
3102511月12日 晴 良 （4阪神5） 第3日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

66 クレメダンジュ 牝2芦 54 和田 竜二�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462－ 21：55．1 1．8�

55 グァルジャー 牝2芦 54 松山 弘平二口 雅一氏 吉田 直弘 新ひだか サカイファーム 462－101：55．41� 16．8�
33 フラワートゥループ 牝2鹿 54

52 △角田 大河吉田 晴哉氏 高橋 義忠 安平 追分ファーム 434－ 61：56．67 10．5�
44 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 460－ 21：57．34 89．5�
11 オリビアミノル 牝2鹿 54 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 470± 01：57．4� 10．3�
22 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 488－ 41：58．25 2．7


（仏）

77 ミッドナイトワルツ 牝2栗 54
51 ▲今村 聖奈三田 昌宏氏 寺島 良 平取 高橋 啓 442± 02：04．4大差 69．1�

（7頭）

売 得 金
単勝： 40，108，300円 複勝： 47，730，400円 枠連： 発売なし
馬連： 35，962，600円 馬単： 26，369，600円 ワイド： 25，372，400円
3連複： 47，091，000円 3連単： 131，175，300円 計： 353，809，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 360円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 330円 �� 220円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 5，740円

票 数

単勝票数 計 401083 的中 � 186801（1番人気）
複勝票数 計 477304 的中 � 321180（1番人気）� 19197（5番人気）
馬連票数 計 359626 的中 �� 24350（5番人気）
馬単票数 計 263696 的中 �� 13662（5番人気）
ワイド票数 計 253724 的中 �� 19466（4番人気）�� 33153（2番人気）�� 6706（10番人気）
3連複票数 計 470910 的中 ��� 19118（7番人気）
3連単票数 計1311753 的中 ��� 16548（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．8―49．4―1：02．5―1：15．8―1：28．9―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．3
1
3

・（5，7）2（1，3）－6，4
5，2（1，3）6，4－7

2
4
・（5，7）－（1，2）3－6，4
5（2，3）（1，6）4＝7

勝馬の
紹 介

クレメダンジュ �

父 ラ ニ �


母父 ジャングルポケット デビュー 2022．10．8 阪神2着

2020．3．24生 牝2芦 母 シェルエメール 母母 ポンデローザ 3戦1勝 賞金 10，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッドナイトワルツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月12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。

3102611月12日 晴 良 （4阪神5） 第3日 第2競走 1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

35 エンペラーワケア 牡2鹿 55 松山 弘平草間 庸文氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 512－101：24．5 3．8�
46 マンノライトニング 牡2栗 55

53 △角田 大河萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 454＋ 61：26．210 35．2�
611 ミヤジシャルマン 牡2黒鹿55 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 日高 タバタファーム 472－ 61：26．51� 78．2�
58 ハクサンパイオニア 牡2黒鹿55 S．フォーリー 河﨑 五市氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 486＋ 2 〃 アタマ 3．9�

（愛）

712 ユメハハテシナク 牡2栗 55 幸 英明江口 博美氏 石坂 公一 浦河 杵臼牧場 466＋ 2 〃 クビ 11．2�
815 ド ン カ ル ロ 牡2栗 55 岩田 望来広尾レース� 高柳 大輔 新ひだか 木村 秀則 446－ 21：26．71� 3．6	
814 ダノンクロム 牡2栗 55 吉田 隼人�ダノックス 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 2 〃 クビ 11．1

610 セイグッドラック 牡2栗 55 浜中 俊金田 成基氏 加用 正 様似 富田 恭司 498± 01：27．23 22．8�
23 アントニオヒロキ 牡2栗 55 武 豊 Him Rock Racing

ホールディングス� 北出 成人 浦河 �川 啓一 460－ 21：27．73 17．9�
59 キングダイヤモンド 牡2鹿 55 秋山真一郎伊藤 裕章氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 506－ 21：28．02 33．0
34 マテンロウナスカ 牝2鹿 54

51 ▲今村 聖奈寺田千代乃氏 寺島 良 浦河 有限会社
吉田ファーム 434＋ 21：28．74 109．3�

713 コウユーオモイノセ 牡2芦 55
52 ▲鷲頭 虎太加治屋貞光氏 斉藤 崇史 宮崎 田上 勝雄 B484＋ 81：29．33� 107．9�

11 サンライズグレート 牡2鹿 55 横山 武史�ライフハウス 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 442－ 41：29．51� 55．6�
47 フローラルハニー 牝2鹿 54 横山 典弘吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム B464＋ 41：29．71� 179．1�
22 オースミシエロ 牝2栗 54

51 ▲川端 海翼�オースミ 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 486－ 41：31．18 346．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，236，900円 複勝： 49，467，700円 枠連： 10，799，600円
馬連： 52，801，800円 馬単： 22，243，500円 ワイド： 53，625，600円
3連複： 83，814，300円 3連単： 81，984，100円 計： 397，973，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 580円 � 1，160円 枠 連（3－4） 5，930円

馬 連 �� 7，030円 馬 単 �� 10，110円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 3，390円 �� 7，470円

3 連 複 ��� 52，200円 3 連 単 ��� 185，160円

票 数

単勝票数 計 432369 的中 � 96061（2番人気）
複勝票数 計 494677 的中 � 79599（3番人気）� 20406（7番人気）� 9461（10番人気）
枠連票数 計 107996 的中 （3－4） 1411（20番人気）
馬連票数 計 528018 的中 �� 5819（22番人気）
馬単票数 計 222435 的中 �� 1649（35番人気）
ワイド票数 計 536256 的中 �� 5528（23番人気）�� 4084（33番人気）�� 1832（55番人気）
3連複票数 計 838143 的中 ��� 1204（113番人気）
3連単票数 計 819841 的中 ��� 321（475番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンペラーワケア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Curlin デビュー 2022．10．15 阪神5着

2020．5．2生 牡2鹿 母 カラズマッチポイント 母母 Home Court 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マテンロウナスカ号・コウユーオモイノセ号・サンライズグレート号・フローラルハニー号・

オースミシエロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月12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。

第５回 阪神競馬 第３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



3102711月12日 晴 良 （4阪神5） 第3日 第3競走 2，000�2歳未勝利
発走11時05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

810 セレンディピティ 牡2鹿 55 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480± 02：01．0 2．3�
78 ファームツエンティ 牡2青鹿55 池添 謙一�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 千代田牧場 456＋ 42：01．74 3．9�
44 カズボニファシオ 牡2鹿 55 川田 将雅合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 502－ 42：01．8� 7．5�
66 セレスティアリティ 牝2栗 54 C．デムーロ �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 454＋ 82：02．01� 4．8�

（仏）

55 ディアマイサン 牡2鹿 55
53 △角田 大河吉田 晴哉氏 松下 武士 安平 追分ファーム 516－ 22：02．1� 92．1�

22 ノ エ マ 牡2鹿 55 和田 竜二小紫 嘉之氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 492＋ 6 〃 ハナ 11．2	
79 ディヴァインアロー 牡2鹿 55 横山 典弘 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 青森 諏訪牧場 486－ 22：03．27 56．2�
33 ラ ブ コ 牝2鹿 54 横山 武史 
ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 410＋202：03．3� 41．1�
11 ドリームラッシュ 牝2鹿 54 城戸 義政 Him Rock Racing

ホールディングス
 荒川 義之 日高 タバタファーム 408－102：03．61� 188．3
811 ジャンマギアーナ 牡2黒鹿 55

52 ▲今村 聖奈加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476－ 42：03．7� 67．7�

67 ジューンスパーク 牡2鹿 55 松田 大作吉川 潤氏 武 英智 安平 追分ファーム 468－122：05．7大差 240．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 39，758，700円 複勝： 46，391，400円 枠連： 6，977，000円
馬連： 44，390，100円 馬単： 23，339，400円 ワイド： 42，821，700円
3連複： 66，720，800円 3連単： 92，772，300円 計： 363，171，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 160円 �� 250円 �� 330円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 2，350円

票 数

単勝票数 計 397587 的中 � 144037（1番人気）
複勝票数 計 463914 的中 � 125660（1番人気）� 108490（2番人気）� 75144（3番人気）
枠連票数 計 69770 的中 （7－8） 15503（1番人気）
馬連票数 計 443901 的中 �� 88770（1番人気）
馬単票数 計 233394 的中 �� 26034（1番人気）
ワイド票数 計 428217 的中 �� 82404（1番人気）�� 40274（3番人気）�� 27734（5番人気）
3連複票数 計 667208 的中 ��� 65605（3番人気）
3連単票数 計 927723 的中 ��� 28607（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．3―48．8―1：01．2―1：13．5―1：25．8―1：37．9―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セレンディピティ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2022．10．10 阪神2着

2020．2．18生 牡2鹿 母 ジ ェ ラ シ ー 母母 グローリアスデイズ 2戦1勝 賞金 8，000，000円
※ディヴァインアロー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

3102811月12日 晴 良 （4阪神5） 第3日 第4競走 ��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

22 サンデーファンデー 牡2鹿 55 武 豊 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか グランド牧場 542 ―1：55．7 21．4�
11 バックトゥザライト 牡2鹿 55 岩田 望来平井 裕氏 辻野 泰之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498 ―1：55．91� 27．2�
89 アウトレンジ 牡2鹿 55 横山 典弘寺田 寿男氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492 ―1：56．53� 2．1�
33 コパノパサディナ 牡2栗 55

53 △角田 大河小林 祥晃氏 村山 明 浦河 大北牧場 528 ―1：57．03 96．9�
55 クールブロン 牡2芦 55 C．デムーロ �キャロットファーム 武 幸四郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536 ―1：57．1クビ 13．4	
（仏）

66 � キ ュ ピ ド ン 牡2芦 55 川田 将雅前田 幸貴氏 森 秀行 米
Camas Park
Stud & Lynch
Bages LTD.

498 ―1：57．2� 4．5

88 レイジングスラスト 牡2鹿 55

51 ★古川 奈穂 �吉澤ホールディングス 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 530 ―1：57．62� 44．8�
77 クリノトランプ 牡2芦 55 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 新井 弘幸 546 ―1：57．7� 46．7�
44 ル ガ ル 牡2青鹿55 松山 弘平江馬 由将氏 杉山 晴紀 浦河 三嶋牧場 522 ―1：58．12� 3．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 42，205，100円 複勝： 30，808，400円 枠連： 6，276，300円
馬連： 36，592，000円 馬単： 21，664，600円 ワイド： 31，351，400円
3連複： 54，098，000円 3連単： 90，643，800円 計： 313，639，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 310円 � 360円 � 120円 枠 連（1－2） 7，790円

馬 連 �� 9，300円 馬 単 �� 20，280円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 610円 �� 680円

3 連 複 ��� 6，310円 3 連 単 ��� 81，530円

票 数

単勝票数 計 422051 的中 � 16682（5番人気）
複勝票数 計 308084 的中 � 19341（5番人気）� 16150（6番人気）� 101773（1番人気）
枠連票数 計 62763 的中 （1－2） 624（21番人気）
馬連票数 計 365920 的中 �� 3048（23番人気）
馬単票数 計 216646 的中 �� 801（42番人気）
ワイド票数 計 313514 的中 �� 3531（22番人気）�� 13617（6番人気）�� 11994（9番人気）
3連複票数 計 540980 的中 ��� 6424（21番人気）
3連単票数 計 906438 的中 ��� 806（186番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―14．1―13．2―13．0―13．3―12．7―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．6―51．8―1：04．8―1：18．1―1：30．8―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンデーファンデー �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 スマートボーイ 初出走

2020．5．12生 牡2鹿 母 ファーストレディ 母母 ラストヒット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※キュピドン号・コパノパサディナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



3102911月12日 晴 良 （4阪神5） 第3日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

69 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 446 ―1：34．5 11．4�
11 ケイデンシーマーク 牝2黒鹿54 C．デムーロ �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 438 ―1：34．82 2．3�

（仏）

44 ヴィヴィッシモ 牡2鹿 55 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454 ―1：34．9� 7．8�

56 フェゲフォイア 牡2鹿 55 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ガーベラパー
クスタツド 470 ―1：35．0� 126．7�

710 マルベリーシチー 牡2鹿 55 横山 武史 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 桑田牧場 470 ―1：35．31� 14．4	
45 ウィズダムハート 牝2黒鹿 54

51 ▲今村 聖奈フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 440 ―1：35．4� 9．4

33 フライングブレード 牡2鹿 55 和田 竜二中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 バンブー牧場 472 ―1：35．61 24．4�
812 セブンスストリート 牡2青鹿55 松山 弘平下河辺隆行氏 吉岡 辰弥 日高 下河辺牧場 458 ― 〃 クビ 9．0�
813� グ レ ン 牡2黒鹿55 岩田 望来 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Orpendale/Chel-
ston/Wynatt 480 ―1：35．71 12．7

57 サンライズグルーヴ 牡2鹿 55 吉田 隼人松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 514 ―1：36．12� 11．3�
68 テーオーエンゲルス 牡2黒鹿55 浜中 俊小笹 公也氏 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 464 ―1：36．2クビ 32．4�
711 エンシャントヌーン 牡2栗 55

53 △角田 大河永見 貴昭氏 小林 真也 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：37．810 123．0�
22 ノベンバーステップ 牡2芦 55 池添 謙一三田 昌宏氏 森田 直行 新ひだか 前谷 武志 470 ―1：39．18 93．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，297，800円 複勝： 39，986，700円 枠連： 12，472，800円
馬連： 46，134，700円 馬単： 21，925，500円 ワイド： 42，728，000円
3連複： 67，701，500円 3連単： 75，214，300円 計： 350，461，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 270円 � 130円 � 180円 枠 連（1－6） 970円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，450円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 23，560円

票 数

単勝票数 計 442978 的中 � 32735（6番人気）
複勝票数 計 399867 的中 � 29708（7番人気）� 100529（1番人気）� 53435（2番人気）
枠連票数 計 124728 的中 （1－6） 9957（4番人気）
馬連票数 計 461347 的中 �� 26814（5番人気）
馬単票数 計 219255 的中 �� 4288（13番人気）
ワイド票数 計 427280 的中 �� 17472（6番人気）�� 6958（22番人気）�� 31800（1番人気）
3連複票数 計 677015 的中 ��� 16012（6番人気）
3連単票数 計 752143 的中 ��� 2314（63番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．7―12．2―11．8―11．5―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．8―35．5―47．7―59．5―1：11．0―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンファサイズ �
�
父 リアルスティール �

�
母父 グラスワンダー 初出走

2020．3．11生 牡2鹿 母 ファビュラスセンス 母母 ファビラスターン 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。

3103011月12日 晴 良 （4阪神5） 第3日 第6競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

611 テイエムランウェイ 牡3栗 56 岩田 望来竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK B480－ 21：24．0 6．5�
713 サトノテンペスト 牡4黒鹿57 太宰 啓介里見 治氏 高橋 亮 日高 下河辺牧場 B506± 01：24．42� 4．3�
35 モ ナ ル ヒ 牡3鹿 56 松山 弘平�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 平山牧場 470± 01：24．5クビ 5．0�
712 パレドジュスティス 牝4芦 55 藤岡 康太 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 470－ 21：25．35 72．1�
22 � アスクドンキバック 牡4栗 57 浜中 俊廣崎 智子氏 梅田 智之 平取 清水牧場 466± 01：25．4� 107．9	
58 アランチャータ 牝3黒鹿 54

51 ▲今村 聖奈ディアレストクラブ� 上村 洋行 新ひだか 嶋田牧場 466＋16 〃 ハナ 14．7

23 � ビートエモーション 牡3芦 56 C．デムーロ 長谷川祐司氏 斉藤 崇史 米 Scott Dilworth &

Evan Dilworth 506－101：25．61 17．3�
（仏）

610 タロファイター 牡3鹿 56 吉田 隼人髙岡 浩行氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B454＋ 4 〃 アタマ 9．0�
47 � タガノトランキーロ 牡5鹿 57

55 △角田 大河八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 494＋ 2 〃 クビ 12．7

59 クラップアンドチア 牡3栗 56 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 笹島 政信 530＋ 71：25．7クビ 152．4�
814 サウンドウイッシュ 牡4黒鹿57 S．フォーリー 増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 494± 0 〃 クビ 124．7�

（愛）

815 セイクリッド 牝3鹿 54 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 466＋161：25．8クビ 3．8�

46 � パラディズム 牡4鹿 57 松田 大作 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Elevage

II, LLC B502＋ 81：25．9� 185．0�
11 ル シ ョ コ ラ 牝3青鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 21：26．01 38．3�
34 トモノボーイ 牡3栗 56 横山 武史共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 北洋牧場 488－ 21：27．06 36．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，803，800円 複勝： 52，429，300円 枠連： 12，448，500円
馬連： 55，305，400円 馬単： 23，310，800円 ワイド： 54，156，600円
3連複： 85，253，100円 3連単： 81，776，300円 計： 406，483，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 150円 � 160円 枠 連（6－7） 820円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 490円 �� 580円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 10，820円

票 数

単勝票数 計 418038 的中 � 51001（4番人気）
複勝票数 計 524293 的中 � 56020（4番人気）� 101011（1番人気）� 88622（2番人気）
枠連票数 計 124485 的中 （6－7） 11642（2番人気）
馬連票数 計 553054 的中 �� 29170（4番人気）
馬単票数 計 233108 的中 �� 5632（9番人気）
ワイド票数 計 541566 的中 �� 27552（3番人気）�� 22490（5番人気）�� 46012（1番人気）
3連複票数 計 852531 的中 ��� 31671（2番人気）
3連単票数 計 817763 的中 ��� 5479（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―12．1―12．2―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．4―46．5―58．7―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムランウェイ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．11．7 阪神11着

2019．4．7生 牡3栗 母 タイムトゥラン 母母 アイオーユー 9戦2勝 賞金 16，410，000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。



3103111月12日 晴 良 （4阪神5） 第3日 第7競走 1，200�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
1：08．8
1：08．4

重
不良

35 ゼットノヴァ 牡3青鹿56 幸 英明�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか フジワラフアーム 440－ 81：12．7 1．9�
11 ティントリップ 牝3黒鹿54 C．デムーロ 中村 祐子氏 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 2 〃 クビ 4．2�

（仏）

612 ニホンピロクリーク 牝3鹿 54 秋山真一郎小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 476＋ 21：12．9� 23．6�
12 ゴイゴイスー 牡4鹿 57

54 ▲今村 聖奈山下 良子氏 中尾 秀正 浦河 村中牧場 496－ 8 〃 アタマ 4．6�
59 テイエムヒマラヤ 牡3鹿 56 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B468－ 41：13．11� 19．4�
23 ル ワ ン ジ ュ 牡3鹿 56 岩田 望来 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 482± 01：13．2� 91．2

510 シュガーコルト �3鹿 56 川須 栄彦飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 B494－ 61：13．51� 92．4�
611� ブールタング �4青鹿57 松山 弘平前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514－ 21：13．6� 9．8�
24 クールココナヒメ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂川上 哲司氏 松下 武士 浦河 チェスナット
ファーム 486－ 21：13．81 71．5

48 � ミッキーフランケル �4芦 57
55 △角田 大河野田みづき氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 480＋16 〃 クビ 38．7�

816 レイワプリンセス 牝4栗 55 北村 友一菅藤 孝雄氏 木原 一良 平取 清水牧場 B512＋ 21：14．11� 61．5�
714� クリノビックリバゴ 牡4鹿 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 458＋ 11：14．2� 207．4�
47 � ニホンピロラブリー 牝4青鹿55 高倉 稜小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 480＋ 11：14．3クビ 262．8�
36 スカイトレイル 牝3鹿 54 藤岡 康太小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 458－ 21：14．51� 115．4�
713� スエヒロヴァン 牝4鹿 55

52 ▲川端 海翼	みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 462－ 6 〃 クビ 343．4�
815� デ ロ リ ス 牝5青鹿55 城戸 義政栗山 学氏 	島 一歩 新ひだか U・M・A 454± 01：15．13� 380．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，869，900円 複勝： 57，588，900円 枠連： 22，053，600円
馬連： 80，663，800円 馬単： 30，315，000円 ワイド： 54，816，800円
3連複： 91，448，600円 3連単： 124，097，000円 計： 504，853，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 310円 枠 連（1－3） 160円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 240円 �� 670円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 8，390円

票 数

単勝票数 計 438699 的中 � 177007（1番人気）
複勝票数 計 575889 的中 � 214037（1番人気）� 84812（2番人気）� 28721（6番人気）
枠連票数 計 220536 的中 （1－3） 100991（1番人気）
馬連票数 計 806638 的中 �� 156965（2番人気）
馬単票数 計 303150 的中 �� 34270（2番人気）
ワイド票数 計 548168 的中 �� 70206（1番人気）�� 19390（6番人気）�� 7414（17番人気）
3連複票数 計 914486 的中 ��� 21873（7番人気）
3連単票数 計1240970 的中 ��� 10717（20番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．9―12．2―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．4―47．6―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼットノヴァ �
�
父 ザファクター �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．10．16 阪神1着

2019．5．2生 牡3青鹿 母 ネオシルヴィア 母母 トレヴィサンライズ 8戦2勝 賞金 26，450，000円
〔発走状況〕 スエヒロヴァン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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。

3103211月12日 晴 良 （4阪神5） 第3日 第8競走 ��3，140�第24回京都ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード3：24．8良

68 ホッコーメヴィウス �6鹿 60 黒岩 悠北幸商事� 清水 久詞 浦河 高昭牧場 484＋ 43：26．2 1．7�
710 マサハヤドリーム �10鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 462－ 43：27．37 32．4�
812 スマートアペックス 牡5青鹿60 中村 将之大川 徹氏 中村 直也 日高 株式会社ス

マート 486＋ 83：27．83� 21．8�
22 エイシンクリック 牡8鹿 61 西谷 誠�栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 472－ 43：28．01� 6．2�
11 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 484－ 43：28．31� 26．0�
56 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± 03：28．51� 117．5	
69 ヴァーダイト 牡5黒鹿60 小牧加矢太 
キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494－ 83：30．210 6．5�
711 ダイメイコスモス 牡6栗 60 植野 貴也宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 B506＋123：30．62� 149．5�
813 リバーシブルレーン 牡6青鹿60 石神 深一吉田 照哉氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 438± 03：30．7クビ 22．9
45 イッツトゥルー 牡4鹿 60 高田 潤 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 日高 白井牧場 474－ 63：32．9大差 207．8�
57 ザ メ イ ダ ン 牡6黒鹿60 上野 翔大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム B484－ 83：33．0� 20．5�
33 アルーフクライ �8鹿 60 五十嵐雄祐 
社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 478＋ 4 （競走中止） 14．2�
44 	 ジェミニキング �6鹿 60 難波 剛健三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 B486＋ 6 （競走中止） 18．5�
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売 得 金
単勝： 45，355，800円 複勝： 60，544，000円 枠連： 17，367，500円
馬連： 70，666，300円 馬単： 36，936，400円 ワイド： 62，264，000円
3連複： 139，441，000円 3連単： 182，914，500円 計： 615，489，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 550円 � 420円 枠 連（6－7） 1，670円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 800円 �� 5，480円

3 連 複 ��� 12，390円 3 連 単 ��� 39，640円

票 数

単勝票数 計 453558 的中 � 212659（1番人気）
複勝票数 計 605440 的中 � 255613（1番人気）� 17379（10番人気）� 24145（7番人気）
枠連票数 計 173675 的中 （6－7） 8047（7番人気）
馬連票数 計 706663 的中 �� 19694（10番人気）
馬単票数 計 369364 的中 �� 8207（12番人気）
ワイド票数 計 622640 的中 �� 15169（12番人気）�� 20803（8番人気）�� 2787（46番人気）
3連複票数 計1394410 的中 ��� 8434（40番人気）
3連単票数 計1829145 的中 ��� 3345（120番人気）
上り 1マイル 1：43．3 4F 49．9－3F 37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーメヴィウス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2019．1．27 京都2着

2016．4．15生 �6鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ 障害：19戦5勝 賞金 186，405，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 ジェミニキング号は，6号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

アルーフクライ号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



3103311月12日 晴 良 （4阪神5） 第3日 第9競走 ��2，000�
き し わ だ

岸和田ステークス
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．11．13以降R4．11．6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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

44 ニホンピロスクーロ �5青鹿54 吉田 隼人小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 B504－ 61：59．8 6．0�
77 ビューティーウェイ 牝4栗 52 横山 武史大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B440＋101：59．9� 8．1�
89 セファーラジエル 牡4鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 528＋ 4 〃 クビ 4．8�

（仏）

11 ハートオブアシティ 牡4青鹿54 幸 英明吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 444＋ 22：00．21� 13．0�
22 ダノンレガーロ 牡5鹿 56 和田 竜二�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 クビ 2．5	
66 ダノンドリーマー 牡4鹿 54 岩田 望来�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 496＋ 82：00．3� 5．0

33 ニホンピロタイズ 牡4青鹿55 今村 聖奈小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 510＋ 62：00．51 17．2�
55 ドンアルゴス 牡7黒鹿54 川島 信二山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524＋ 42：00．81� 133．5�
78 カナリキケン 牝4栗 52 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 494－10 〃 ハナ 42．6

（9頭）
810 メイショウテンモン 牡7栗 53 太宰 啓介松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 52，534，700円 複勝： 58，568，300円 枠連： 10，953，900円
馬連： 78，888，300円 馬単： 36，018，800円 ワイド： 57，608，000円
3連複： 106，290，800円 3連単： 177，488，900円 計： 578，351，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 300円 � 230円 � 210円 枠 連（4－7） 2，840円

馬 連 �� 3，780円 馬 単 �� 6，540円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 750円 �� 690円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 35，140円

票 数

単勝票数 計 525347 的中 � 69568（4番人気）
複勝票数 計 585683 的中 � 46276（6番人気）� 67101（4番人気）� 77824（3番人気）
枠連票数 計 109539 的中 （4－7） 2986（14番人気）
馬連票数 計 788883 的中 �� 16168（15番人気）
馬単票数 計 360188 的中 �� 4125（29番人気）
ワイド票数 計 576080 的中 �� 10652（19番人気）�� 20045（11番人気）�� 21758（10番人気）
3連複票数 計1062908 的中 ��� 16190（20番人気）
3連単票数 計1774889 的中 ��� 3661（135番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．9―12．5―11．9―11．8―11．6―11．3―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―37．4―49．9―1：01．8―1：13．6―1：25．2―1：36．5―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロスクーロ �
�
父 ニホンピロアワーズ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2019．12．21 阪神2着

2017．5．24生 �5青鹿 母 ニホンピロエミリー 母母 ニホンピロポリーナ 23戦4勝 賞金 77，680，000円
〔出走取消〕 メイショウテンモン号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
※出走取消馬 ギャラントウォリア号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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。

3103411月12日 晴 良 （4阪神5） 第3日 第10競走 ��
��1，800�

さかい

堺 ス テ ー ク ス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス；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 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

813 フィロロッソ 牡5鹿 57 池添 謙一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 482＋ 21：51．2 7．7�
46 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± 01：51．41� 5．9�
610 メイショウユズルハ 牡3鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B492＋ 61：51．5	 4．5�
69 メイショウミカワ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 484－ 21：52．24 11．6�
45 レガーメペスカ 牡5黒鹿57 北村 友一山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 506＋ 81：52．51
 22．5	
57 リリーミニスター �5芦 57 横山 武史土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 490＋ 21：52．61 23．5

711 ム エ ッ ク ス 牡4栗 57 幸 英明中辻 明氏 大根田裕之 日高 碧雲牧場 518＋101：53．02	 66．0�
33 セイルオンセイラー 牡3黒鹿55 川田 将雅橋元 勇氣氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 490－10 〃 クビ 2．6�
712 モダスオペランディ 牡6鹿 57 藤岡 康太ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530＋101：53．42 23．2
11 � ラ ヤ ス 牡3鹿 55 岩田 望来藤田 晋氏 森 秀行 米 Cove

Springs, LLC 522＋121：53．5
 87．6�
22 タマモパッション 牝5鹿 55 今村 聖奈タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 510－ 61：53．71� 136．8�
34 テイエムベンチャー 牡4鹿 57 松田 大作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 厚賀古川牧場 522＋ 21：53．8	 40．0�
814 ゴールドティア 牝5鹿 55 C．デムーロ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B482＋ 61：54．01	 21．4�

（仏）

58 ヒロノシュン �3芦 55 和田 竜二高原 将浩氏 川村 禎彦 日高 シンボリ牧場 506＋ 41：54．1クビ 30．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 70，774，900円 複勝： 88，799，600円 枠連： 27，676，600円
馬連： 130，143，000円 馬単： 48，600，000円 ワイド： 105，225，200円
3連複： 197，661，900円 3連単： 213，609，700円 計： 882，490，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 200円 � 170円 � 180円 枠 連（4－8） 1，450円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 750円 �� 600円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 23，880円

票 数

単勝票数 計 707749 的中 � 72859（4番人気）
複勝票数 計 887996 的中 � 109357（4番人気）� 143063（2番人気）� 129373（3番人気）
枠連票数 計 276766 的中 （4－8） 14705（6番人気）
馬連票数 計1301430 的中 �� 40756（9番人気）
馬単票数 計 486000 的中 �� 7080（18番人気）
ワイド票数 計1052252 的中 �� 35511（8番人気）�� 45611（6番人気）�� 41562（7番人気）
3連複票数 計1976619 的中 ��� 52065（6番人気）
3連単票数 計2136097 的中 ��� 6484（59番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．5―12．4―12．2―12．5―12．6―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．1―48．5―1：00．7―1：13．2―1：25．8―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィロロッソ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．6．29 中京6着

2017．5．1生 牡5鹿 母 アルティメイトラブ 母母 コ イ ウ タ 22戦4勝 賞金 69，508，000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。



3103511月12日 晴 良 （4阪神5） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第57回デイリー杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

デイリースポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000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
1：32．3
1：32．3

良
良

810 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 482＋ 41：33．2 5．9�
22 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 538＋ 61：33．3� 3．5�
11 シ ョ ー モ ン 牡2鹿 55 横山 武史林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：33．51 6．1�
66 シルヴァーデューク 牡2鹿 55 C．デムーロ 田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 沖田 博志 456＋ 21：33．61 6．6�

（仏）

78 クルゼイロドスル 牡2栗 55 和田 竜二ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋ 21：33．7クビ 3．8�

77 ショウナンアレクサ 牡2鹿 55 岩田 望来国本 哲秀氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 474－ 61：34．02 16．3	
33 フォーサイドナイン 牡2鹿 55 池添 謙一 �スリーエイチレーシング 奥村 豊 浦河 辻 牧場 468－ 2 〃 クビ 18．2

44 トーセントラム 牡2鹿 55 武 豊島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 432＋ 41：34．63� 39．9�
55 デイドリームビーチ 牡2鹿 55 城戸 義政ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 444－ 21：35．23� 218．0�
89 エミサキホコル 牡2黒鹿55 藤岡 康太亀岡 和彦氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 488＋181：35．41� 134．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 219，633，200円 複勝： 193，310，200円 枠連： 38，727，300円
馬連： 361，559，100円 馬単： 146，704，700円 ワイド： 248，470，700円
3連複： 529，694，400円 3連単： 834，050，200円 計： 2，572，149，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 150円 � 200円 枠 連（2－8） 1，170円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 530円 �� 670円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 12，600円

票 数

単勝票数 計2196332 的中 � 313680（3番人気）
複勝票数 計1933102 的中 � 259825（4番人気）� 396349（2番人気）� 221445（5番人気）
枠連票数 計 387273 的中 （2－8） 25459（7番人気）
馬連票数 計3615591 的中 �� 214390（6番人気）
馬単票数 計1467047 的中 �� 42190（13番人気）
ワイド票数 計2484707 的中 �� 120493（7番人気）�� 91268（10番人気）�� 150593（5番人気）
3連複票数 計5296944 的中 ��� 178488（8番人気）
3連単票数 計8340502 的中 ��� 47990（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．3―47．3―59．0―1：10．4―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールパルフェ �
�
父 リアルスティール �

�
母父 ルーラーシップ デビュー 2022．6．4 東京2着

2020．4．7生 牡2鹿 母 クイーングラス 母母 パイクスピーク 3戦2勝 賞金 46，357，000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。

3103611月12日 晴 良 （4阪神5） 第3日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時20分 （芝・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
1：19．2
1：19．0

良
良

78 ア グ リ 牡3青鹿56 C．デムーロ 三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：21．9 2．4�
（仏）

55 トーホウラビアン 牝3鹿 54 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社
吉田ファーム 430－ 41：22．54 36．7�

79 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 488－ 21：22．6クビ 3．9�
66 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 476－ 41：22．7� 11．3�
11 テーオーダヴィンチ 牡4栗 57 松山 弘平小笹 公也氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 504＋101：22．8� 5．8�
810 オラヴェリタス 牡3黒鹿 56

53 ▲今村 聖奈杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B506± 01：23．01� 17．0	
33 レゾンドゥスリール 	4黒鹿57 岩田 望来 
シルクレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：23．1� 5．2�
811 カーフライターク 牡5黒鹿57 幸 英明 
サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 490＋12 〃 クビ 31．7�
22 
 メイショウイジゲン 牡4芦 57

54 ▲鷲頭 虎太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 440＋ 21：23．31� 132．5
44 
 ルフィアンキック 牡6鹿 57 北村 友一 KICレーシング 小島 茂之 新冠 新冠伊藤牧場 476± 01：23．4� 183．7�
67 ダンツイノーバ 牝5栗 55 和田 翼山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 468－ 2 〃 アタマ 85．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 90，589，300円 複勝： 94，873，800円 枠連： 25，675，600円
馬連： 138，902，200円 馬単： 62，660，900円 ワイド： 118，040，600円
3連複： 201，269，600円 3連単： 316，525，200円 計： 1，048，537，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 510円 � 140円 枠 連（5－7） 2，910円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 240円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 21，540円

票 数

単勝票数 計 905893 的中 � 293554（1番人気）
複勝票数 計 948738 的中 � 224348（1番人気）� 30648（7番人気）� 196659（2番人気）
枠連票数 計 256756 的中 （5－7） 6837（12番人気）
馬連票数 計1389022 的中 �� 29840（13番人気）
馬単票数 計 626609 的中 �� 8770（21番人気）
ワイド票数 計1180406 的中 �� 24554（14番人気）�� 152417（1番人気）�� 12955（20番人気）
3連複票数 計2012696 的中 ��� 31776（18番人気）
3連単票数 計3165252 的中 ��� 10651（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．4―36．3―48．3―59．9―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．6
3 8，11，5，6（1，4，9）3（7，10）2 4 8，11，5（6，9）（1，4）10（2，3，7）
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 7戦3勝 賞金 31，800，000円
※ダンツイノーバ号・トーホウラビアン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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5）第3日 11月12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 143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

304，630，000円
5，570，000円
32，970，000円
1，960，000円
38，890，000円
64，891，000円
5，259，500円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
774，168，400円
820，498，700円
191，428，700円
1，132，009，300円
500，089，200円
896，481，000円
1，670，485，000円
2，402，251，600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 8，387，411，900円

総入場人員 9，726名 （有料入場人員 9，416名）
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