
3107311月26日 曇 稍重 （4阪神5） 第7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 � ジョヴィアン 牡2鹿 55 C．デムーロ 吉田 和美氏 奥村 豊 米 DS Stable,
LLC 504－ 81：53．6 1．7�

（仏）

810 フィッシュポンド 牡2鹿 55 武 豊岡 浩二氏 大久保龍志 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 488± 01：54．77 3．4�

79 � カッチュッコ 牝2栗 54 岩田 望来ゴドルフィン 吉村 圭司 米 Godolphin 524＋ 21：54．91 29．9�
11 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 492－ 21：55．0� 66．6�
22 レイジングスラスト 牡2鹿 55 坂井 瑠星 �吉澤ホールディングス 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 538＋ 81：55．21� 95．9�
811 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± 01：55．51� 33．5	
44 � キ ュ ピ ド ン 牡2芦 55 福永 祐一前田 幸貴氏 森 秀行 米

Camas Park
Stud & Lynch
Bages LTD.

496－ 21：55．71� 19．8

67 ヒロピアーナ 牡2鹿 55 富田 暁石川 博氏 川村 禎彦 新冠 三村 卓也 512＋141：56．02 209．1�
66 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 522＋ 81：56．2� 7．3�
78 イズミアマゾネス 牝2青鹿 54

53 ☆亀田 温心泉 一郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 446－ 81：56．3� 20．5
33 ナイツオブラウンド 牡2鹿 55

52 ▲今村 聖奈フィールドレーシング 小崎 憲 新冠 村上 欽哉 456＋ 81：58．3大差 243．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 53，458，000円 複勝： 102，927，200円 枠連： 13，167，800円
馬連： 58，751，300円 馬単： 33，708，600円 ワイド： 56，909，000円
3連複： 96，817，800円 3連単： 142，227，200円 計： 557，966，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 270円 枠 連（5－8） 220円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 170円 �� 540円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 3，520円

票 数

単勝票数 計 534580 的中 � 254158（1番人気）
複勝票数 計1029272 的中 � 649802（1番人気）� 123885（2番人気）� 30720（7番人気）
枠連票数 計 131678 的中 （5－8） 46241（1番人気）
馬連票数 計 587513 的中 �� 164424（1番人気）
馬単票数 計 337086 的中 �� 53714（1番人気）
ワイド票数 計 569090 的中 �� 114125（1番人気）�� 23204（8番人気）�� 15864（10番人気）
3連複票数 計 968178 的中 ��� 63767（4番人気）
3連単票数 計1422272 的中 ��� 29288（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．6―50．7―1：03．5―1：16．2―1：28．7―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ジョヴィアン �
�
父 Justify �

�
母父 Majestic Warrior デビュー 2022．11．19 阪神2着

2020．2．10生 牡2鹿 母 Runway Doll 母母 French Line 2戦1勝 賞金 8，000，000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。

3107411月26日 曇 稍重 （4阪神5） 第7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

711 タイセイランナー 牡2栗 55
52 ▲今村 聖奈田中 成奉氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 486＋ 21：12．4 11．0�

813� グランファラオ 牡2鹿 55 M．デムーロ福盛 訓之氏 高橋 義忠 米 Dennis A.
Drazin 502＋ 61：12．61 2．8�

45 レヴィアタン 牡2鹿 55 川須 栄彦薪浦 亨氏 梅田 智之 浦河 荻伏三好フ
アーム 482＋101：13．66 19．1�

710 エーテルノカゼ 牝2栗 54 団野 大成藤田 岳彦氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422－ 41：13．91� 4．3�

22 アナザーエース 牡2栗 55
52 ▲大久保友雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 500＋ 2 〃 クビ 240．7�
33 レイナアレナ 牝2栗 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 岡田 稲男 新冠 イワミ牧場 484－ 21：14．1� 10．2	
812 メイショウウナバラ 牡2栗 55

53 △角田 大河松本 好雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 436＋ 41：14．2� 203．1

56 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 510＋ 6 〃 アタマ 13．4�
11 リ ン デ ザ 牝2栗 54 松山 弘平岩山 博文氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田 猛 438－ 61：15．47 8．6�
44 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 402－ 21：15．5� 556．0
68 シュガープラム 牝2栗 54

50 ★永島まなみ大田 恭充氏 高橋 康之 新冠 中山 高鹿康 442± 01：15．81� 201．4�
57 ショウナンマラマ 牝2黒鹿54 松若 風馬国本 哲秀氏 西園 正都 日高 天羽牧場 440－ 41：16．44 46．4�
69 ウィズダムハート 牝2黒鹿54 �島 克駿フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 436－ 41：16．5クビ 7．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，382，000円 複勝： 62，744，300円 枠連： 10，637，900円
馬連： 63，344，800円 馬単： 30，157，200円 ワイド： 63，162，300円
3連複： 96，225，200円 3連単： 107，867，100円 計： 487，520，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 320円 � 160円 � 420円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，690円 �� 770円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 35，190円

票 数

単勝票数 計 533820 的中 � 40897（6番人気）
複勝票数 計 627443 的中 � 44718（6番人気）� 132345（2番人気）� 32402（8番人気）
枠連票数 計 106379 的中 （7－8） 16436（1番人気）
馬連票数 計 633448 的中 �� 32638（7番人気）
馬単票数 計 301572 的中 �� 5611（19番人気）
ワイド票数 計 631623 的中 �� 26146（9番人気）�� 9168（24番人気）�� 21304（11番人気）
3連複票数 計 962252 的中 ��� 12733（25番人気）
3連単票数 計1078671 的中 ��� 2222（139番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．3―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．9―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイランナー �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2022．8．20 新潟15着

2020．4．27生 牡2栗 母 エターナルスター 母母 ロイヤルティアラ 3戦1勝 賞金 5，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィズダムハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月26日まで平地

競走に出走できない。

第５回 阪神競馬 第７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



3107511月26日 曇 良 （4阪神5） 第7日 第3競走 1，400�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
1：20．1
1：20．1

良
良

23 テンノメッセージ 牝2黒鹿54 C．デムーロ 天白 泰司氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 460± 01：21．0 4．6�
（仏）

47 ジューンオレンジ 牝2芦 54 松山 弘平吉川 潤氏 長谷川浩大 浦河 ヒダカフアーム 456－ 21：21．42� 9．9�
24 サウンドレイラ 牝2栗 54 幸 英明増田 雄一氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 3．2�
11 アイリーンテーラー 牝2黒鹿54 川須 栄彦中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 484－ 21：22．14 33．6�
59 アイリスバローズ 牝2栗 54 川田 将雅猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 446－10 〃 クビ 4．7�
48 サムシンググッド 牡2青鹿 55

52 ▲今村 聖奈吉田 千津氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 428＋ 21：22．52� 50．2�
35 テーオーエンゲルス 牡2黒鹿 55

54 ☆角田 大和小笹 公也氏 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 464± 0 〃 クビ 381．0	
815 ケイティベガ 牝2青鹿 54

53 ☆亀田 温心瀧本 和義氏 村山 明 様似 スイートフアーム 406＋ 21：22．92 310．1

611 モズスナイパー 牡2鹿 55

52 ▲大久保友雅 �キャピタル・システム 村山 明 新ひだか 千代田牧場 502－ 2 〃 クビ 302．9�
510 ポピュラーダンサー 牝2鹿 54 松若 風馬吉田 千津氏 加用 正 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 ハナ 460．7
816 ギルデッドフレーム 牡2青鹿55 国分 優作吉田 千津氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 438± 01：23．0� 62．1�
12 サトノグレイト 牡2鹿 55 福永 祐一里見 治氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 490－ 41：23．21� 11．1�
612 ヒルノピレネー 牡2黒鹿55 池添 謙一�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 444－ 2 〃 アタマ 27．6�
713 コスモアリス 牝2鹿 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム B434＋ 61：23．62� 92．1�
36 メイショウギシオー 牡2栗 55 岩田 康誠松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 524＋101：24．13 49．3�
714 リ ア ラ イ ズ 牡2鹿 55 武 豊�GET NEXT 石橋 守 新冠 須崎牧場 496＋ 21：24．31 7．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，712，500円 複勝： 78，498，100円 枠連： 15，603，800円
馬連： 75，539，400円 馬単： 31，190，500円 ワイド： 80，364，000円
3連複： 122，298，100円 3連単： 116，918，400円 計： 574，124，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 260円 � 150円 枠 連（2－4） 900円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 6，400円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 410円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 21，180円

票 数

単勝票数 計 537125 的中 � 96414（2番人気）
複勝票数 計 784981 的中 � 131894（3番人気）� 64567（5番人気）� 150237（1番人気）
枠連票数 計 156038 的中 （2－4） 13320（4番人気）
馬連票数 計 755394 的中 �� 15317（14番人気）
馬単票数 計 311905 的中 �� 3652（26番人気）
ワイド票数 計 803640 的中 �� 17724（14番人気）�� 53518（2番人気）�� 42573（4番人気）
3連複票数 計1222981 的中 ��� 33599（7番人気）
3連単票数 計1169184 的中 ��� 4002（66番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．2―11．6―11．8―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．6―46．2―58．0―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．8
3 ・（3，6）9（1，2，14）（7，12）4（13，16）5，11－8，15，10 4 3，9（1，6，2，7，14）12，4（5，16）13（11，8）（15，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テンノメッセージ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2022．10．16 東京2着

2020．4．14生 牝2黒鹿 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウギシオー号・リアライズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月

26日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ペイシャフラワー号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※テーオーエンゲルス号は，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。

3107611月26日 曇 稍重 （4阪神5） 第7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

47 � オーサムリザルト 牝2鹿 54 武 豊 �インゼルレーシング 池江 泰寿 米 Orpendale/Chel-
ston/Wynatt 490 ―1：53．6 3．8�

816 クールミラボー 牡2鹿 55 C．デムーロ �G1レーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 486 ―1：54．02� 2．9�
（仏）

714 サ サ ヤ キ 牡2黒鹿55 池添 謙一ゴドルフィン 畑端 省吾 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 534 ―1：55．17 9．7�

23 マコトエトルリア 牝2栗 54 松田 大作�ディアマント 武 英智 安平 ノーザンファーム 464 ―1：55．2クビ 157．3�
713 ディープリボーン 牡2鹿 55 富田 暁深見 敏男氏 四位 洋文 浦河 �川フアーム 454 ―1：55．52 17．0�
12 サダムターゲット 牡2鹿 55 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新冠 松浦牧場 486 ―1：55．92� 59．2	
48 � ティルドーン 牡2栗 55 福永 祐一藤田 晋氏 森 秀行 米 Brad King 518 ―1：56．11� 11．4

11 タンバッフェ 牝2青鹿54 酒井 学荻野 憲夫氏 飯田 雄三 新ひだか 小野 秀治 466 ―1：56．2クビ 264．8�
24 サイレンスゴールド 牡2鹿 55 荻野 極辻子 依旦氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 514 ―1：56．41� 66．5�
611 バブルアップハート 牡2栗 55

51 ★永島まなみ �京都ホースレーシング 高橋 康之 新ひだか 織田 正敏 558 ―1：56．71	 29．0
35 ス リ ラ ー 牡2鹿 55 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 502 ―1：57．02 223．8�
59 マサノゴールド 牡2鹿 55 横山 典弘古賀 禎彦氏 飯田 祐史 新ひだか チャンピオンズファーム 504 ―1：58．48 25．8�
36 タガノチェイス 牡2鹿 55 斎藤 新八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520 ―1：58．6	 29．1�
815 ファニーボーイ 牡2栗 55 岩田 康誠 Him Rock Racing

ホールディングス� 安達 昭夫 日高 北田 剛 480 ―1：58．91	 7．7�
510 コンピートバーチェ 牝2黒鹿54 古川 吉洋首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 482 ―1：59．22 233．7�
612 ノ リ ノ リ 牡2鹿 55

53 △角田 大河岡 浩二氏 石橋 守 青森 マルシチ牧場 484 ―1：59．51� 21．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，271，900円 複勝： 60，120，900円 枠連： 18，434，400円
馬連： 60，444，200円 馬単： 27，648，400円 ワイド： 61，090，000円
3連複： 93，921，500円 3連単： 92，822，200円 計： 465，753，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 120円 � 220円 枠 連（4－8） 350円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 290円 �� 730円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 6，620円

票 数

単勝票数 計 512719 的中 � 113395（2番人気）
複勝票数 計 601209 的中 � 106519（2番人気）� 155456（1番人気）� 53668（4番人気）
枠連票数 計 184344 的中 （4－8） 40290（1番人気）
馬連票数 計 604442 的中 �� 75047（1番人気）
馬単票数 計 276484 的中 �� 16919（1番人気）
ワイド票数 計 610900 的中 �� 59191（1番人気）�� 19896（9番人気）�� 24167（7番人気）
3連複票数 計 939215 的中 ��� 36807（2番人気）
3連単票数 計 928222 的中 ��� 10157（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．9―12．5―12．2―13．3―13．4―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．8―50．3―1：02．5―1：15．8―1：29．2―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F37．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�オーサムリザルト �
�
父 Justify �

�
母父 Deputy Minister 初出走

2020．4．2生 牝2鹿 母 Blossomed 母母 Texas Cinema 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アオイイーグル号・イエスウィズキャン号・ジェントルタッチ号・タマモソリスト号・テイエムマズルカ号・

フルングニル号
※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。



3107711月26日 曇 良 （4阪神5） 第7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

24 ク フ ァ シ ル 牡2青鹿55 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 490 ―1：35．3 2．6�
（英）

59 テンクウハット 牝2青鹿54 太宰 啓介小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 広富牧場 468 ―1：35．4� 22．9�
11 アスクビートルズ 牡2鹿 55 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 平取 株式会社

ASK STUD 484 ―1：35．61� 2．4�
611 ヴォーノハート 牝2黒鹿54 加藤 祥太平口 信行氏 杉山 佳明 浦河 三好牧場 462 ―1：36．12� 124．5�
47 マリアナトレンチ 牡2栗 55 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470 ― 〃 ハナ 22．3	
12 プロヴァーブ 牝2鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424 ―1：36．31� 59．1

714 モンテコルノ 牡2鹿 55 C．デムーロ �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 466 ― 〃 ハナ 11．6�

（仏）

510 フルオーケストラ 牡2栗 55 和田 竜二 Him Rock Racing
ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 454 ―1：36．83 85．2�

817 フェアリープト 牝2青 54 国分 優作吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 474 ― 〃 クビ 141．8
818 シホノインプルソ 牡2青鹿55 浜中 俊村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞	湖 レイクヴィラファーム 444 ―1：37．01� 219．6�
36 マリブコーク 牝2黒鹿54 菱田 裕二合同会社雅苑興業 小林 真也 浦河 大柳ファーム 440 ―1：37．31� 152．2�
715 プロパルジョン 牡2鹿 55 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 様似 猿倉牧場 470 ― 〃 クビ 39．9�
23 
 セブンキューブド 牡2黒鹿55 M．デムーロ �社台レースホース藤岡 健一 英 Shadai Cor-

poration Ltd 468 ―1：37．4クビ 20．6�
48 レクタアーバ 牝2鹿 54

52 △角田 大河�イクタ 藤沢 則雄 日高 長谷川 一男 468 ―1：37．71� 330．4�
35 レディマーシャル 牝2黒鹿54 藤岡 康太吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 448 ―1：38．33� 193．5�
612
 ファミリーラヴ 牝2鹿 54 吉田 隼人ゴドルフィン 野中 賢二 英 Countess

De La Warr 460 ― 〃 クビ 13．4�
816 オーラクォーツ 牡2黒鹿55 西村 淳也田頭 勇貴氏 小崎 憲 新冠 大栄牧場 436 ―1：39．25 256．9�
713 マンオブグリット 牡2鹿 55 福永 祐一ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 538 ―1：41．0大差 57．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 58，470，900円 複勝： 54，470，000円 枠連： 22，471，800円
馬連： 68，964，700円 馬単： 33，626，900円 ワイド： 65，771，500円
3連複： 101，863，100円 3連単： 122，281，800円 計： 527，920，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 300円 � 120円 枠 連（2－5） 1，840円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 680円 �� 160円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 計 584709 的中 � 183362（2番人気）
複勝票数 計 544700 的中 � 151020（1番人気）� 26091（7番人気）� 143863（2番人気）
枠連票数 計 224718 的中 （2－5） 9458（6番人気）
馬連票数 計 689647 的中 �� 22827（8番人気）
馬単票数 計 336269 的中 �� 8395（11番人気）
ワイド票数 計 657715 的中 �� 20845（8番人気）�� 136055（1番人気）�� 14651（11番人気）
3連複票数 計1018631 的中 ��� 53854（5番人気）
3連単票数 計1222818 的中 ��� 10171（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．5―48．8―1：01．0―1：12．6―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．3
3 4，11（3，17）（7，9）（1，15）（10，14）2（18，16）－（5，6）（8，13，12） 4 4（11，17）（3，7，9，15）（1，10，14）（2，18）－（5，16）（8，6）＝（13，12）

勝馬の
紹 介

ク フ ァ シ ル �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．4．12生 牡2青鹿 母 グルヴェイグ 母母 エアグルーヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マンオブグリット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月26日まで平地競

走に出走できない。
※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 キーウィル号
※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。

3107811月26日 曇 稍重 （4阪神5） 第7日 第6競走 2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

89 オブジェダート 牡3栗 55 �島 克駿�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 500＋ 22：06．0 10．1�
55 ジューンアマデウス 牡3鹿 55

54 ☆小沢 大仁吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 484－ 22：06．53 21．0�
77 ソリダリティ 牡3栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 508＋ 62：06．6� 3．7�
33 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 520＋ 22：07．02 1．5�
11 エアフォースワン 牡3鹿 55 菱田 裕二藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 460＋ 22：07．53 49．2	
88 スターファースト 牡3鹿 55 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新ひだか 福岡 駿弥 494＋12 〃 クビ 244．1

44 ハヤブサウィッシュ 牡3栗 55 浜中 俊武田 修氏 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 82：07．6クビ 19．1�
66 ウ ラ エ ウ ス 牡4青 57

53 ★永島まなみ吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム B466＋ 82：08．24 10．4�
22 ネッスンドルマ 牡3鹿 55 岩田 望来藤田 純氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 436－142：08．4� 155．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 54，257，600円 複勝： 175，894，300円 枠連： 11，360，900円
馬連： 56，099，900円 馬単： 40，564，700円 ワイド： 53，219，400円
3連複： 88，076，000円 3連単： 195，911，500円 計： 675，384，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 660円 � 950円 � 360円 枠 連（5－8） 9，400円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 14，950円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 470円 �� 720円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 68，910円

票 数

単勝票数 計 542576 的中 � 42619（3番人気）
複勝票数 計1758943 的中 � 68919（3番人気）� 45836（5番人気）� 142333（2番人気）
枠連票数 計 113609 的中 （5－8） 936（15番人気）
馬連票数 計 560999 的中 �� 6231（14番人気）
馬単票数 計 405647 的中 �� 2035（25番人気）
ワイド票数 計 532194 的中 �� 11808（12番人気）�� 30615（6番人気）�� 18920（9番人気）
3連複票数 計 880760 的中 ��� 8816（20番人気）
3連単票数 計1959115 的中 ��� 2061（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．2―36．4―50．2―1：03．1―1：15．9―1：28．7―1：41．2―1：53．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オブジェダート �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Southern Halo デビュー 2021．7．11 函館7着

2019．3．14生 牡3栗 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer 8戦2勝 賞金 16，810，000円
〔制裁〕 スターファースト号の騎手和田竜二は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について過怠金

70，000円。
〔その他〕 オブジェダート号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 オブジェダート号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年12月26日まで出走できない。



3107911月26日 曇 稍重 （4阪神5） 第7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

23 ク レ ド 牡3黒鹿56 高倉 稜 �カナヤマホール
ディングス 田中 克典 新ひだか 平野牧場 428－ 21：11．9 7．6�

58 グッドグロウス 牡3鹿 56 藤懸 貴志宮川 純造氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 470＋141：12．0� 61．2�
46 メイショウクリフト 牡3鹿 56 岩田 望来松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 450－ 41：12．21� 16．0�
11 � メイショウオウギ 牝6芦 55

53 △角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 456＋ 61：12．3	 78．4�
611� ロードドミニオン 
5鹿 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 畑端 省吾 新ひだか タイヘイ牧場 450＋101：12．4� 18．5�
22 �� アイファーリンクス 牝4栗 55 藤岡 康太中島 稔氏 �島 一歩 米 David G.

Campbell B482－ 41：12．5� 4．7	
35 エスオーライアン 牡3鹿 56 富田 暁岡本 昌市氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 444＋ 2 〃 ハナ 76．9

610 ロードオルデン 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 辻野 泰之 浦河 大北牧場 478＋ 81：12．6� 1．8�
34 サノノヒーロー 
4青 57

53 ★永島まなみ佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 466－ 81：12．91	 50．9�
712 シュガーコルト 
3鹿 56

53 ▲今村 聖奈飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 B500＋ 6 〃 クビ 83．1
59 キタサンユーダイ 牡3鹿 56 松山 弘平�大野商事 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 482－ 21：13．53� 41．4�
815 プ ラ ソ ン 牝3鹿 54 藤岡 佑介市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B444＋ 21：13．71� 14．9�
814 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 B510－ 2 〃 ハナ 126．9�
47 � コンバットマーチ 牝5芦 55 古川 吉洋岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 米 Jay Goodwin

& Brian Foret B472－ 2 〃 ハナ 402．9�
713 カ イ ハ オ ン 牡3鹿 56 �島 克駿村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム B476＋101：15．9大差 15．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，595，100円 複勝： 82，547，000円 枠連： 17，368，400円
馬連： 70，892，000円 馬単： 38，001，500円 ワイド： 80，776，300円
3連複： 123，716，200円 3連単： 142，672，900円 計： 610，569，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 390円 � 1，650円 � 380円 枠 連（2－5） 3，430円

馬 連 �� 22，770円 馬 単 �� 40，770円

ワ イ ド �� 5，560円 �� 1，890円 �� 9，160円

3 連 複 ��� 83，060円 3 連 単 ��� 438，290円

票 数

単勝票数 計 545951 的中 � 57310（3番人気）
複勝票数 計 825470 的中 � 59041（4番人気）� 11773（12番人気）� 60714（3番人気）
枠連票数 計 173684 的中 （2－5） 3914（12番人気）
馬連票数 計 708920 的中 �� 2412（41番人気）
馬単票数 計 380015 的中 �� 699（75番人気）
ワイド票数 計 807763 的中 �� 3725（40番人気）�� 11239（19番人気）�� 2248（60番人気）
3連複票数 計1237162 的中 ��� 1117（142番人気）
3連単票数 計1426729 的中 ��� 236（737番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．9―12．0―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―35．2―47．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク レ ド �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．3．19 阪神3着

2019．5．18生 牡3黒鹿 母 キ リ エ 母母 チャペルコンサート 5戦2勝 賞金 14，970，000円
〔制裁〕 シュガーコルト号の騎手今村聖奈は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・13番）

3108011月26日 曇 稍重 （4阪神5） 第7日 第8競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

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

45 ミッキーヌチバナ 牡4鹿 57 C．デムーロ 野田みづき氏 高橋 亮 安平 追分ファーム 516－ 61：51．5 2．7�
（仏）

22 キングズソード 牡3鹿 55
52 ▲今村 聖奈 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 浦河 日進牧場 498＋ 21：51．92 5．2�
69 シンヨモギネス 牡4鹿 57 吉田 隼人岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480± 01：52．0� 13．6�
33 タイスケフェイス 牡4鹿 57

55 △角田 大河 STレーシング 石橋 守 新冠 高瀬牧場 474－ 2 〃 アタマ 47．5�
711 ファイヴレター 牡5青鹿57 斎藤 新熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 452－ 21：52．21� 125．1�
710 アイスヴィスタ 牝5芦 55

54 ☆松本 大輝村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 478－ 61：52．3クビ 216．6	
68 カ ム カ ム 牡8鹿 57 岩田 望来共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 474－ 61：52．51� 55．2

812 メイショウジブリ 牡3黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 508＋ 6 〃 クビ 3．7�
57 � パワータイショウ 牡3鹿 55 城戸 義政西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 506－ 41：53．45 401．7�
44 フォルツァンド 牡4鹿 57 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 520＋ 81：53．5� 13．7
813	 ヨ ー デ ル 牡3栗 55 松山 弘平小松 達昌氏 森 秀行 米 Mercedes

Stable LLC B514－ 31：53．82 55．0�
56 ドルチェリア 
9鹿 57 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 528＋ 21：54．43� 215．6�
11 マルカアトラス 牡3鹿 55

54 ☆小沢 大仁日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 高昭牧場 494＋ 8 〃 クビ 4．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 57，355，300円 複勝： 66，872，500円 枠連： 16，874，500円
馬連： 86，969，800円 馬単： 38，238，600円 ワイド： 79，116，500円
3連複： 140，841，900円 3連単： 160，082，600円 計： 646，351，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 170円 � 220円 枠 連（2－4） 600円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 320円 �� 490円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 6，800円

票 数

単勝票数 計 573553 的中 � 169211（1番人気）
複勝票数 計 668725 的中 � 164073（1番人気）� 99324（3番人気）� 62108（5番人気）
枠連票数 計 168745 的中 （2－4） 21777（2番人気）
馬連票数 計 869698 的中 �� 91709（2番人気）
馬単票数 計 382386 的中 �� 20809（3番人気）
ワイド票数 計 791165 的中 �� 66630（2番人気）�� 39920（6番人気）�� 34866（7番人気）
3連複票数 計1408419 的中 ��� 64196（5番人気）
3連単票数 計1600826 的中 ��� 17048（15番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．4―12．1―12．6―12．6―13．1―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―35．6―47．7―1：00．3―1：12．9―1：26．0―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミッキーヌチバナ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．12．20 中京6着

2018．3．13生 牡4鹿 母 ヌ チ バ ナ 母母 ラバヤデール 11戦3勝 賞金 42，160，000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。



3108111月26日 晴 良 （4阪神5） 第7日 第9競走 ��2，600�
え さ か

江 坂 特 別
発走14時30分 （芝・右・外）

3歳以上，2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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：35．1
2：35．1

良
良

67 タイムオブフライト 牡3鹿 55 吉田 隼人�G1レーシング 辻野 泰之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434± 02：37．7 2．3�

22 レ ベ ラ ン ス 牡4鹿 57 C．デムーロ �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B462＋ 4 〃 クビ 13．3�
（仏）

44 サンセットクラウド 牡3芦 55 坂井 瑠星前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋102：38．34 2．7�

55 ジャスティンヴェル 牡3黒鹿55 福永 祐一三木 正浩氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 486＋ 22：38．51� 13．3�
79 � ハーツオブシャカ 牡4鹿 57 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 辻 牧場 478＋ 2 〃 クビ 23．8	
11 ブラックラテ 牡4黒鹿57 R．ムーア �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 496－ 22：38．92 9．2


（英）

810 ナムアミダブツ 牡5鹿 57 菱田 裕二ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B472＋ 4 〃 クビ 17．2�
66 サンデージャック 牡4青鹿57 松山 弘平エムズレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 476－ 62：39．0	 24．8�
33 コスモジェミラ 牝5芦 55 幸 英明 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 474＋14 〃 ハナ 26．9
811 ナオミラフィネ 牝5栗 55 藤岡 康太塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B472＋ 42：39．53 200．5�
78 ブ ラ ビ オ 牡4黒鹿57 今村 聖奈 �カナヤマホール

ディングス 寺島 良 浦河 川越ファーム 468＋ 22：39．71
 88．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 63，645，900円 複勝： 78，328，800円 枠連： 16，898，700円
馬連： 98，321，800円 馬単： 46，161，500円 ワイド： 92，994，300円
3連複： 166，009，200円 3連単： 211，419，700円 計： 773，779，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 230円 � 120円 枠 連（2－6） 1，900円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 580円 �� 160円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 7，360円

票 数

単勝票数 計 636459 的中 � 220875（1番人気）
複勝票数 計 783288 的中 � 251230（1番人気）� 52773（6番人気）� 177583（2番人気）
枠連票数 計 168987 的中 （2－6） 6890（9番人気）
馬連票数 計 983218 的中 �� 39257（7番人気）
馬単票数 計 461615 的中 �� 11669（10番人気）
ワイド票数 計 929943 的中 �� 33616（10番人気）�� 194451（1番人気）�� 36669（7番人気）
3連複票数 計1660092 的中 ��� 108268（3番人気）
3連単票数 計2114197 的中 ��� 20819（22番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―11．9―12．9―12．5―12．5―12．2―12．4―12．0―11．7―11．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．1―24．6―36．5―49．4―1：01．9―1：14．4―1：26．6―1：39．0―1：51．0―2：02．7―2：14．0―2：25．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイムオブフライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．5．21 新潟6着

2019．4．30生 牡3鹿 母 タイムトラベリング 母母 ジョリーザザ 6戦3勝 賞金 34，395，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
〔制裁〕 ナオミラフィネ号の騎手藤岡康太は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・6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。

3108211月26日 晴 稍重 （4阪神5） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

いばらき

茨木ステークス
発走15時05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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

12 ヘラルドバローズ 牡3鹿 55 松山 弘平猪熊 広次氏 寺島 良 新ひだか 服部 牧場 492＋ 21：50．3 3．1�
713 ク ロ ニ ク ル 牡3鹿 55 吉田 隼人ゴドルフィン 田中 克典 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 81：51．15 4．6�
48 メイショウユズルハ 牡3鹿 55 川田 将雅松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B494＋ 2 〃 クビ 2．5�
24 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 B488－ 81：51．2クビ 62．4�
816 ダノンブレット 牡4栗 57 藤岡 佑介�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B506－141：51．62� 25．3�
612 アベックフォルス 牡5鹿 57 西村 淳也田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 476－121：51．7� 224．5	
510 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 478－ 21：51．8� 25．0

59 メイショウヨカゼ 牡5栗 57 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 522＋ 81：51．9クビ 366．3�
36 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 520－10 〃 ハナ 123．1�
47 ニホンピロタイズ 牡4青鹿57 酒井 学小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 512＋ 21：52．0� 41．5
714 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± 01：52．1� 54．7�
611 リリーミニスター 	5芦 57 幸 英明土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 500＋101：52．2� 29．0�
11 トモジャリア 牡4黒鹿57 和田 竜二吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 460－ 81：52．3� 24．6�
23 
 ラ ヤ ス 牡3鹿 55 浜中 俊藤田 晋氏 森 秀行 米 Cove

Springs, LLC 522± 01：52．94 234．4�
35 ライラボンド 牡3黒鹿55 坂井 瑠星 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 516＋ 21：53．53� 13．3�
815 アイファーキングズ 牡6黒鹿57 �島 克駿中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 B514＋ 61：55．8大差 172．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，712，900円 複勝： 101，911，000円 枠連： 29，535，000円
馬連： 159，302，300円 馬単： 60，838，300円 ワイド： 135，612，300円
3連複： 258，310，500円 3連単： 273，924，900円 計： 1，110，147，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 140円 � 120円 枠 連（1－7） 600円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 280円 �� 240円 �� 310円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 3，400円

票 数

単勝票数 計 907129 的中 � 233897（2番人気）
複勝票数 計1019110 的中 � 226263（1番人気）� 157339（3番人気）� 223926（2番人気）
枠連票数 計 295350 的中 （1－7） 37551（2番人気）
馬連票数 計1593023 的中 �� 177974（2番人気）
馬単票数 計 608383 的中 �� 34360（4番人気）
ワイド票数 計1356123 的中 �� 122422（2番人気）�� 147669（1番人気）�� 106295（3番人気）
3連複票数 計2583105 的中 ��� 274324（1番人気）
3連単票数 計2739249 的中 ��� 58355（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．7―12．4―12．4―12．2―12．3―11．8―12．7

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘラルドバローズ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Arch デビュー 2021．9．12 中京2着

2019．4．23生 牡3鹿 母 ホワットアスポット 母母 Eversmile 9戦4勝 賞金 59，179，000円
〔騎手変更〕 リリーミニスター号の騎手池添謙一は，第7競走での入線後の落馬負傷のため幸英明に変更。
〔制裁〕 クロニクル号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーキングズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月26日まで平

地競走に出走できない。



3108311月26日 晴 良 （4阪神5） 第7日 第11競走 ��
��2，000�第9回ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス（ＧⅢ）

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

ラジオNIKKEI杯（1着）
賞 品

本 賞 33，000，000円 13，000，000円 8，300，000円 5，000，000円 3，300，000円
付 加 賞 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．7
1：58．5

良
良

47 グリューネグリーン 牡2栗 55 M．デムーロ斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 476－ 22：00．5 14．4�
34 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 490＋ 6 〃 アタマ 8．6�
59 ヴェルテンベルク 牡2鹿 55 西村 淳也吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 484＋ 42：00．71� 42．2�
22 シュタールヴィント 牡2鹿 55 坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 446＋ 22：00．8� 11．7�
713 ナイトキャッスル 牡2鹿 55 C．デムーロ �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 502－ 22：01．01� 26．0�
（仏）

46 グランヴィノス 牡2青鹿55 川田 将雅佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 520＋ 2 〃 クビ 2．0	
814 ロードプレイヤー 牡2鹿 55 岩田 望来 
ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 アイズスタッド株式会社 440－10 〃 クビ 14．7�
35 エゾダイモン 牡2黒鹿55 武 豊藤田 晋氏 武 幸四郎 洞	湖 レイクヴィラファーム 468＋ 2 〃 ハナ 21．2�
23 
 サイブレーカー 牡2鹿 55 団野 大成 TNレーシング 武井 亮 米 BlackRidge

Stables LLC. 426＋122：01．1� 169．0
712 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 444－ 82：01．2� 54．5�
610 コスモサガルマータ 牡2黒鹿55 R．ムーア �ビッグレッドファーム 梅田 智之 新ひだか 岡田スタツド 488＋12 〃 クビ 7．6�

（英）

58 スマラグドス 牡2栗 55 松山 弘平 
グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 470－ 62：01．3� 26．2�
611 アイルシャイン 牡2鹿 55 福永 祐一勝本 竜二氏 新谷 功一 新ひだか 千代田牧場 470－ 42：01．51 27．6�
11 ア レ ク サ 牡2鹿 55 斎藤 新 
エクワインレーシング 斎藤 誠 新ひだか 佐藤 鉄也 486＋ 62：01．92� 228．2�
815 ビキニボーイ 牡2鹿 55 浜中 俊小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 谷岡牧場 484＋ 42：05．4大差 189．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 291，477，200円 複勝： 321，918，600円 枠連： 88，694，900円
馬連： 496，675，900円 馬単： 205，623，000円 ワイド： 441，433，200円
3連複： 957，367，200円 3連単： 1，041，293，800円 計： 3，844，483，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 390円 � 310円 � 810円 枠 連（3－4） 620円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 11，320円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 4，980円 �� 3，530円

3 連 複 ��� 52，300円 3 連 単 ��� 285，520円

票 数

単勝票数 計2914772 的中 � 170839（5番人気）
複勝票数 計3219186 的中 � 222137（6番人気）� 291567（3番人気）� 94906（11番人気）
枠連票数 計 886949 的中 （3－4） 109465（2番人気）
馬連票数 計4966759 的中 �� 80905（17番人気）
馬単票数 計2056230 的中 �� 13619（34番人気）
ワイド票数 計4414332 的中 �� 85593（15番人気）�� 22505（49番人気）�� 31944（37番人気）
3連複票数 計9573672 的中 ��� 13727（134番人気）
3連単票数 計10412938 的中 ��� 2644（688番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．9―12．0―12．5―12．3―12．1―11．7―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―35．9―47．9―1：00．4―1：12．7―1：24．8―1：36．5―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7
1
3
・（7，8，15）（2，13）（4，6）1（5，9，11）3，10，14，12
7（2，15，8）（4，13）（9，6）（1，5）11（3，10）（12，14）

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

勝馬の
紹 介

グリューネグリーン �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．10．9 東京3着

2020．3．2生 牡2栗 母 レディーダービー 母母 ウメノファイバー 3戦2勝 賞金 40，532，000円
〔制裁〕 シュタールヴィント号の騎手坂井瑠星は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番）

ビキニボーイ号の騎手浜中俊は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・9番・12番・11
番・14番）
グリューネグリーン号の騎手M．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50，000円。（被害馬：2
番・8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。

3108411月26日 晴 良 （4阪神5） 第7日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時15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
1：06．7
1：05．8

良
良

23 ヨシノイースター 牡4黒鹿57 富田 暁清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー
クスタツド 480＋ 21：08．1 4．1�

11 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 494＋ 61：08．21 5．5�
36 � シャークスポット 牡4鹿 57 R．ムーア 沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 458＋ 81：08．41 10．7�

（英）

47 ガ リ レ イ 	5鹿 57 菱田 裕二 �カナヤマホール
ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 518＋181：08．61
 25．5�

48 � エンジェルシリカ 牝3鹿 54
50 ★古川 奈穂前田 幸大氏 矢作 芳人 米 Mrs. E

Stockwell 454＋ 6 〃 アタマ 11．7�
35 ヒルノローザンヌ 牝3黒鹿54 松山 弘平�ヒルノ 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 B480－ 61：08．81 5．9	
510 スマートルシーダ 牡4鹿 57 松若 風馬大川 徹氏 音無 秀孝 日高 いとう牧場 464± 0 〃 クビ 12．0

612 カイカノキセキ 牝3青鹿54 C．デムーロ �キャロットファーム 池添 学 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 81：08．9� 4．6�
（仏）

713� ロングファイナリー 	6鹿 57 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 482＋161：09．0クビ 109．7
59 セ イ レ ー ン 牝4栗 55

51 ★永島まなみ浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 414＋ 21：09．1
 66．1�
24 カシノフォワード 	4鹿 57 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 438－ 21：09．31 32．2�
611 アスターディゴン 牡3青鹿 56

55 ☆角田 大和加藤 久枝氏 中竹 和也 浦河 ガーベラパー
クスタツド 474＋ 2 〃 ハナ 35．5�

12 メッザノッテ 牝4栗 55
52 ▲今村 聖奈ゴドルフィン 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 448－ 81：09．51 63．1�

714 アイアンムスメ 牝4鹿 55
52 ▲鷲頭 虎太西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 444－ 61：09．92
 313．6�

816 ラストリージョ 牝4鹿 55 和田 竜二 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 458＋ 41：10．0クビ 70．1�

815 クァンタムレルム 牝4栗 55
53 △角田 大河ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 6 〃 アタマ 38．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 104，681，100円 複勝： 133，968，400円 枠連： 40，056，100円
馬連： 181，929，600円 馬単： 67，368，500円 ワイド： 174，486，500円
3連複： 292，376，900円 3連単： 296，916，000円 計： 1，291，783，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 200円 � 320円 枠 連（1－2） 1，030円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 430円 �� 790円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 18，630円

票 数

単勝票数 計1046811 的中 � 203335（1番人気）
複勝票数 計1339684 的中 � 227034（1番人気）� 179491（4番人気）� 92265（7番人気）
枠連票数 計 400561 的中 （1－2） 29891（4番人気）
馬連票数 計1819296 的中 �� 126623（1番人気）
馬単票数 計 673685 的中 �� 24752（1番人気）
ワイド票数 計1744865 的中 �� 110742（1番人気）�� 55354（7番人気）�� 37854（11番人気）
3連複票数 計2923769 的中 ��� 50045（7番人気）
3連単票数 計2969160 的中 ��� 11552（28番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．4―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―33．9―45．3―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨシノイースター �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．10．17 京都9着

2018．3．28生 牡4黒鹿 母 アースプレイ 母母 ミスイースター 15戦3勝 賞金 40，318，000円
〔制裁〕 エンジェルシリカ号の騎手古川奈穂は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 テーオーディエス号・メイショウハボタン号
（非抽選馬） 2頭 アルムファーツリー号・セリノーフォス号
※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。



（4阪神5）第7日 11月26日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 169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

254，410，000円
8，210，000円
32，760，000円
1，620，000円
32，770，000円
76，148，000円
4，902，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
987，020，400円
1，320，201，100円
301，104，200円
1，477，235，700円
653，127，700円
1，384，935，300円
2，537，823，600円
2，904，338，100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 11，565，786，100円

総入場人員 8，016名 （有料入場人員 7，674名）
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