2番・4番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヤマニンルリュール号は，令和4年10月30日から令和4年11月28日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※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。



2809310月29日 晴 良 （4阪神4） 第8日 第9競走 ��
��1，800�

はぎ

萩 ス テ ー ク ス（Ｌ）
発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 17，000，000円 6，800，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，700，000円
付 加 賞 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：44．5

良
良

33 トップナイフ 牡2青鹿55 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 杵臼牧場 484＋ 21：46．2 18．0�
11 ナイトキャッスル 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 21：46．52 7．6�
77 エレガントルビー 牝2鹿 54 幸 英明�ターフ・スポート森田 直行 新冠 村田牧場 468－ 81：46．81	 10．4�
44 タイセイクラージュ 牡2青鹿55 武 豊田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 クビ 1．9�
22 スズカダブル 牡2栗 55 福永 祐一永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 494－ 2 〃 クビ 9．8�
55 トーセントラム 牡2鹿 55 菅原 明良島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 428＋ 41：46．9クビ 74．2

66 ラスハンメル 牡2青鹿55 C．デムーロ �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 508－ 61：47．0
 3．7�

（仏）

（7頭）

売 得 金
単勝： 71，390，300円 複勝： 34，545，400円 枠連： 発売なし
馬連： 67，389，200円 馬単： 36，155，000円 ワイド： 47，915，800円
3連複： 83，125，000円 3連単： 200，350，700円 計： 540，871，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 550円 � 280円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 9，510円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，810円 �� 890円

3 連 複 ��� 9，510円 3 連 単 ��� 72，620円

票 数

単勝票数 計 713903 的中 � 33487（6番人気）
複勝票数 計 345454 的中 � 23007（6番人気）� 51742（3番人気）
馬連票数 計 673892 的中 �� 12861（13番人気）
馬単票数 計 361550 的中 �� 2851（27番人気）
ワイド票数 計 479158 的中 �� 9362（14番人気）�� 6666（16番人気）�� 14197（12番人気）
3連複票数 計 831250 的中 ��� 6550（25番人気）
3連単票数 計2003507 的中 ��� 2000（142番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．0―12．3―12．2―11．6―11．5―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．8―48．1―1：00．3―1：11．9―1：23．4―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．3
3 2（1，3）7，6，4－5 4 2－3（1，7）6，4，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トップナイフ �

父 デクラレーションオブウォー �


母父 スピニングワールド デビュー 2022．7．24 札幌6着

2020．3．9生 牡2青鹿 母 ビーウインド 母母 ビクトリーマッハ 5戦2勝 賞金 26，054，000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。

2809410月29日 晴 良 （4阪神4） 第8日 第10競走 ��
��1，800�

にしわき

西脇ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
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55�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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

34 ジュディッタ 牝4鹿 55 C．デムーロ �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 514－ 21：52．4 2．8�

（仏）

813 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 436－12 〃 クビ 9．8�
610 ヴ ィ ゴ ー レ 牡4芦 57 岩田 望来�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋121：52．82� 51．7�
711 ロッキーサンダー 牡5鹿 57 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 482＋ 2 〃 ハナ 5．1�
712 リリーミニスター 	5芦 57 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 488＋ 81：52．9
 10．7	
22 サトノロイヤル 牡4鹿 57 浜中 俊里見 治氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 B506＋ 6 〃 アタマ 3．7

69 ダ ッ チ マ ン 	5青鹿57 菅原 明良小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B474＋ 61：53．1
 36．2�
57 メガゴールド 牡4芦 57 岩田 康誠合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B520± 01：53．2
 24．8�
814 ランスオブアース 牝4青鹿55 泉谷 楓真五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 488± 01：53．3クビ 30．6
11 モ ズ マ ゾ ク 牡4青 57 武 豊 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 B496＋ 81：53．51� 11．4�
33 メイショウヨカゼ 牡5栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 516＋ 21：54．13� 91．7�
46 ウインダークローズ 牡5青鹿57 国分 恭介�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 502＋101：54．84 299．8�
45 ロワマージュ 	5鹿 57 �島 克駿ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－221：55．86 151．8�
58  ジャスパードリーム 牡4栗 57 吉田 隼人加藤 和夫氏 森 秀行 米 G. Watts

Humphrey Jr. 542＋141：57．410 55．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 53，830，700円 複勝： 74，015，300円 枠連： 22，420，000円
馬連： 110，153，300円 馬単： 42，401，600円 ワイド： 89，619，500円
3連複： 165，899，500円 3連単： 181，515，100円 計： 739，855，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 280円 � 760円 枠 連（3－8） 1，090円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 760円 �� 2，090円 �� 5，040円

3 連 複 ��� 24，650円 3 連 単 ��� 76，680円

票 数

単勝票数 計 538307 的中 � 150209（1番人気）
複勝票数 計 740153 的中 � 164604（1番人気）� 62867（5番人気）� 19279（10番人気）
枠連票数 計 224200 的中 （3－8） 15824（4番人気）
馬連票数 計1101533 的中 �� 48180（7番人気）
馬単票数 計 424016 的中 �� 13462（9番人気）
ワイド票数 計 896195 的中 �� 31837（8番人気）�� 10868（26番人気）�� 4414（42番人気）
3連複票数 計1658995 的中 ��� 5046（72番人気）
3連単票数 計1815151 的中 ��� 1716（231番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．4―12．4―11．9―12．2―12．5―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．4―49．8―1：01．7―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4F50．7―3F38．5
1
3
・（2，8）12，4，10（1，14）9－7（5，11）13，3，6・（2，12）（4，7）（8，14）（1，10）（9，11）－5，13（3，6）

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

勝馬の
紹 介

ジュディッタ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．11．7 阪神1着

2018．4．26生 牝4鹿 母 メリーウィドウ 母母 ウエディングメリー 10戦4勝 賞金 64，988，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ステイブルアスク号の騎手古川奈穂は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

ジュディッタ号の騎手C．デムーロは，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30，000円。（被害馬：7番）
※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。



2809510月29日 晴 良 （4阪神4） 第8日 第11競走 ��
��1，400�第65回MBS賞スワンステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，R3．10．30以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走
またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，R3．10．29以前のGⅠ競走（牝馬限
定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

MBS賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000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

24 ダイアトニック 牡7鹿 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 472－ 61：19．8 6．6�

23 ララクリスティーヌ 牝4青鹿54 菅原 明良フジイ興産� 斉藤 崇史 新冠 土井牧場 450± 01：20．01 31．1�
（法942）

611 ルプリュフォール �6鹿 56 武 豊名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 アタマ 36．1�
48 トゥラヴェスーラ 牡7鹿 56 	島 克駿吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 492＋10 〃 クビ 8．9�
35 キングオブコージ 牡6鹿 57 浜中 俊増田 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 500＋ 8 〃 アタマ 79．1	
47 
 ロータスランド 牝5鹿 54 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 486＋ 21：20．1クビ 5．7


36 マテンロウオリオン 牡3黒鹿54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム 486＋ 21：20．31� 5．5�
612 サブライムアンセム 牝3鹿 52 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488＋101：20．51 8．9�
12 ヴ ァ ト レ ニ �4鹿 56 横山 和生野田 政義氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 450＋ 41：20．6� 16．6
11 ホウオウアマゾン 牡4栗 56 C．デムーロ 小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 520＋ 81：20．7 4．5�

（仏）

510 ベステンダンク 牡10栗 56 松若 風馬市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 B522＋16 〃 ハナ 305．4�

713� キャプテンドレイク 牡5鹿 56 藤岡 康太谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 498＋121：20．91 175．7�
818 アイラブテーラー 牝6黒鹿54 幸 英明中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 470＋ 8 〃 ハナ 209．7�
59 ケイデンスコール 牡6鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：21．0� 165．7�
715 ミッキーブリランテ 牡6鹿 56 和田 竜二野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：21．42� 122．5�
714 メイショウミモザ 牝5芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 B460＋121：21．5クビ 83．6�
816 レイモンドバローズ 牡4鹿 56 吉田 隼人猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 492＋ 21：21．61 31．0�
817 スカイグルーヴ 牝5栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 456－ 81：21．81� 10．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 212，294，500円 複勝： 319，575，500円 枠連： 101，409，800円
馬連： 605，421，100円 馬単： 186，254，300円 ワイド： 479，518，200円
3連複： 1，159，077，800円 3連単： 1，111，273，200円 計： 4，174，824，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 260円 � 840円 � 870円 枠 連（2－2） 10，730円

馬 連 �� 10，650円 馬 単 �� 18，520円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 3，480円 �� 7，470円

3 連 複 ��� 71，930円 3 連 単 ��� 403，230円

票 数

単勝票数 計2122945 的中 � 253591（4番人気）
複勝票数 計3195755 的中 � 382248（4番人気）� 91715（10番人気）� 88420（11番人気）
枠連票数 計1014098 的中 （2－2） 7322（26番人気）
馬連票数 計6054211 的中 �� 44038（35番人気）
馬単票数 計1862543 的中 �� 7539（65番人気）
ワイド票数 計4795182 的中 �� 42713（30番人気）�� 35626（37番人気）�� 16420（55番人気）
3連複票数 計11590778 的中 ��� 12085（167番人気）
3連単票数 計11112732 的中 ��� 1998（949番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―10．9―11．1―11．3―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．1―45．2―56．5―1：07．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．6
3 2，15（1，18）4，7（5，14）（3，13）（16，17）（8，10，12）－11，9，6 4 2（15，18）1（5，4，7）（3，13，14）（8，16，17）（10，12）11（9，6）
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 25戦9勝 賞金 392，160，000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） 1頭 インテンスライト号
（非抽選馬） 1頭 リレーションシップ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダイアトニック号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

2809610月29日 晴 良 （4阪神4） 第8日 第12競走 ��
��1，800�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 1，700，000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

79 インベルシオン 牡3鹿 55 岩田 望来前田 幸貴氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 536＋ 41：54．0 3．5�
11 ニホンピロハーバー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 508＋ 41：54．1� 16．7�
44 メイショウオキビ 牡4栗 57 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 502－ 6 〃 アタマ 9．8�
22 スズカルビコン 牡4栗 57 加藤 祥太永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B516＋ 21：54．31� 59．9�
812 イルミネーター 牡5鹿 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 486± 01：54．61	 13．4�
67 テーオードレフォン 牡3栗 55 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 Wing Farm 488± 01：54．81 4．8�
33 ル モ ン ド 牡6鹿 57 国分 優作	山紫水明 坂口 智康 日高 下河辺牧場 476± 01：55．01 14．2

68 メイショウヨシテル 牡4黒鹿57 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 472－ 41：55．1� 2．9�
55 ラボンダンス 牝5栗 55 
島 克駿	ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 41：55．41	 64．5
710 ジ ャ ッ ジ 牡5鹿 57 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 514－ 61：55．82� 168．7�
56 シゲルヒカルダイヤ 牡6鹿 57 岩田 康誠森中 蕃氏 藤沢 則雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋ 41：56．01� 51．5�
811 ジャミールフエルテ �6鹿 57 C．デムーロ 吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：56．85 14．9�

（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 58，299，600円 複勝： 67，436，200円 枠連： 20，918，900円
馬連： 107，523，400円 馬単： 41，408，300円 ワイド： 87，569，600円
3連複： 164，035，800円 3連単： 202，128，700円 計： 749，320，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 190円 � 340円 � 270円 枠 連（1－7） 2，830円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 900円 �� 700円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 7，160円 3 連 単 ��� 28，780円

票 数

単勝票数 計 582996 的中 � 129964（2番人気）
複勝票数 計 674362 的中 � 106505（2番人気）� 46171（7番人気）� 63522（4番人気）
枠連票数 計 209189 的中 （1－7） 5723（11番人気）
馬連票数 計1075234 的中 �� 31372（11番人気）
馬単票数 計 414083 的中 �� 8472（13番人気）
ワイド票数 計 875696 的中 �� 25226（11番人気）�� 33391（8番人気）�� 12419（19番人気）
3連複票数 計1640358 的中 ��� 17177（27番人気）
3連単票数 計2021287 的中 ��� 5091（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．9―38．3―50．9―1：03．6―1：16．0―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インベルシオン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2022．1．15 中京7着

2019．3．21生 牡3鹿 母 エンブレイス 母母 ペシェミョン 9戦3勝 賞金 25，900，000円
〔制裁〕 テーオードレフォン号の騎手川須栄彦は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・5番）

スズカルビコン号の騎手加藤祥太は，4コーナー手前での御法（鞭の使用）について戒告。
※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4）第8日 10月29日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 150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

308，300，000円
38，000，000円
2，460，000円
38，290，000円
68，246，000円
4，431，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
733，932，900円
972，455，300円
224，696，800円
1，318，741，900円
506，967，000円
1，102，071，600円
2，210，043，800円
2，448，845，800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 9，517，755，100円

総入場人員 9，865名 （有料入場人員 9，554名）
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