
3108511月27日 晴 稍重 （4阪神5） 第8日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走9時40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

22 アントニオヒロキ 牡2栗 55 北村 宏司 Him Rock Racing
ホールディングス� 北出 成人 浦河 �川 啓一 460± 01：56．2 11．5�

710 テイエムヒショウ 牡2鹿 55 幸 英明竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 天羽牧場 494± 01：56．51� 4．7�
68 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± 01：56．6� 67．2�
69 クールブロン 牡2芦 55 �島 克駿 �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 B520－161：56．91� 3．5�
44 サンライズパスカル 牡2栗 55 富田 暁�ライフハウス 石坂 公一 日高 ヤナガワ牧場 526－ 61：57．0� 195．9	
711 アンジェリカル 牝2青鹿54 横山 和生 �ローレルレーシング 武 英智 浦河 杵臼牧場 442＋ 21：57．21� 3．6

11 サトミノアサヒ 牝2栗 54 中井 裕二田代 洋己氏 茶木 太樹 日高 下河辺牧場 470－ 41：57．51� 198．6�
45 ワンダーミズ 牝2鹿 54 岩田 望来山本 能成氏 牧田 和弥 浦河 藤春 修二 472＋ 21：57．82 55．0�
33 ディアマイサン 牡2鹿 55 坂井 瑠星吉田 晴哉氏 松下 武士 安平 追分ファーム 524＋ 81：58．01� 8．2
813 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＋ 21：59．06 9．0�
812 ギャレットルレーヴ �2鹿 55 川須 栄彦野嶋 祥二氏 松下 武士 新ひだか 坂本 智広 472－ 21：59．42� 143．2�
56 ベントディパーチェ 牡2栗 55

54 ☆角田 大和伊藤 篤氏 角田 晃一 様似 小田牧場 448＋ 82：04．3大差 25．6�
57 クインズイザナミ 牝2黒鹿54 荻野 極 �ケイアイスタリオン 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 478－ 82：05．57 123．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，699，400円 複勝： 40，581，500円 枠連： 9，096，100円
馬連： 50，305，500円 馬単： 22，862，300円 ワイド： 47，654，200円
3連複： 79，996，500円 3連単： 88，605，400円 計： 373，800，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 300円 � 190円 � 880円 枠 連（2－7） 740円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 740円 �� 3，760円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 21，230円 3 連 単 ��� 117，860円

票 数

単勝票数 計 346994 的中 � 25417（6番人気）
複勝票数 計 405815 的中 � 34854（5番人気）� 69756（3番人気）� 9654（9番人気）
枠連票数 計 90961 的中 （2－7） 9524（3番人気）
馬連票数 計 503055 的中 �� 19261（12番人気）
馬単票数 計 228623 的中 �� 3411（24番人気）
ワイド票数 計 476542 的中 �� 17411（11番人気）�� 3156（31番人気）�� 5833（23番人気）
3連複票数 計 799965 的中 ��� 2825（53番人気）
3連単票数 計 886054 的中 ��� 545（310番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．8―12．7―12．9―13．2―13．2―13．4―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．5―49．2―1：02．1―1：15．3―1：28．5―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．1―3F40．9
1
3
4（6，7，11，13）－8（1，10）（9，12）2－5－3
4（11，13）10，8（1，9）5，6（7，2）（3，12）

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

勝馬の
紹 介

アントニオヒロキ �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2022．10．23 東京3着

2020．2．18生 牡2栗 母 キルシュバウム 母母 グッドミセスマーフィー 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ワンダーミズ号の騎手岩田望来は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベントディパーチェ号・クインズイザナミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

12月27日まで平地競走に出走できない。

3108611月27日 晴 良 （4阪神5） 第8日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時10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
1：08．6
1：07．5

良
良

11 � ソフィアエール 牝2黒鹿54 西村 淳也 KRジャパン 杉山 晴紀 英 Healthy
Wood Co. Ltd 422＋ 81：08．8 5．6�

35 ゼットカレン 牝2黒鹿54 古川 吉洋�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 474－ 41：09．32� 5．1�
816 テ ラ ス テ ラ 牡2鹿 55 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 474＋ 21：09．51� 4．1�
59 ハイインザスカイ 牡2鹿 55 松若 風馬深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 ナカノファーム 488＋ 2 〃 アタマ 27．6�
713 ヴァルトラウテ 牝2芦 54 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中村 直也 新冠 松木 加代 444－101：09．6� 6．6	
714 カリブルヌス 牡2鹿 55 藤岡 康太�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 468－ 61：09．92 3．8

611 ショウナンダグラス 牡2黒鹿55 	島 克駿国本 哲秀氏 茶木 太樹 日高 中原牧場 482＋ 61：10．21� 30．7�
48 ダイシンベスパ 牝2栗 54

53 ☆松本 大輝大八木秀子氏 吉田 直弘 日高 中原牧場 386＋ 21：10．3� 286．5�
36 オボロヅキヨ 牡2栗 55 松田 大作�OUMA 渡辺 薫彦 浦河 桑田牧場 422± 01：10．51� 216．7
612 イツモハラペコ 牡2鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太小田切 光氏 畑端 省吾 新ひだか 桑嶋 峰雄 472± 01：10．92 176．5�
510 ア ン ニ ー ナ 牝2黒鹿 54

53 ☆小沢 大仁門野 重雄氏 池添 兼雄 日高 下河辺牧場 422－ 41：11．0� 479．5�
815 スカイピース 牝2鹿 54 和田 竜二吉田 安惠氏 宮本 博 安平 追分ファーム B470＋221：11．11 39．8�
23 クリノクリスタル 牝2芦 54 富田 暁栗本 守氏 大橋 勇樹 日高 浜本牧場 458＋ 61：11．31 32．4�
47 キクノミヤビ 牝2青 54

50 ★永島まなみ菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 384－ 4 〃 � 196．4�
12 スピルクリスティ 牝2鹿 54

51 ▲川端 海翼大戸 志浦氏 藤沢 則雄 新ひだか 高橋 修 438－ 41：11．51 124．1�
24 ノベンバーステップ 牡2芦 55 酒井 学三田 昌宏氏 森田 直行 新ひだか 前谷 武志 B468－ 21：12．24 173．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，194，600円 複勝： 63，782，400円 枠連： 13，876，100円
馬連： 68，367，800円 馬単： 29，617，600円 ワイド： 68，944，700円
3連複： 110，687，100円 3連単： 111，325，600円 計： 515，795，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 150円 � 160円 枠 連（1－3） 1，250円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 390円 �� 470円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 10，310円

票 数

単勝票数 計 491946 的中 � 73359（4番人気）
複勝票数 計 637824 的中 � 74661（5番人気）� 116904（2番人気）� 103419（3番人気）
枠連票数 計 138761 的中 （1－3） 8554（6番人気）
馬連票数 計 683678 的中 �� 47977（5番人気）
馬単票数 計 296176 的中 �� 8983（11番人気）
ワイド票数 計 689447 的中 �� 45888（3番人気）�� 36245（6番人気）�� 44005（4番人気）
3連複票数 計1106871 的中 ��� 56689（3番人気）
3連単票数 計1113256 的中 ��� 7827（32番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．5―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．0―45．5―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ソフィアエール �
�
父 Kingman �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2022．8．7 新潟6着

2020．4．4生 牝2黒鹿 母 Sivoliere 母母 Sefroua 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔騎手変更〕 アンニーナ号の騎手池添謙一は，第7日第7競走での入線後の落馬負傷のため小沢大仁に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノベンバーステップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月27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 テーオーエンゲルス号

第５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



3108711月27日 晴 良 （4阪神5） 第8日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時40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

56 セ ッ シ ョ ン 牡2黒鹿55 坂井 瑠星林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 514± 01：47．9 3．1�
68 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 446－ 21：48．11� 9．3�
33 アスクエピソード 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 468－ 21：48．2� 3．2�
67 ウインエーデル 牝2黒鹿54 �島 克駿�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 438－ 2 〃 クビ 4．5�
11 ブレイヴロッカー 牡2芦 55 藤岡 康太吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 456－ 21：48．41� 53．1�
55 エイシンレジューム 牡2黒鹿55 団野 大成�栄進堂 中尾 秀正 浦河 高野牧場 500＋101：48．71� 15．4	
79 デ ィ オ ー ス 牡2鹿 55 吉田 隼人清宮 義男氏 牧田 和弥 平取 協栄組合 496－ 61：48．91 12．8

812 ジャンマギアーナ 牡2黒鹿 55

53 △角田 大河加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474－ 21：49．0� 288．4�

710 エイシンネクタル 牡2黒鹿55 西村 淳也�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 木田牧場 454＋ 21：49．21� 14．8�
811 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 456＋ 61：49．41 267．7
22 ギーロカスタル 牡2鹿 55 和田 竜二桑畑 夏美氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 456＋161：50．57 74．4�
44 イネフェイブル 牝2鹿 54

53 ☆小沢 大仁 �ロードホースクラブ 茶木 太樹 浦河 大柳ファーム 434± 0 〃 ハナ 416．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 55，774，400円 複勝： 69，700，200円 枠連： 12，328，100円
馬連： 70，420，500円 馬単： 32，021，200円 ワイド： 67，125，500円
3連複： 107，306，200円 3連単： 131，833，000円 計： 546，509，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 190円 � 140円 枠 連（5－6） 420円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 500円 �� 270円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 8，100円

票 数

単勝票数 計 557744 的中 � 144627（1番人気）
複勝票数 計 697002 的中 � 139215（3番人気）� 80723（4番人気）� 139466（2番人気）
枠連票数 計 123281 的中 （5－6） 22571（1番人気）
馬連票数 計 704205 的中 �� 35060（5番人気）
馬単票数 計 320212 的中 �� 10126（7番人気）
ワイド票数 計 671255 的中 �� 33014（5番人気）�� 69860（1番人気）�� 27570（7番人気）
3連複票数 計1073062 的中 ��� 50752（3番人気）
3連単票数 計1318330 的中 ��� 11797（18番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．6―12．7―12．6―12．1―11．7―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．6―48．3―1：00．9―1：13．0―1：24．7―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ ッ シ ョ ン �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Dubawi デビュー 2022．11．6 阪神3着

2020．5．1生 牡2黒鹿 母 ミスドバウィ 母母 Coyote 2戦1勝 賞金 7，000，000円

3108811月27日 晴 稍重 （4阪神5） 第8日 第4競走 1，200�2歳新馬
発走11時10分 （ダート・右）

牝；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
1：11．0
1：10．2

良
不良

12 ダノンセシボン 牝2黒鹿54 �島 克駿�ダノックス 千田 輝彦 日高 白井牧場 520 ―1：12．7 43．2�
713 カネトシフラム 牝2青鹿54 秋山真一郎兼松 昌男氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 454 ―1：12．91 3．1�
11 タガノピュール 牝2青鹿 54

52 △角田 大河八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484 ―1：13．32� 25．8�

35 ファイブレイナ 牝2黒鹿54 高倉 稜�髙昭牧場 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 422 ―1：13．93� 12．1�
23 ナ リ サ 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 448 ―1：14．64 4．4	
815 メイショウリリアム 牝2芦 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 新ひだか 静内白井牧場 460 ―1：14．81� 95．4

36 メイショウコナツ 牝2黒鹿 54

51 ▲今村 聖奈松本 好雄氏 本田 優 様似 中脇 一幸 434 ―1：15．01 8．3�
816 ペプチドカンナ 牝2鹿 54 富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 日高 木村牧場 434 ― 〃 アタマ 18．2�
48 フローラサンライズ 牝2芦 54 幸 英明松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 448 ―1：15．31� 78．7
47 メイショウナナクサ 牝2栗 54 西村 淳也松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 三嶋牧場 422 ―1：15．62 8．9�
612 ペイシャメガミ 牝2栗 54 荻野 琢真北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 桑田 正己 444 ―1：15．7� 71．4�
24 コ ロ ネ ッ ト 牝2鹿 54 岩田 望来 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新ひだか 田中 裕之 420 ―1：15．8クビ 15．4�
510 キミニオクル 牝2栗 54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 468 ― 〃 クビ 17．9�
611 カ フ ネ 牝2鹿 54 和田 竜二�Horse Net 鈴木 孝志 日高 スマイルファーム 420 ―1：16．22� 40．3�

（ディナイ）

59 レクランスリール 牝2鹿 54 酒井 学 �グリーンファーム小林 真也 平取 坂東牧場 466 ―1：16．51� 82．0�
714 ジューンハート 牝2芦 54

50 ★永島まなみ吉川 潤氏 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 458 ―1：16．82 39．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，137，300円 複勝： 55，349，800円 枠連： 17，127，600円
馬連： 61，409，800円 馬単： 26，850，100円 ワイド： 65，149，000円
3連複： 102，560，300円 3連単： 96，177，400円 計： 471，761，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，320円 複 勝 � 920円 � 150円 � 580円 枠 連（1－7） 2，870円

馬 連 �� 8，410円 馬 単 �� 24，490円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 7，480円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 56，140円 3 連 単 ��� 571，540円

票 数

単勝票数 計 471373 的中 � 9255（12番人気）
複勝票数 計 553498 的中 � 12031（12番人気）� 139142（1番人気）� 20069（9番人気）
枠連票数 計 171276 的中 （1－7） 4610（13番人気）
馬連票数 計 614098 的中 �� 5658（29番人気）
馬単票数 計 268501 的中 �� 822（82番人気）
ワイド票数 計 651490 的中 �� 6605（28番人気）�� 2210（70番人気）�� 8853（19番人気）
3連複票数 計1025603 的中 ��� 1370（161番人気）
3連単票数 計 961774 的中 ��� 122（1308番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．4―12．0―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．2―36．6―48．6―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンセシボン �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 Shamardal 初出走

2020．5．8生 牝2黒鹿 母 ダノンボンジュール 母母 ラ ウ ン デ ル 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマニンリーリオ号



3108911月27日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（4阪神5） 第8日 第5競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：15．7良・良

77 メイショウベンガル 牡5芦 60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 484＋143：20．0 4．5�
66 スマッシャー 牡4鹿 60 平沢 健治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 486＋ 43：20．1� 2．2�
11 � アスタースウィング 牡8栗 60 植野 貴也加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 516－ 43：20．31 10．8�
55 セルリアンルネッタ 牡3鹿 58

56 ▲小牧加矢太�イクタ 高橋 康之 日高 長谷川 一男 470＋103：21．57 2．7�
44 ティートラップ 牡5鹿 60 小野寺祐太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 472＋123：21．81� 33．9	
33 ニホンピロマドン 牡7鹿 60 中村 将之小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 514－143：21．9� 19．2

22 クリノヴィーナス 牝3芦 56 難波 剛健栗本 博晴氏 橋田 満 様似 堀 弘康 470＋ 63：22．1� 83．2�
88 ノーティアス 牡3鹿 58 五十嵐雄祐吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 496－ 83：25．7大差 44．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 41，603，100円 複勝： 31，104，600円 枠連： 発売なし
馬連： 39，820，000円 馬単： 26，486，100円 ワイド： 29，683，500円
3連複： 66，641，100円 3連単： 141，499，500円 計： 376，837，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 110円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 260円 �� 460円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 5，910円

票 数

単勝票数 計 416031 的中 � 72630（3番人気）
複勝票数 計 311046 的中 � 46435（3番人気）� 107595（1番人気）� 26959（4番人気）
馬連票数 計 398200 的中 �� 56666（3番人気）
馬単票数 計 264861 的中 �� 16236（6番人気）
ワイド票数 計 296835 的中 �� 32758（3番人気）�� 15645（5番人気）�� 15169（6番人気）
3連複票数 計 666411 的中 ��� 32320（5番人気）
3連単票数 計1414995 的中 ��� 17333（21番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 53．0－3F 39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
4－7，5，1，3，6，2－8
4，7，5，1，6－3－2＝8

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

勝馬の
紹 介

メイショウベンガル 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2019．7．27 小倉2着

2017．3．11生 牡5芦 母 キンショーオトヒメ 母母 サークルメモリー 障害：4戦1勝 賞金 12，300，000円

3109011月27日 晴 良 （4阪神5） 第8日 第6競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時30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

45 � イングランドアイズ 牝2鹿 54 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko
Racing Co. Ltd 432 ―2：02．9 12．2�

711 ハ ー パ ー 牝2鹿 54 福永 祐一エムズレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 クビ 2．6�
22 マテンロウアルテ 牝2黒鹿54 太宰 啓介寺田千代乃氏 坂口 智康 日高 下河辺牧場 486 ―2：03．0アタマ 11．6�
58 プレドミナル 牡2青鹿55 岩田 望来 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470 ―2：03．21� 3．5�
610 ヨ リ キ リ 牡2鹿 55 和田 竜二宮田 直也氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 502 ― 〃 ハナ 74．1�
33 セレクティオ 牡2栗 55 �島 克駿大冨 智弘氏 橋口 慎介 浦河 村下農場 490 ―2：03．41	 7．1	
11 ベ フ ァ ー ナ 牝2黒鹿54 幸 英明 
グリーンファーム松下 武士 千歳 社台ファーム 496 ―2：03．5
 35．9�
46 バレンタインソング 牡2鹿 55 西村 淳也 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 456 ―2：03．92	 63．5�
69 ヒルノグラスゴー 牡2青 55 横山 典弘
ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 460 ―2：05．17 14．0
57 ア ン パ ト 牡2黒鹿 55

53 △角田 大河岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 株式会社
千里ファーム 444 ―2：05．2クビ 263．6�

813 プロフェッショナル 牝2鹿 54 岩田 康誠川勝 裕之氏 今野 貞一 新ひだか 藤原牧場 476 ―2：05．3
 71．0�
712 アプレイザー 牡2鹿 55 吉田 隼人岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 前川 勝春 426 ― 〃 クビ 149．4�
814 テイエムインパクト 牡2鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 546 ―2：06．04 220．7�
34 タフタドレープ 牝2青鹿54 坂井 瑠星吉田 照哉氏 池添 学 千歳 社台ファーム 520 ―2：06．21� 14．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 64，678，100円 複勝： 58，792，500円 枠連： 13，818，900円
馬連： 70，929，500円 馬単： 33，333，700円 ワイド： 65，483，400円
3連複： 104，250，300円 3連単： 124，715，100円 計： 536，001，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 280円 � 130円 � 250円 枠 連（4－7） 1，020円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，260円 �� 550円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 24，390円

票 数

単勝票数 計 646781 的中 � 44988（5番人気）
複勝票数 計 587925 的中 � 43209（5番人気）� 168668（1番人気）� 49388（4番人気）
枠連票数 計 138189 的中 （4－7） 10400（4番人気）
馬連票数 計 709295 的中 �� 46674（3番人気）
馬単票数 計 333337 的中 �� 7628（11番人気）
ワイド票数 計 654834 的中 �� 32056（4番人気）�� 12554（15番人気）�� 31100（5番人気）
3連複票数 計1042503 的中 ��� 19016（14番人気）
3連単票数 計1247151 的中 ��� 3707（75番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．3―12．8―12．4―12．5―12．4―11．8―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―37．5―50．3―1：02．7―1：15．2―1：27．6―1：39．4―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�イングランドアイズ �
�
父 Kingman �

�
母父 Heart’s Cry 初出走

2020．4．1生 牝2鹿 母 Nuovo Record 母母 Omega Spirit 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 タフタドレープ号の騎手池添謙一は，第7日第7競走での入線後の落馬負傷のため坂井瑠星に変更。



3109111月27日 晴 稍重 （4阪神5） 第8日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時00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

11 メイクアリープ 牡3栗 55 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 478－ 41：52．2 1．3�
55 メイショウゲキリン 牡3黒鹿 55

54 ☆小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 510＋ 81：52．62� 5．3�
66 インテンスフレイム 牡4黒鹿57 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530＋ 41：53．23� 10．5�
22 レッドデクスター 牡3青鹿55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 462－ 81：53．51� 7．4�
77 � ワンダーアマルフィ 牡5鹿 57

55 △角田 大河山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 502＋221：54．56 24．7�
88 � アイファーラニオー 牡3栗 55 坂井 瑠星中島 稔氏 �島 一歩 日高 Wing Farm B478＋ 81：55．24 62．9	
33 � ヒメノジャッカル 牡5鹿 57

54 ▲大久保友雅橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 464± 01：55．3クビ 242．0

44 アスタートリゴン 牡3鹿 55

51 ★永島まなみ加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B482＋ 21：56．57 67．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 55，102，300円 複勝： 129，105，700円 枠連： 発売なし
馬連： 56，791，800円 馬単： 47，664，400円 ワイド： 49，661，500円
3連複： 80，960，500円 3連単： 257，898，600円 計： 677，184，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 130円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 170円 �� 190円 �� 410円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 1，430円

票 数

単勝票数 計 551023 的中 � 333779（1番人気）
複勝票数 計1291057 的中 � 1009847（1番人気）� 76764（3番人気）� 57734（4番人気）
馬連票数 計 567918 的中 �� 129492（2番人気）
馬単票数 計 476644 的中 �� 83133（2番人気）
ワイド票数 計 496615 的中 �� 83902（2番人気）�� 71812（3番人気）�� 24042（7番人気）
3連複票数 計 809605 的中 ��� 118306（2番人気）
3連単票数 計2578986 的中 ��� 130337（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．4―12．8―12．5―12．3―12．1―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―38．1―50．9―1：03．4―1：15．7―1：27．8―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．5
1
3
1，5（2，4，6）－（7，8）－3・（1，5）（2，6）4，7－8－3

2
4
1，5，2，4，6（7，8）－3・（1，5）6，2－7，4，8，3

勝馬の
紹 介

メイクアリープ �

父 シニスターミニスター �


母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．2．5 中京3着

2019．4．14生 牡3栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 5戦2勝 賞金 19，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔騎手変更〕 メイショウゲキリン号の騎手池添謙一は，第7日第7競走での入線後の落馬負傷のため小沢大仁に変更。
〔制裁〕 アスタートリゴン号の騎手永島まなみは，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）

3109211月27日 晴 稍重 （4阪神5） 第8日 第8競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走13時30分 （ダート・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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

35 � 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 474＋ 21：24．0 3．7�
36 � ヒルノアマランテ 牡6鹿 57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 畠山牧場 530＋101：24．21� 151．3�
713 ネイチャーカレン 牡5黒鹿57 野中悠太郎 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 高橋 修 454－ 61：24．52 14．7�
48 メイショウカイト 牝4黒鹿55 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 464± 01：24．92� 89．4�
714 プレシオーソ 	5黒鹿57 北村 宏司 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 484－ 61：25．0� 6．4�
24 スマートラプター 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 514＋ 41：25．21 5．1	
510 クリノクラール 牡4鹿 57 松田 大作栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 B504＋ 6 〃 クビ 6．4

815 パ ル デ ン ス 牡4鹿 57

55 △山田 敬士山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 490± 01：25．41� 57．9�
12 ドンフクリン 牡3栗 56 西村 淳也山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 460± 01：25．5� 24．4�
611 オ カ リ ナ 牡5栗 57 
島 良太八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 542＋121：25．71 14．4
59 ピ ナ ク ル ズ 	9黒鹿 57

53 ★永島まなみライオンレースホース� 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 504± 01：26．01� 83．5�
47 タイセイグラシア 牝4黒鹿 55

51 ★古川 奈穂田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 464－ 21：26．42� 47．0�
11 ハギノオーロ 牝5鹿 55 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 532＋ 1 〃 ハナ 122．8�
612 スターズプレミア 牡5鹿 57 荻野 極 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 474－ 21：26．61� 24．8�
23 � ケルンコンサート 牡3芦 56 福永 祐一風早 信昭氏 森 秀行 米 Buck Pond

Farm Inc. 470＋ 4 〃 ハナ 5．5�
816 シンゼンブースター 	6栗 57

56 ☆角田 大和原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 496＋ 61：28．210 144．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，346，300円 複勝： 83，333，500円 枠連： 22，151，700円
馬連： 99，699，100円 馬単： 38，563，800円 ワイド： 94，696，000円
3連複： 167，047，100円 3連単： 158，769，100円 計： 717，606，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 3，410円 � 360円 枠 連（3－3） 19，570円

馬 連 �� 31，320円 馬 単 �� 35，610円

ワ イ ド �� 8，080円 �� 1，130円 �� 17，030円

3 連 複 ��� 169，070円 3 連 単 ��� 693，410円

票 数

単勝票数 計 533463 的中 � 113790（1番人気）
複勝票数 計 833335 的中 � 165467（1番人気）� 4846（16番人気）� 56971（6番人気）
枠連票数 計 221517 的中 （3－3） 877（30番人気）
馬連票数 計 996991 的中 �� 2467（60番人気）
馬単票数 計 385638 的中 �� 812（87番人気）
ワイド票数 計 946960 的中 �� 2967（63番人気）�� 22444（16番人気）�� 1402（90番人気）
3連複票数 計1670471 的中 ��� 741（248番人気）
3連単票数 計1587691 的中 ��� 166（1227番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．5―12．0―12．4―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．2―46．2―58．6―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�プライムライン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー

2017．3．12生 牡5鹿 母 バートラムガーデン 母母 フ ィ リ ス 7戦2勝 賞金 28，310，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンゼンブースター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月27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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サヴァイヴ号・サウンドサンビーム号



3109311月27日 晴 良 （4阪神5） 第8日 第9競走 ��
��1，600�

し ら ぎ く

白 菊 賞
発走14時05分 （芝・右・外）
牝，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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

67 ムーンプローブ 牝2鹿 54 岩田 望来吉田 晴哉氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 468－ 21：34．2 5．9�
22 レッドヒルシューズ 牝2栗 54 酒井 学呉本 昌時氏 武 英智 新ひだか チャンピオンズファーム 450± 0 〃 クビ 5．2�
33 マ イ レ ー ヌ 牝2青鹿54 団野 大成小関 昭次氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 492－ 21：34．51� 15．1�
810 コスモフーレイ 牝2黒鹿54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 むかわ 市川牧場 416－ 61：34．6� 94．7�
811 シングザットソング 牝2黒鹿54 西村 淳也 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 21：34．7� 8．1�
79 � エイムインライフ 牝2鹿 54 	島 克駿前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited 472＋ 41：34．8
 5．2	
55 マルモリディライト 牝2芦 54 角田 大河山下 繁美氏 石橋 守 浦河 村中牧場 454＋ 41：35．01� 147．3

66 ブライトサイン 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 442－ 2 〃 アタマ 20．6�
78 ランフリーバンクス 牝2鹿 54 吉田 隼人藤田 晋氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 422－ 41：35．1クビ 2．8�
44 エイトスターズ 牝2黒鹿54 三浦 皇成武田 修氏 坂口 智康 洞�湖 レイクヴィラファーム 462＋ 2 〃 クビ 140．8
11 フ ィ レ ッ ト 牝2黒鹿54 富田 暁 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 458－261：35．41� 34．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 74，859，200円 複勝： 84，067，200円 枠連： 19，029，200円
馬連： 103，222，800円 馬単： 46，981，200円 ワイド： 85，170，800円
3連複： 152，513，900円 3連単： 204，717，400円 計： 770，561，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 170円 � 320円 枠 連（2－6） 1，160円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 540円 �� 920円 �� 800円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 33，600円

票 数

単勝票数 計 748592 的中 � 105429（4番人気）
複勝票数 計 840672 的中 � 116126（4番人気）� 146282（2番人気）� 56966（6番人気）
枠連票数 計 190292 的中 （2－6） 12676（5番人気）
馬連票数 計1032228 的中 �� 52295（6番人気）
馬単票数 計 469812 的中 �� 9944（17番人気）
ワイド票数 計 851708 的中 �� 41986（7番人気）�� 23050（13番人気）�� 26924（11番人気）
3連複票数 計1525139 的中 ��� 18998（22番人気）
3連単票数 計2047174 的中 ��� 4416（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．2―48．3―59．7―1：10．7―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンプローブ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．10．1 中京5着

2020．3．7生 牝2鹿 母 スマイリングムーン 母母 スプレッドスマイル 3戦2勝 賞金 16，445，000円
〔騎手変更〕 エイトスターズ号の騎手池添謙一は，第7日第7競走での入線後の落馬負傷のため三浦皇成に変更。

3109411月27日 晴 良 （4阪神5） 第8日 第10競走 ��1，600�
りつうんきょう

立雲峡ステークス
発走14時40分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス，R3．11．27以降R4．11．20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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

68 アールドヴィーヴル 牝4鹿 54 岩田 望来近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：31．9 4．8�
57 ノースザワールド 牡4青鹿57 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 482＋ 41：32．0� 1．8�
11 アステロイドベルト �5鹿 54 荻野 極 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B480＋ 81：32．21 56．0�
56 チュウワノキセキ �5鹿 55 団野 大成中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480＋18 〃 クビ 35．6�
69 ルージュラテール 牝3栗 53 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：32．3クビ 11．7	
44 シャイニングフジ 牝4鹿 53 富田 暁林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 502－ 81：32．4� 16．9

22 メイショウシンタケ 牡4鹿 55 福永 祐一松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 484＋ 81：32．5� 22．4�
710 ノーブルアース 牝7黒鹿51 小沢 大仁吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 496＋ 6 〃 クビ 259．3�
711 アルーリングウェイ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 41：33．35 6．7
45 メイケイハリアー 牡6芦 54 幸 英明名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 484＋ 41：33．61� 140．6�
813 ブライトオンベイス 牝3鹿 52 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか 岡田牧場 450－ 61：33．8� 11．4�
812 バトーデュシエル 牝5鹿 53 横山 典弘山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B488－ 41：34．33 36．1�
33 トウカイオラージュ 牡6栗 53 松若 風馬内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 B496± 01：34．62 141．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 87，099，100円 複勝： 111，326，000円 枠連： 26，242，000円
馬連： 141，246，700円 馬単： 68，450，400円 ワイド： 120，749，300円
3連複： 216，500，500円 3連単： 283，323，400円 計： 1，054，937，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 110円 � 650円 枠 連（5－6） 310円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 250円 �� 2，780円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 5，850円 3 連 単 ��� 25，800円

票 数

単勝票数 計 870991 的中 � 143607（2番人気）
複勝票数 計1113260 的中 � 159957（2番人気）� 408302（1番人気）� 24335（10番人気）
枠連票数 計 262420 的中 （5－6） 64332（1番人気）
馬連票数 計1412467 的中 �� 216106（1番人気）
馬単票数 計 684504 的中 �� 42944（4番人気）
ワイド票数 計1207493 的中 �� 152947（1番人気）�� 9777（30番人気）�� 19424（20番人気）
3連複票数 計2165005 的中 ��� 27710（21番人気）
3連単票数 計2833234 的中 ��� 7961（86番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．0―11．3―11．5―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―22．9―33．9―45．2―56．7―1：08．3―1：19．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アールドヴィーヴル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．10．10 京都1着

2018．2．15生 牝4鹿 母 イ サ ベ ル 母母 スカーレット 10戦2勝 賞金 81，978，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時41分に変更。

２レース目



3109511月27日 晴 稍重 （4阪神5） 第8日 第11競走 ��
��2，000�カノープスステークス

発走15時15分 （ダート・右）
3歳以上，R3．11．27以降R4．11．20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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

23 ウシュバテソーロ 牡5鹿 56．5 横山 和生了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 524＋ 62：03．7 3．0�

11 � ヒストリーメイカー 牡8黒鹿56 小沢 大仁岩﨑 僖澄氏 新谷 功一 登別 青藍牧場 532－ 22：04．12� 16．3�
815 バイシュラバナ 	5栗 55 福永 祐一草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 468－ 22：04．31 6．4�
714 メイショウフンジン 牡4黒鹿54 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 518－ 42：04．93� 5．0�
24 ダノンスプレンダー 牡6黒鹿56．5 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 洞
湖 レイクヴィラファーム B510± 0 〃 クビ 19．7�
816 ペプチドナイル 牡4鹿 55 富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 528－ 2 〃 ハナ 8．2	
59 ヴィアメント 	5栗 54 藤岡 佑介 
社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B480± 02：05．11 29．3�
36 フィニステール 牡5黒鹿54 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 白井牧場 B476＋ 22：05．52� 33．6�
48 マテンロウスパーク 牡5黒鹿54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 B514＋ 8 〃 クビ 51．7
612 キムケンドリーム 牝5鹿 51 菊沢 一樹木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 B466＋ 42：05．71 91．5�
12 メイショウカズサ 牡5栗 58 坂井 瑠星松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B488＋ 62：06．23 42．3�
510 レッドジェネシス 牡4鹿 56．5 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498－ 6 〃 ハナ 40．6�
713 グレートタイム 牡7黒鹿57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B480＋ 22：06．3クビ 16．0�
35 ユアヒストリー 牡4鹿 54 団野 大成 MOMOレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 466－ 22：06．93� 24．5�
47 ス レ イ マ ン 牡4栗 55 吉田 隼人 
サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 534－182：07．75 12．1�
611� アメリカンシード 牡5鹿 56 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 米 Courtlandt

Farm 480＋ 42：09．8大差 82．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 98，238，100円 複勝： 130，309，000円 枠連： 52，438，400円
馬連： 216，415，100円 馬単： 76，931，500円 ワイド： 176，518，700円
3連複： 363，945，100円 3連単： 352，271，100円 計： 1，467，067，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 330円 � 180円 枠 連（1－2） 1，610円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 910円 �� 410円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 17，390円

票 数

単勝票数 計 982381 的中 � 254653（1番人気）
複勝票数 計1303090 的中 � 302257（1番人気）� 76127（6番人気）� 191634（2番人気）
枠連票数 計 524384 的中 （1－2） 25128（4番人気）
馬連票数 計2164151 的中 �� 69488（6番人気）
馬単票数 計 769315 的中 �� 15414（7番人気）
ワイド票数 計1765187 的中 �� 48351（6番人気）�� 121427（1番人気）�� 20954（25番人気）
3連複票数 計3639451 的中 ��� 60565（7番人気）
3連単票数 計3522711 的中 ��� 14686（17番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．3―12．9―12．3―12．4―12．6―13．2―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―34．7―47．6―59．9―1：12．3―1：24．9―1：38．1―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．8
1
3
2－（11，14）16－（4，7）12（1，15）－13，5，8－（3，6）－9，10
2－（11，14）－（4，16）（1，7）（5，13，15）（3，6，12，8）－10，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウシュバテソーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．25 新潟5着

2017．3．4生 牡5鹿 母 ミルフィアタッチ 母母 シジェームサン 26戦6勝 賞金 119，884，000円
〔騎手変更〕 ユアヒストリー号の騎手池添謙一は，第7日第7競走での入線後の落馬負傷のため団野大成に変更。
〔制裁〕 ウシュバテソーロ号の騎手横山和生は，3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）

ウシュバテソーロ号の騎手横山和生は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
ダノンスプレンダー号の騎手北村友一は，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：14
番・16番・1番・15番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメリカンシード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月27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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サクラアリュール号・レッドジェニアル号
（非抽選馬）12頭 エレナアヴァンティ号・エングレーバー号・キタノヴィジョン号・コパノマーキュリー号・シセイヒテン号・

ドウドウキリシマ号・トランスナショナル号・フレッチア号・ホウオウトゥルース号・モントライゼ号・リプレーザ号・
リンゴアメ号

3109611月27日 晴 良 （4阪神5） 第8日 第12競走 ��
��1，200�第67回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走16時15分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万
円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

京阪ホールディングス株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

714 トウシンマカオ 牡3栗 55 	島 克駿�サトー 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 454± 01：07．2 3．8�
36 キ ル ロ ー ド 
7鹿 57 福永 祐一エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 B506± 01：07．41� 16．3�
24 スマートクラージュ 牡5鹿 56 岩田 望来大川 徹氏 池江 泰寿 日高 いとう牧場 480＋ 81：07．71� 8．2�
48  マリアズハート 牝6鹿 55 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.
Andersen 500－ 21：08．02 23．5�

11 ライトオンキュー 牡7鹿 58 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512－ 8 〃 ハナ 67．6�

35 テイエムスパーダ 牝3芦 53 今村 聖奈竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 浦河小林牧場 490± 0 〃 アタマ 7．0	
47 � ファストフォース 牡6黒鹿57 団野 大成安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 B540＋201：08．1クビ 15．6

12 ビ リ ー バ ー 牝7黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 462－ 4 〃 ハナ 139．1�
612 ヴ ァ ト レ ニ 
4鹿 56 和田 竜二野田 政義氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 444－ 61：08．2� 15．6
713 ジュビリーヘッド 牡5鹿 56 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B470－ 41：08．3� 12．5�
59 エイティーンガール 牝6青鹿56 秋山真一郎中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 456＋ 4 〃 ハナ 15．0�
23 プ ル パ レ イ 牡3鹿 55 岩田 康誠 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B492＋ 21：08．4� 20．2�
510 サンライズオネスト 牡5黒鹿56 横山 典弘松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 476－ 21：08．5クビ 5．4�
611 タイセイビジョン 牡5栗 58 三浦 皇成田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 482＋121：08．71� 15．6�
815 ダイメイフジ 牡8鹿 57 西村 淳也宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 524± 01：08．8� 206．6�
816 ビ ア ン フ ェ 
5鹿 57 藤岡 佑介前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 570＋101：11．2大差 36．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 298，553，100円 複勝： 348，632，500円 枠連： 137，589，500円
馬連： 680，130，600円 馬単： 226，513，700円 ワイド： 582，092，700円
3連複： 1，343，540，400円 3連単： 1，307，708，100円 計： 4，924，760，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 460円 � 270円 枠 連（3－7） 1，070円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 740円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 12，580円 3 連 単 ��� 60，910円

票 数

単勝票数 計2985531 的中 � 619158（1番人気）
複勝票数 計3486325 的中 � 665218（1番人気）� 162210（10番人気）� 324352（3番人気）
枠連票数 計1375895 的中 （3－7） 98923（4番人気）
馬連票数 計6801306 的中 �� 128584（15番人気）
馬単票数 計2265137 的中 �� 25743（20番人気）
ワイド票数 計5820927 的中 �� 98505（17番人気）�� 209399（2番人気）�� 63029（34番人気）
3連複票数 計13435404 的中 ��� 80086（39番人気）
3連単票数 計13077081 的中 ��� 15563（164番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．7―11．2―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．3―44．5―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F33．9
3 ・（6，16）5，4，14（1，7，15）12，8，13，2（9，11）3，10 4 16，6，5，4－（1，14）15（7，12）8（2，13）（9，11）（3，10）

勝馬の
紹 介

トウシンマカオ �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．29 新潟1着

2019．5．1生 牡3栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 9戦4勝 賞金 119，841，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 キャプテンドレイク号・シャインガーネット号・ジャスパージャック号・スノーテーラー号・ディヴィナシオン号・

リレーションシップ号・ロードベイリーフ号

４レース目



（4阪神5）第8日 11月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 159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

281，040，000円
31，430，000円
2，070，000円
36，310，000円
72，478，000円
5，116，500円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
960，285，000円
1，206，084，900円
323，697，600円
1，658，759，200円
676，276，000円
1，452，929，300円
2，895，949，000円
3，258，843，700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 12，432，824，700円

総入場人員 10，301名 （有料入場人員 9，887名）



令和4年度 第5回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，214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

2，543，400，000円
44，460，000円
276，660，000円
22，620，000円
324，650，000円
21，000，000円
556，402，000円
37，454，500円
11，654，400円

勝馬投票券売得金
8，668，759，400円
10，265，466，000円
2，844，801，800円
14，916，704，600円
6，055，377，000円
12，155，755，000円
26，324，294，400円
33，109，484，600円
2，093，825，100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
5 重 勝
計 116，434，467，900円

総入場延人員 93，680名 （有料入場延人員 90，450名）
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