
3103711月13日 曇 良 （4阪神5） 第4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

55 ジャスパーバローズ 牡2黒鹿55 S．フォーリー 猪熊 広次氏 清水 久詞 浦河 桑田フアーム 496± 01：55．6 6．1�
（愛）

67 � イ サ イ ア ス 牡2栗 55 C．ルメール 飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Chiyoda
Farm 452－ 41：55．7� 2．2�

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± 01：56．44 5．2�
811� マ ラ マ 牝2鹿 54 武 豊前田 幸大氏 松永 幹夫 英 North Hills

Co. Ltd 442－ 21：56．5� 4．6�
78 スズノハマヤ 牡2黒鹿55 和田 竜二小紫 嘉之氏 石坂 公一 千歳 社台ファーム 472＋ 81：56．71 35．2�
11 ナムラアンソニー 牡2鹿 55

53 △角田 大河奈村 睦弘氏 中竹 和也 日高 いとう牧場 490－ 41：56．8� 164．6�
810 フェアリーハイ 牝2青鹿54 松若 風馬水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 472－ 41：56．9クビ 232．5	
79 ヒルデブランド 牡2黒鹿55 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 504＋ 21：57．54 12．0

66 ハーベストデイ 牡2栗 55 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 480＋ 41：58．77 31．6�

（仏）

22 メイショウハツセ 牡2鹿 55 藤懸 貴志松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 高昭牧場 442± 01：58．8� 282．2
44 エクレアヒカリ 牡2鹿 55 北村 友一李 柱坤氏 角田 晃一 日高 白井牧場 504－ 22：04．6大差 75．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，604，000円 複勝： 61，945，400円 枠連： 9，807，700円
馬連： 50，196，900円 馬単： 26，560，800円 ワイド： 41，540，300円
3連複： 77，111，000円 3連単： 118，459，800円 計： 428，225，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 140円 � 110円 � 150円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 230円 �� 500円 �� 260円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 6，470円

票 数

単勝票数 計 426040 的中 � 58501（4番人気）
複勝票数 計 619454 的中 � 82658（3番人気）� 267790（1番人気）� 73310（4番人気）
枠連票数 計 98077 的中 （5－6） 17241（3番人気）
馬連票数 計 501969 的中 �� 73561（2番人気）
馬単票数 計 265608 的中 �� 14244（5番人気）
ワイド票数 計 415403 的中 �� 49616（2番人気）�� 18332（7番人気）�� 41665（3番人気）
3連複票数 計 771110 的中 ��� 65327（3番人気）
3連単票数 計1184598 的中 ��� 13264（21番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―14．5―13．4―12．8―12．7―12．3―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―38．9―52．3―1：05．1―1：17．8―1：30．1―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャスパーバローズ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2022．9．25 中山5着

2020．5．19生 牡2黒鹿 母 ファーレサルティ 母母 ケイティーズファースト 4戦1勝 賞金 7，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エクレアヒカリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月13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。

3103811月13日 小雨 良 （4阪神5） 第4日 第2競走 1，200�2歳未勝利
発走10時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

45 エーティースピカ 牝2鹿 54
51 ▲川端 海翼荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 498＋ 21：13．9 7．9�

34 ペプチドハドソン 牡2鹿 55 川田 将雅沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 482＋101：14．64 2．3�
711 ゴーマックス 牡2栗 55 C．ルメール 大野 照旺氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 482－ 21：14．7� 5．5�
814 フルオブプレイズ 牡2栗 55 川須 栄彦 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小林 真也 新冠 松浦牧場 472＋ 41：14．91� 37．5�
46 タガノロビンソン 牡2栗 55 藤岡 康太八木 昌司氏 宮 徹 浦河 杵臼牧場 478± 01：15．0クビ 4．3�
22 ディアドコス 牡2黒鹿55 幸 英明岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新冠 津田牧場 460－201：15．1� 74．4	
57 スマートソニック 牡2鹿 55

52 ▲大久保友雅大川 徹氏 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 508± 01：15．31� 94．8

712 クリノエイラク 牝2青鹿54 和田 竜二栗本 博晴氏 橋田 満 日高 宝寄山 拓樹 408＋ 21：15．4� 118．2�
610 シ ザ ジ ー 牝2鹿 54 田中 健 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 530± 01：15．5� 9．7�
69 フォーウィンド 牡2鹿 55

53 △角田 大河 �カナヤマホール
ディングス 高橋 亮 新ひだか 下屋敷牧場 470＋ 21：15．71 26．6

813 タイセイシャルム 牝2鹿 54 吉田 隼人田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 飛野牧場 470－ 21：16．01� 47．2�
58 プレンティーハーツ 牝2鹿 54 中井 裕二中村 孝氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478＋ 81：16．32 284．3�
11 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 442－ 41：16．51� 94．5�
33 キクノミヤビ 牝2青 54 藤懸 貴志菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 388＋ 61：16．6� 264．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，782，400円 複勝： 41，421，800円 枠連： 8，712，500円
馬連： 47，537，700円 馬単： 21，559，900円 ワイド： 42，508，700円
3連複： 74，139，600円 3連単： 85，119，600円 計： 359，782，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 160円 � 120円 � 150円 枠 連（3－4） 340円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 340円 �� 580円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 8，240円

票 数

単勝票数 計 387824 的中 � 40900（4番人気）
複勝票数 計 414218 的中 � 55329（4番人気）� 112732（1番人気）� 62892（3番人気）
枠連票数 計 87125 的中 （3－4） 19314（1番人気）
馬連票数 計 475377 的中 �� 36996（3番人気）
馬単票数 計 215599 的中 �� 7066（8番人気）
ワイド票数 計 425087 的中 �� 32362（3番人気）�� 16806（8番人気）�� 46518（2番人気）
3連複票数 計 741396 的中 ��� 44979（4番人気）
3連単票数 計 851196 的中 ��� 7485（21番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．1―12．5―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．7―48．2―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーティースピカ �
�
父 タリスマニック �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．6．26 阪神8着

2020．3．6生 牝2鹿 母 チャームウィーク 母母 アイアムクロス 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 スマートソニック号の騎手大久保友雅は，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：9番）
〔その他〕 シザジー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シザジー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年12月13日まで出走できない。
※タイセイシャルム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

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

第５回 阪神競馬 第４日



3103911月13日 雨 良 （4阪神5） 第4日 第3競走 ��1，400�2歳未勝利
発走11時00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
1：20．1
1：20．1

良
良

59 メテオリート 牝2鹿 54 C．デムーロ �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 490－ 21：23．0 3．2�
（仏）

713 シャルラハロート 牝2栗 54 川田 将雅吉田 照哉氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 434＋ 2 〃 ハナ 3．0�
815 スリーブリランテ 牡2鹿 55 松山 弘平永井商事� 長谷川浩大 平取 稲原牧場 488＋12 〃 クビ 12．3�
11 コスモエポラール 牝2芦 54 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 長谷川浩大 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 21：23．21� 8．0�
34 コスモグングニール 牡2鹿 55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 長谷川浩大 日高 森永牧場 B492＋ 2 〃 ハナ 77．2	
46 トリプルウイナー 牡2鹿 55 和田 竜二 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 426＋ 21：23．4� 28．5

712 クリノグローリー 牡2栗 55 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 452－12 〃 クビ 27．0�
23 コイニョウボウ 牝2黒鹿 54

52 △角田 大河岡 浩二氏 中尾 秀正 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 400－ 21：23．61 96．2�

610 ラガープリンセス 牝2鹿 54 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 シンボリ牧場 404＋ 61：23．7� 170．7
611 ヴゼットマシェリ 牝2栗 54 C．ルメール �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 418＋ 41：24．44 17．1�
814 ジョーシーゲル 牝2鹿 54 坂井 瑠星上田江吏子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 478＋ 4 〃 クビ 13．2�
47 � メタマックス 牡2鹿 55 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Brookstone Farm

& Lee Mauberret 514± 01：25．03� 8．2�
58 ブルーカノン 牝2栗 54 田中 勝春嶽﨑 元彦氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 434－ 21：25．21� 257．1�
35 センチュリヒーロー 牡2黒鹿55 横山 武史中水 英紀氏 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 420－ 41：25．3� 175．5�

（14頭）
22 シ ラ ン ケ ド 牝2鹿 54 柴山 雄一 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 49，141，500円 複勝： 63，775，500円 枠連： 11，689，800円
馬連： 66，608，300円 馬単： 26，775，500円 ワイド： 64，968，200円
3連複： 97，593，200円 3連単： 108，300，800円 計： 488，852，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 140円 � 240円 枠 連（5－7） 460円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 210円 �� 660円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 6，230円

票 数

単勝票数 計 491415 的中 � 122942（2番人気）
複勝票数 計 637755 的中 � 137547（1番人気）� 134431（2番人気）� 51577（5番人気）
枠連票数 計 116898 的中 （5－7） 19469（1番人気）
馬連票数 計 666083 的中 �� 117747（1番人気）
馬単票数 計 267755 的中 �� 20109（1番人気）
ワイド票数 計 649682 的中 �� 94620（1番人気）�� 22328（8番人気）�� 23788（7番人気）
3連複票数 計 975932 的中 ��� 43297（4番人気）
3連単票数 計1083008 的中 ��� 12598（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．2―34．9―46．7―58．5―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メテオリート �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．8．28 小倉2着

2020．4．23生 牝2鹿 母 メテオーリカ 母母 アルヴァーダ 3戦1勝 賞金 9，300，000円
〔出走取消〕 シランケド号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔その他〕 コスモエポラール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コスモエポラール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年12月13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。

3104011月13日 雨 稍重 （4阪神5） 第4日 第4競走 1，600�2歳未勝利
発走11時30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

66 ユ リ ー シ ャ 牝2栗 54 松山 弘平竹下 佳利氏 中村 直也 新冠 スカイビーチステーブル 456－ 61：34．7 6．2�
55 セーヌドゥレーヴ 牝2栗 54 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 41：35．12� 2．9�
89 ア ラ メ ダ 牝2青鹿54 D．レーン 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 442－ 21：35．2� 9．2�
（豪）

33 ジェモロジー 牝2鹿 54 C．デムーロ �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 アタマ 3．9�
（仏）

810 ジューンオレンジ 牝2芦 54 横山 和生吉川 潤氏 長谷川浩大 浦河 ヒダカフアーム 458－ 21：35．41� 16．0	
22 ローズバルサム 牝2黒鹿54 浜中 俊�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋ 41：35．82� 8．1

11 ワイドカイゼリン 牝2鹿 54 和田 竜二幅田 昌伸氏 奥村 豊 日高 槇本牧場 482± 01：36．01� 45．3�
78 ルージュミシェル 牝2黒鹿54 C．ルメール �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：36．1� 14．9�
44 メイショウネムノキ 牝2芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 496＋ 8 〃 クビ 63．1
77 ピュアグルーヴ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 464± 01：37．58 24．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，074，300円 複勝： 63，358，900円 枠連： 8，381，000円
馬連： 62，718，300円 馬単： 26，778，600円 ワイド： 57，974，700円
3連複： 87，696，600円 3連単： 113，690，300円 計： 475，672，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 140円 � 200円 枠 連（5－6） 900円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 340円 �� 750円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 10，210円

票 数

単勝票数 計 550743 的中 � 73675（3番人気）
複勝票数 計 633589 的中 � 85900（3番人気）� 133736（1番人気）� 72675（5番人気）
枠連票数 計 83810 的中 （5－6） 7172（3番人気）
馬連票数 計 627183 的中 �� 56556（2番人気）
馬単票数 計 267786 的中 �� 9401（7番人気）
ワイド票数 計 579747 的中 �� 46012（2番人気）�� 18231（11番人気）�� 38522（3番人気）
3連複票数 計 876966 的中 ��� 37831（4番人気）
3連単票数 計1136903 的中 ��� 8073（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―47．7―1：00．0―1：11．8―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユ リ ー シ ャ �
�
父 グレーターロンドン �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2022．10．22 阪神2着

2020．3．31生 牝2栗 母 アンジェリカス 母母 ジョリーノエル 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走状況〕 ピュアグルーヴ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ピュアグルーヴ号は，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。



3104111月13日 雨 稍重 （4阪神5） 第4日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時20分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：45．6
1：44．5

良
良

11 サンライズピース 牡2鹿 55 吉田 隼人松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 494 ―1：50．3 29．2�
55 ジュンフカリ 牡2鹿 55 R．ムーア 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442 ― 〃 アタマ 2．0�

（英）

22 メ グ ス タ ス 牝2栗 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 420 ―1：51．04 5．4�
66 ダズリングブレイヴ 牡2芦 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 496 ―1：51．42 4．8�

（仏）

33 イミュータブル 牡2鹿 55 福永 祐一前田 幸治氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 466 ―1：52．03� 4．4�
77 オリンポスカズマ 牡2青 55 和田 竜二合同会社雅苑興業 平田 修 日高 野島牧場 494 ―1：52．21� 42．2	
44 カゼノジョー 牡2栗 55 幸 英明河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 広大 450 ― 〃 � 32．8
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売 得 金
単勝： 43，376，100円 複勝： 22，098，200円 枠連： 発売なし
馬連： 36，457，200円 馬単： 23，937，400円 ワイド： 26，872，900円
3連複： 44，393，100円 3連単： 115，489，400円 計： 312，624，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，920円 複 勝 � 710円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，050円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 30，460円

票 数

単勝票数 計 433761 的中 � 12574（5番人気）
複勝票数 計 220982 的中 � 7692（5番人気）� 90346（1番人気）
馬連票数 計 364572 的中 �� 12853（7番人気）
馬単票数 計 239374 的中 �� 2473（17番人気）
ワイド票数 計 268729 的中 �� 9322（7番人気）�� 5804（13番人気）�� 33973（3番人気）
3連複票数 計 443931 的中 ��� 14869（7番人気）
3連単票数 計1154894 的中 ��� 2748（79番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．4―12．8―12．8―12．5―12．0―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―37．5―50．3―1：03．1―1：15．6―1：27．6―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．7
3 6，5（2，7）3，1－4 4 ・（6，5）7（2，3）1，4

勝馬の
紹 介

サンライズピース �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 グラスワンダー 初出走

2020．3．16生 牡2鹿 母 シースナイプ 母母 マニフィカート 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。

3104211月13日 雨 稍重 （4阪神5） 第4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

33 サンライズアリオン 牡3鹿 55 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 518＋ 61：51．6 4．3�
68 ワンダフルトゥデイ 牡3黒鹿55 幸 英明 �京都ホースレーシング 中尾 秀正 新ひだか 前谷 武志 518＋ 41：52．55 2．4�
22 メイショウマントル 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 514－ 61：52．6クビ 22．3�
56 ラインオブソウル 牡3鹿 55 吉田 隼人 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか グランド牧場 498＋121：53．24 8．0�
67 フォーワンセルフ 牡3栗 55 横山 和生 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 504－101：53．41� 13．8�
55 ミキノプリンス 牡3鹿 55 和田 竜二谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 492－ 11：53．5クビ 142．5	
44 � スカイドゥエラー 牡4青鹿57 和田 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 谷 潔 日高 広富牧場 446－ 31：53．6� 147．7

710 シャドウアイル 牡3栗 55 C．デムーロ 飯塚 知一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム B476－ 21：54．13 25．1�

（仏）

11 マルモルーラー 牡4黒鹿57 池添 謙一まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 532± 01：54．42 78．3�
812 ヴァジュランダ 牡4黒鹿57 R．ムーア 高原 将浩氏 宮本 博 新ひだか 千代田牧場 498± 01：54．61� 4．2

（英）

79 グローツラング 牡3芦 55 松若 風馬市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新冠 タニグチ牧場 528＋ 21：54．91� 81．0�

811 デュアルレインボー 牡3鹿 55 S．フォーリー 近藤 洋司氏 清水 久詞 新ひだか 幌村牧場 B486－ 41：55．53� 15．9�
（愛）
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売 得 金
単勝： 44，336，200円 複勝： 52，043，600円 枠連： 11，637，500円
馬連： 63，331，300円 馬単： 28，414，600円 ワイド： 57，206，800円
3連複： 100，736，400円 3連単： 121，769，100円 計： 479，475，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 130円 � 290円 枠 連（3－6） 580円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，130円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 11，100円

票 数

単勝票数 計 443362 的中 � 80835（3番人気）
複勝票数 計 520436 的中 � 70999（3番人気）� 139604（1番人気）� 33676（7番人気）
枠連票数 計 116375 的中 （3－6） 15358（2番人気）
馬連票数 計 633313 的中 �� 78806（2番人気）
馬単票数 計 284146 的中 �� 14818（4番人気）
ワイド票数 計 572068 的中 �� 55963（2番人気）�� 11895（17番人気）�� 18715（11番人気）
3連複票数 計1007364 的中 ��� 30409（10番人気）
3連単票数 計1217691 的中 ��� 7948（32番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．2―12．5―12．8―12．8―12．2―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．9―49．4―1：02．2―1：15．0―1：27．2―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

サンライズアリオン �
�
父 ザファクター �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2022．2．19 阪神3着

2019．4．28生 牡3鹿 母 カシュカシュ 母母 スリーソウツ 5戦2勝 賞金 16，470，000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。



3104311月13日 雨 重 （4阪神5） 第4日 第7競走 ��2，000�3歳以上2勝クラス
発走13時25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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

67 � ジ ュ タ ロ ウ 牡3黒鹿55 武 豊芳賀美知子氏 河内 洋 米 Breffni Farm 492＋ 82：03．1 1．7�
811 シルバーエース 牡5芦 57 松山 弘平林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 472＋ 22：04．05 12．1�
33 � シェイリーン 牝3芦 53 C．デムーロ 吉田 和美氏 池添 学 米 Town & Country

Horse Farms, LLC B494± 0 〃 ハナ 18．1�
（仏）

66 キタノセレナード 牡3鹿 55 吉田 隼人北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 438－ 62：04．1� 10．5�
79 スーパーチーフ 牡3鹿 55 R．ムーア �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 484－ 22：04．42 2．9�

（英）

44 メイショウコジョウ 牡5鹿 57
55 △角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 B482＋162：04．82 31．9	

11 ジ ロ ー 牡5鹿 57 水口 優也エムズレーシング 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 480－ 22：05．11� 47．0

810 ワイドレッジャドロ 牡5黒鹿57 川須 栄彦幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 520± 02：05．63 281．1�
78 ポップフランセ 牡6栗 57 池添 謙一吉田 照哉氏 小林 真也 千歳 社台ファーム B482＋122：06．13 126．0�
55 メイショウシロガネ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 470＋ 62：06．2� 63．6
22 � キャリアリズム �4鹿 57 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Golden Pedi-

gree LLC B508＋ 62：06．94 28．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 55，745，400円 複勝： 52，704，300円 枠連： 10，804，200円
馬連： 65，890，400円 馬単： 37，483，300円 ワイド： 60，871，900円
3連複： 103，472，900円 3連単： 163，154，500円 計： 550，126，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 130円 � 260円 � 320円 枠 連（6－8） 820円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 430円 �� 570円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 10，690円

票 数

単勝票数 計 557454 的中 � 251540（1番人気）
複勝票数 計 527043 的中 � 147413（2番人気）� 44542（3番人気）� 32411（5番人気）
枠連票数 計 108042 的中 （6－8） 10120（2番人気）
馬連票数 計 658904 的中 �� 42233（3番人気）
馬単票数 計 374833 的中 �� 18322（4番人気）
ワイド票数 計 608719 的中 �� 38322（3番人気）�� 27687（8番人気）�� 10425（15番人気）
3連複票数 計1034729 的中 ��� 19272（12番人気）
3連単票数 計1631545 的中 ��� 11056（31番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．3―13．5―12．5―12．6―12．6―12．2―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―34．6―48．1―1：00．6―1：13．2―1：25．8―1：38．0―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ジ ュ タ ロ ウ �
�
父 Arrogate �

�
母父 Mineshaft デビュー 2021．11．13 阪神1着

2019．2．17生 牡3黒鹿 母 Bodacious Babe 母母 Blossomed 7戦3勝 賞金 32，423，000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。

3104411月13日 雨 重 （4阪神5） 第4日 第8競走 ��
��2，200�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
2：09．7
2：09．0

良
良

22 ミクソロジー 牡3栗 55 R．ムーア 江馬 由将氏 辻野 泰之 日高 タバタファーム 434± 02：15．0 4．0�
（英）

33 ダークエクリプス 牡3青鹿55 吉田 隼人矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 480± 02：15．53 6．6�
45 ブラックシールド 牡3鹿 55 C．デムーロ 吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 ハナ 4．6�

（仏）

712 ピ ノ ク ル 牡6黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478－ 62：15．82 9．7�

58 リンフレスカンテ 牡4黒鹿57 和田 竜二名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 440－ 62：15．9� 14．5�
814 ダノンターキッシュ 牡4鹿 57 藤岡 康太�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 458± 0 〃 アタマ 32．5	
711 ハギノエスペラント 牡5青鹿57 福永 祐一日隈 良江氏 四位 洋文 浦河 桑田牧場 494± 02：16．0	 29．4

57 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 444－ 62：16．1	 19．3�
34 ヘネラルカレーラ 牝4鹿 55 坂井 瑠星�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 474± 02：16．2クビ 7．7�
11 カフジアスール 牡4鹿 57

55 △角田 大河加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 484＋ 42：16．73 7．8
69 ダディーズトリップ 牡6青 57 幸 英明田島 大史氏 千田 輝彦 新冠 オリエント牧場 454＋ 62：16．8	 19．9�
813 エールブラーヴ 牡5黒鹿57 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 476－ 62：17．33 34．4�
46 オンワードセルフ 牡6鹿 57

54 ▲大久保友雅樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B482－142：18．57 317．4�
610 サンデーミラージュ 
5鹿 57 水口 優也エムズレーシング 宮本 博 千歳 社台ファーム B496± 02：21．4大差 105．5�
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売 得 金
単勝： 45，278，400円 複勝： 66，347，900円 枠連： 18，710，500円
馬連： 85，295，100円 馬単： 29，599，900円 ワイド： 85，959，900円
3連複： 139，507，100円 3連単： 123，984，700円 計： 594，683，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 230円 � 170円 枠 連（2－3） 880円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 560円 �� 430円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 11，440円

票 数

単勝票数 計 452784 的中 � 90451（1番人気）
複勝票数 計 663479 的中 � 107985（1番人気）� 65372（4番人気）� 104266（2番人気）
枠連票数 計 187105 的中 （2－3） 16466（1番人気）
馬連票数 計 852951 的中 �� 38704（5番人気）
馬単票数 計 295999 的中 �� 7843（5番人気）
ワイド票数 計 859599 的中 �� 38793（3番人気）�� 53263（1番人気）�� 33416（5番人気）
3連複票数 計1395071 的中 ��� 46138（2番人気）
3連単票数 計1239847 的中 ��� 7854（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．5―35．0―47．7―1：00．4―1：12．8―1：25．4―1：38．2―1：50．5―2：02．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．8
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミクソロジー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2021．10．16 阪神5着

2019．5．4生 牡3栗 母 スターエンジェル 母母 コ マ ー ズ 8戦3勝 賞金 32，844，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンデーミラージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月13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。



3104511月13日 曇 重 （4阪神5） 第4日 第9競走 ��
��2，000�

き ぎ く

黄 菊 賞
発走14時25分 （芝・右）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．7
1：58．5

良
良

88 セブンマジシャン 牡2鹿 55 C．デムーロ 前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：03．8 3．0�
（仏）

22 ビューティーワン 牝2栗 54 川田 将雅�コスモ・コスモ 武 英智 安平 追分ファーム 498－ 42：04．01� 8．8�
77 ルモンドブリエ 牡2黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 508＋ 22：04．85 4．4�
66 トーアライデン 牡2栗 55 中井 裕二高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 480＋ 6 〃 アタマ 74．8�
55 フロムナウオン 牡2鹿 55 D．レーン 平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 538－102：05．01 14．7	

（豪）

33 フォトンブルー 牡2鹿 55 武 豊 TNレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 514－ 2 〃 アタマ 6．8

11 ダノンペドロ 牡2鹿 55 R．ムーア �ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：05．1� 7．9�

（英）

89 ロードラディウス 牡2栗 55 和田 竜二 �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 B478＋ 22：05．2	 15．8�
44 フライヤートゥルー 牡2鹿 55 坂井 瑠星中村 忠彦氏 橋口 慎介 新ひだか 土居牧場 466＋ 42：05．51	 9．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 67，395，000円 複勝： 63，098，000円 枠連： 11，435，000円
馬連： 97，112，600円 馬単： 44，007，600円 ワイド： 64，960，200円
3連複： 129，075，100円 3連単： 191，143，200円 計： 668，226，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 180円 � 150円 枠 連（2－8） 1，240円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 420円 �� 260円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 11，640円

票 数

単勝票数 計 673950 的中 � 185374（1番人気）
複勝票数 計 630980 的中 � 133674（1番人気）� 78216（3番人気）� 114577（2番人気）
枠連票数 計 114350 的中 （2－8） 7134（6番人気）
馬連票数 計 971126 的中 �� 51826（7番人気）
馬単票数 計 440076 的中 �� 12246（10番人気）
ワイド票数 計 649602 的中 �� 37485（4番人気）�� 69013（1番人気）�� 32688（8番人気）
3連複票数 計1290751 的中 ��� 51141（4番人気）
3連単票数 計1911432 的中 ��� 11903（28番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．4―13．3―12．4―12．2―12．2―11．8―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．9―38．3―51．6―1：04．0―1：16．2―1：28．4―1：40．2―1：52．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セブンマジシャン �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2022．10．2 中山1着

2020．2．27生 牡2鹿 母 ハピネスダンサー 母母 クロノロジスト 2戦2勝 賞金 17，496，000円
〔制裁〕 ロードラディウス号の騎手和田竜二は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（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。

3104611月13日 曇 重 （4阪神5） 第4日 第10競走 ��
��1，200�

むろまち

室町ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：08．8
1：08．4

重
不良

48 � エアアルマス 牡7鹿 58 川須 栄彦 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

B488－ 41：09．1 20．5�
612 オメガレインボー 牡6栗 56．5 R．ムーア 原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド B464－ 21：09．52	 5．2�

（英）

713 クインズメリッサ 牝4鹿 52 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 484＋ 81：09．7
 13．3�
36 ミスズグランドオー 牡4栗 54 川田 将雅永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490－ 8 〃 クビ 11．1�
59 ゼンノアンジュ 牝4鹿 52 横山 武史大迫久美子氏 中村 直也 新冠 川島牧場 498± 0 〃 ハナ 16．6�
816 ジェネティクス 牡5鹿 56 C．デムーロ 	キャロットファーム 西村 真幸 新ひだか 村上牧場 524＋ 4 〃 ハナ 10．2


（仏）

611 ファイアランス 牡5鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516＋ 41：09．8	 4．4�

47 メイショウミライ 牡7栗 53 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 506＋ 21：10．01� 148．1�
24 シゲルホサヤク 牡4鹿 54 浜中 俊森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 B478＋ 61：10．42	 23．8
510 イ メ ル 牡6黒鹿54 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 村下 清志 484＋ 61：10．61 181．7�
815 メイショウギガース 牡8青鹿53 幸 英明松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 B490＋ 8 〃 クビ 55．7�
714 ニシノライトニング 牡4鹿 53 M．デムーロ西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 510－ 61：10．91	 84．8�
11 � サイモンハロルド 牡5鹿 53 松山 弘平澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 460＋ 61：11．11� 35．4�
23 ボイラーハウス 牡4鹿 55 D．レーン 永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 506＋ 2 〃 アタマ 14．9�

（豪）

12 ジャスティン 牡6栗 59 坂井 瑠星小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 500± 01：11．2
 4．1�
35 ヒロシゲゴールド 牡7青鹿57．5 武 豊	ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B476± 01：11．41 22．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，515，300円 複勝： 109，525，300円 枠連： 34，648，400円
馬連： 162，857，400円 馬単： 56，254，700円 ワイド： 138，378，600円
3連複： 258，202，600円 3連単： 241，002，900円 計： 1，079，385，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 560円 � 210円 � 380円 枠 連（4－6） 2，660円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 11，260円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 4，380円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 20，480円 3 連 単 ��� 158，260円

票 数

単勝票数 計 785153 的中 � 30601（9番人気）
複勝票数 計1095253 的中 � 44533（9番人気）� 165439（2番人気）� 70922（5番人気）
枠連票数 計 346484 的中 （4－6） 10073（11番人気）
馬連票数 計1628574 的中 �� 25771（20番人気）
馬単票数 計 562547 的中 �� 3744（50番人気）
ワイド票数 計1383786 的中 �� 24720（18番人気）�� 7950（55番人気）�� 25318（16番人気）
3連複票数 計2582026 的中 ��� 9454（79番人気）
3連単票数 計2410029 的中 ��� 1104（590番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．0―11．5―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．3―44．8―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エアアルマス �
�
父 Majestic Warrior �

�
母父 Empire Maker デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．6生 牡7鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 26戦8勝 賞金 206，953，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エンプティチェア号
（非抽選馬） 1頭 ワーケア号
※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。

２レース目



3104711月13日 曇 重 （4阪神5） 第4日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��2，200�第47回エリザベス女王杯（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
牝，3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�

エリザベス女王杯・京都府知事賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 130，000，000円 42，500，00042，500，000
円
円 20，000，000円 13，000，000円

付 加 賞 3，780，000円 810，000
810，000

円
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
［参考記録］

2：09．7
2：09．0
2：11．2
2：10．3

良
良
良
良 （阪神）

818 ジェラルディーナ 牝4鹿 56 C．デムーロ �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 470＋ 62：13．0 8．1�
（仏）

713 ウインマリリン 牝5栗 56 D．レーン �ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 480－ 82：13．31� 10．1�
（豪）

715 ラ イ ラ ッ ク 牝3鹿 54 M．デムーロ芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 438＋ 6 〃 同着 52．9�
714 ア カ イ イ ト 牝5青鹿56 幸 英明岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 524－ 42：13．72	 24．4�
611 ナ ミ ュ ー ル 牝3鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 ハナ 7．3	
24 デアリングタクト 牝5青鹿56 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 日高 長谷川牧場 486＋ 22：14．02 4．3

36 ホウオウエミーズ 牝5鹿 56 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 444－ 42：14．2� 112．3�
612 ルビーカサブランカ 牝5栗 56 横山 和生金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 ハナ 64．4�
23 ピ ン ハ イ 牝3栗 54 川田 将雅北畑 忍氏 田中 克典 浦河 ヒダカフアーム 412－ 22：14．51� 11．8
47 イズジョーノキセキ 牝5鹿 56 C．ルメール 泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 470＋ 4 〃 ハナ 17．5�
11 クリノプレミアム 牝5栗 56 武 豊栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 484－12 〃 アタマ 85．1�
816 テルツェット 牝5鹿 56 池添 謙一 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 438＋ 22：14．92	 83．6�
12 ローザノワール 牝6青鹿56 田中 勝春渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 B480＋ 42：15．11	 83．2�
510 スタニングローズ 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 488± 02：15．52 5．7�
59 ウインキートス 牝5黒鹿56 松岡 正海�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 22：15．71
 59．5�
817 ウインマイティー 牝5芦 56 和田 竜二�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム B494＋ 82：15．8	 12．9�
48 アンドヴァラナウト 牝4黒鹿56 R．ムーア �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：17．39 16．2�

（英）

35 � マジカルラグーン 牝3鹿 54 S．フォーリー 張 月勝氏 J．ハリントン 愛 Coolmore 496 2：17．72	 13．9�
（Magical Lagoon（IRE）） （愛） （愛）

（18頭）

売 得 金
単勝： 1，008，828，200円 複勝： 1，047，337，800円 枠連： 548，731，500円 馬連： 2，496，346，000円 馬単： 813，149，200円
ワイド： 1，818，808，900円 3連複： 5，319，139，200円 3連単： 5，949，765，000円 5重勝： 681，091，500円 計： 19，683，197，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 330円 �
�

370円
1，160円 枠 連（7－8） 1，410円

馬 連 ��
��

1，920円
15，500円 馬 単 ��

��
3，520円
23，140円

ワ イ ド ��
��

1，570円
9，180円 �� 8，380円

3 連 複 ��� 90，210円 3 連 単 ���
���

206，260円
289，250円

5 重 勝
対象競走：東京10R／阪神10R／福島11R／東京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 9，168，530円

票 数

単勝票数 計10088282 的中 � 986762（4番人気）
複勝票数 計10473378 的中 � 883138（4番人気）� 785153（6番人気）� 210437（13番人気）
枠連票数 計5487315 的中 （7－8） 301024（7番人気）
馬連票数 計24963460 的中 �� 511613（13番人気）�� 61245（70番人気）
馬単票数 計8131492 的中 �� 87388（24番人気）�� 13057（127番人気）
ワイド票数 計18188089 的中 �� 307428（16番人気）�� 50403（78番人気）�� 55305（72番人気）
3連複票数 計53191392 的中 ��� 44220（231番人気）
3連単票数 計59497650 的中 ��� 10457（1138番人気） ��� 7456（1391番人気）
5重勝票数 計6810915 的中 ����� 52

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―12．6―12．4―12．3―12．2―11．8―11．9―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．5―35．3―47．9―1：00．3―1：12．6―1：24．8―1：36．6―1：48．5―2：00．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．4
1
3
2，5（9，17）10（3，13）（4，11）16（1，8，7，18）6－（12，15）14
2－5（9，17）（3，10，13）（4，11，16）（1，18）7（12，8，6，15）14

2
4

2－5（9，17）10（3，13）（4，16）（1，11）（8，7，18）6，12，15－14
2－（9，5，17，13）（3，10，16）（4，18）（1，11）（7，15）（12，6，14）8

勝馬の
紹 介

ジェラルディーナ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．12 中京3着

2018．5．12生 牝4鹿 母 ジェンティルドンナ 母母 ドナブリーニ 16戦6勝 賞金 298，967，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 コトブキテティス号・サンテローズ号・シャムロックヒル号・ソフトフルート号・フィオリキアリ号
※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。

3104811月13日 曇 重 （4阪神5） 第4日 第12競走 ��1，400�ドンカスターカップ
発走16時20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
ドンカスター競馬場賞（1着）

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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

45 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 464＋101：23．1 3．7�
813� ケルンコンサート 牡3芦 56 武 豊風早 信昭氏 森 秀行 米 Buck Pond

Farm Inc. 466－ 41：23．3� 37．2�
22 ユイノチャッキー 牡4栗 57 吉田 隼人由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 B498－101：23．4� 31．4�
57 ド ゥ ー ベ 牡5栗 57 C．デムーロ �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：23．5� 8．4�

（仏）

11 	 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 472＋121：23．6� 8．4	
69 ヴ ア ー サ 牡4青 57 松若 風馬本間 茂氏 
島 一歩 新ひだか 矢野牧場 456± 0 〃 ハナ 8．9

710 テーオードレフォン 牡3栗 56 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 Wing Farm 490＋ 21：23．7� 14．1�
68 サ ヴ ァ イ ヴ 牡5青 57 D．レーン 中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 21：23．8� 18．5�
（豪）

44 キタノエクスプレス 牡4鹿 57 川田 将雅北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 502＋ 61：23．9クビ 3．4
711 メタモルフォーゼ 牝5鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 462－ 61：24．22 6．8�
56 テ リ ー ヌ 牝4鹿 55 柴山 雄一三木 久史氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 440± 01：24．51� 207．3�
33 	 ペガサスターボ 牡5鹿 57 和田 竜二坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 500－121：24．6クビ 114．5�
812 ド ゥ リ ト ル 牡7黒鹿57 中井 裕二大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 484－ 1 〃 クビ 285．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 174，915，300円 複勝： 187，499，700円 枠連： 57，177，200円
馬連： 282，215，700円 馬単： 108，381，200円 ワイド： 248，563，800円
3連複： 420，627，300円 3連単： 562，376，000円 計： 2，041，756，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 850円 � 630円 枠 連（4－8） 3，170円

馬 連 �� 8，120円 馬 単 �� 11，920円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 2，920円 �� 10，740円

3 連 複 ��� 60，550円 3 連 単 ��� 282，740円

票 数

単勝票数 計1749153 的中 � 374497（2番人気）
複勝票数 計1874997 的中 � 332782（2番人気）� 48808（10番人気）� 67995（9番人気）
枠連票数 計 571772 的中 （4－8） 13946（12番人気）
馬連票数 計2822157 的中 �� 26924（30番人気）
馬単票数 計1083812 的中 �� 6816（50番人気）
ワイド票数 計2485638 的中 �� 25098（29番人気）�� 22083（31番人気）�� 5889（50番人気）
3連複票数 計4206273 的中 ��� 5210（122番人気）
3連単票数 計5623760 的中 ��� 1442（631番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―12．0―11．7―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．2―47．2―58．9―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．9
3 ・（4，13）10（1，2，5）8（3，6，7）9（11，12） 4 ・（4，13）10（1，2，8，5）（3，6，7）（11，9）12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モズリッキー �
�
父 トランセンド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．2．20 阪神2着

2019．3．27生 牡3鹿 母 テアトロレアル 母母 ナイトアットオペラ 6戦3勝 賞金 32，801，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時25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。

５レース目



（4阪神5）第4日 11月13日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 149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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

447，930，000円
8，210，000円
34，550，000円
6，690，000円
58，860，000円
10，500，000円
69，917，000円
4，763，500円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
1，703，992，100円
1，831，156，400円
731，735，300円
3，516，566，900円
1，242，902，700円
2，708，614，900円
6，851，694，100円
7，894，255，300円
681，091，500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
5 重 勝
計 27，162，009，200円

総入場人員 18，817名 （有料入場人員 18，190名）
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