
3400112月3日 晴 稍重 （4阪神6） 第1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

11 ユ テ ィ タ ム 牡2栗 55 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 522＋201：54．0 1．1�

69 サンデーヒーロー 牡2鹿 55 坂井 瑠星山田 裕仁氏 中村 直也 浦河 バンブー牧場 460＋ 21：55．38 24．8�
710 リオンエトワール 牡2鹿 55 古川 吉洋ライオンレースホース� 橋口 慎介 安平 追分ファーム 428± 01：55．51� 247．1�
711 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 460＋ 21：55．71� 26．9�
813 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 498＋ 61：56．76 11．3�
56 ドウフォルス 牡2鹿 55 武 豊 �インゼルレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－ 61：57．44 15．0	
68 デルマアビセタオシ 牡2鹿 55 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 476－ 41：57．5� 475．3

45 ハーベストデイ 牡2栗 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：57．6クビ 182．3�
57 カズペトシーン 牡2鹿 55 川須 栄彦合同会社雅苑興業 池添 学 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 21：57．81� 10．8
33 トリシューラ 牡2鹿 55 中井 裕二篁 真一郎氏 杉山 佳明 浦河トラストスリーファーム 446＋ 81：57．9� 253．0�
44 スーパームーン 牡2栗 55 国分 優作森中 啓子氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 456＋ 41：58．75 109．6�
22 サンクスギビング 牡2鹿 55 城戸 義政吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田牧場 470－ 41：59．34 446．8�
812 ユキノソックス 牝2栗 54

51 ▲大久保友雅重野 心平氏 宮本 博 日高 浜本牧場 456＋ 61：59．62 347．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 48，271，400円 複勝： 141，746，600円 枠連： 10，868，700円
馬連： 38，896，700円 馬単： 31，182，500円 ワイド： 44，712，700円
3連複： 63，860，900円 3連単： 121，520，100円 計： 501，059，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 240円 � 2，500円 枠 連（1－6） 680円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 360円 �� 3，410円 �� 11，970円

3 連 複 ��� 22，190円 3 連 単 ��� 40，860円

票 数

単勝票数 計 482714 的中 � 338021（1番人気）
複勝票数 計1417466 的中 � 1119634（1番人気）� 40715（5番人気）� 2801（12番人気）
枠連票数 計 108687 的中 （1－6） 12363（3番人気）
馬連票数 計 388967 的中 �� 41187（4番人気）
馬単票数 計 311825 的中 �� 28044（4番人気）
ワイド票数 計 447127 的中 �� 36299（4番人気）�� 3146（22番人気）�� 883（40番人気）
3連複票数 計 638609 的中 ��� 2158（45番人気）
3連単票数 計1215201 的中 ��� 2156（89番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―13．5―12．9―12．7―12．8―12．6―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―37．6―50．5―1：03．2―1：16．0―1：28．6―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ユ テ ィ タ ム �
�
父 Justify �

�
母父 City Zip デビュー 2022．8．27 札幌2着

2020．4．5生 牡2栗 母 ジ ペ ッ サ 母母 Precious Princess 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンクスギビング号・ユキノソックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月

3日まで平地競走に出走できない。

3400212月3日 晴 稍重 （4阪神6） 第1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

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± 01：13．4 2．2�
711� ボタニカルガーデン 牝2鹿 54 藤岡 佑介ゴドルフィン 四位 洋文 英

C&S Bloodstock
Ltd, A Davis &
G Doran

432－ 6 〃 ハナ 56．5�
45 ド ン カ ル ロ 牡2栗 55 坂井 瑠星広尾レース� 高柳 大輔 新ひだか 木村 秀則 448＋ 21：13．93 2．7�
46 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 474＋ 2 〃 アタマ 9．6�
610 ショウナンアウリイ 牝2鹿 54 吉田 隼人国本 哲秀氏 松下 武士 新ひだか 西村牧場 450－ 21：14．96 30．8�
813 カフジクロストリ 牡2芦 55 岩田 康誠加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 534－ 4 〃 クビ 6．4	
33 グレイシャスオーラ 牝2栗 54 荻野 琢真岡田 牧雄氏 吉田 直弘 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 41：15．21� 505．4

69 エコログラッツェ 牡2鹿 55 小崎 綾也原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 486－ 81：15．3� 376．1�
11 シュガープラム 牝2栗 54 古川 吉洋大田 恭充氏 高橋 康之 新冠 中山 高鹿康 446＋ 41：15．51� 502．9�
58 ヴ ェ ズ レ ー �2栗 55 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 480± 0 〃 ハナ 358．9
22 エイヨーチャクラ 牝2青鹿54 和田 竜二柳田 英子氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 446＋ 41：16．03 53．3�
712 ラ コ ン チ ャ 牡2黒鹿55 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 岡田スタツド 458＋141：16．85 58．0�
57 � エコロディアナ 牝2黒鹿54 松山 弘平原村 正紀氏 森 秀行 米 Breed

First LLC 464－ 21：17．22 23．9�
814 ニシノウール 牡2芦 55 荻野 極西山 茂行氏 高木 登 浦河 フクオカファーム 474－ 41：18．47 207．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，879，700円 複勝： 59，030，100円 枠連： 10，247，800円
馬連： 45，276，400円 馬単： 25，323，700円 ワイド： 43，396，100円
3連複： 77，095，900円 3連単： 95，265，900円 計： 393，515，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 460円 � 130円 枠 連（3－7） 1，570円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 160円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 16，540円

票 数

単勝票数 計 378797 的中 � 138451（1番人気）
複勝票数 計 590301 的中 � 314552（1番人気）� 12081（7番人気）� 89938（2番人気）
枠連票数 計 102478 的中 （3－7） 5052（6番人気）
馬連票数 計 452764 的中 �� 9919（9番人気）
馬単票数 計 253237 的中 �� 4040（16番人気）
ワイド票数 計 433961 的中 �� 8973（13番人気）�� 96689（1番人気）�� 6501（16番人気）
3連複票数 計 770959 的中 ��� 19828（8番人気）
3連単票数 計 952659 的中 ��� 4174（43番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．0―11．8―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．1―36．1―47．9―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドハドソン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2022．7．30 新潟4着

2020．2．16生 牡2鹿 母 ペプチドルビー 母母 ロゼットブランシュ 5戦1勝 賞金 11，280，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノウール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月3日まで平地競走に

出走できない。

第６回 阪神競馬 第１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



3400312月3日 晴 良 （4阪神6） 第1日 第3競走 1，800�2歳未勝利
発走11時05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
1：45．6
1：44．5

良
良

46 アンリーロード 牝2鹿 54 福永 祐一三木 正浩氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：47．4 2．0�
22 オ ル ノ ア 牝2鹿 54 武 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 41：47．5� 5．8�
69 ツージーフェイス 牝2栗 54 川田 将雅 STレーシング 四位 洋文 新冠 ハクレイファーム 448＋ 8 〃 � 6．5�
711 アグラシアド 牝2鹿 54 国分 優作ライオンレースホース� 中村 直也 新ひだか 矢野牧場 460－ 41：47．7� 19．0�
11 エムズシップ 牝2黒鹿54 秋山真一郎本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 492＋ 41：47．8� 305．0�
34 ゴーフォマームード 牝2黒鹿54 和田 竜二前田 剛氏 長谷川浩大 浦河 笹島 智則 428＋ 41：47．9� 19．4	
813 リヤンドメテオール 牝2鹿 54 C．ルメール 
社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 476＋ 21：48．11� 7．1�
33 エンジェルスアスク 牝2鹿 54

50 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 444－ 61：48．3� 39．6�
45 アムブロシアー 牝2鹿 54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大久保龍志 新ひだか 静内フアーム 438＋101：48．51� 16．6
610 リスクテイカー 牝2黒鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 吉岡 辰弥 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 0 〃 ハナ 59．3�
58 ドリームラッシュ 牝2鹿 54

51 ▲大久保友雅 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± 0 〃 クビ 222．1�

814 メイショウネムノキ 牝2芦 54 藤岡 佑介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 496± 01：48．81� 158．5�
712 フラワートゥループ 牝2鹿 54 坂井 瑠星吉田 晴哉氏 高橋 義忠 安平 追分ファーム 432－ 21：49．33 62．6�
57 ヘアピンシュプール 牝2鹿 54 荻野 極吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 444－161：49．94 220．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，601，100円 複勝： 60，023，700円 枠連： 9，914，300円
馬連： 53，585，000円 馬単： 25，347，000円 ワイド： 52，870，100円
3連複： 82，001，300円 3連単： 93，316，800円 計： 426，659，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（2－4） 560円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 280円 �� 280円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 3，780円

票 数

単勝票数 計 496011 的中 � 201051（1番人気）
複勝票数 計 600237 的中 � 215895（1番人気）� 78309（3番人気）� 68339（4番人気）
枠連票数 計 99143 的中 （2－4） 13625（2番人気）
馬連票数 計 535850 的中 �� 69422（1番人気）
馬単票数 計 253470 的中 �� 23742（1番人気）
ワイド票数 計 528701 的中 �� 50040（2番人気）�� 50542（1番人気）�� 22524（5番人気）
3連複票数 計 820013 的中 ��� 49963（2番人気）
3連単票数 計 933168 的中 ��� 17882（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―35．3―47．4―59．5―1：11．7―1：23．2―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンリーロード �
�
父 リアルスティール �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2022．11．12 東京2着

2020．3．16生 牝2鹿 母 カ シ シ 母母 エヴリウィスパー 2戦1勝 賞金 8，000，000円

3400412月3日 晴 良 （4阪神6） 第1日 第4競走 ��1，600�2歳未勝利
発走11時35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
1：32．3
1：32．3

良
良

33 ニシノベストワン 牡2黒鹿55 藤岡 佑介西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 谷川牧場 460－ 21：35．8 11．1�
55 オールアイウォント 牝2鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 450＋ 81：36．11� 17．9�
44 トーセンサウダージ 牡2鹿 55 岩田 康誠島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 486－ 41：36．2� 35．0�
810 ラ ケ マ ー ダ 牡2鹿 55 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 8 〃 クビ 5．8�
79 ケイデンシーマーク 牝2黒鹿54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 434－ 41：36．3� 2．0	
67 ポワンキュルミナン 牡2栗 55 C．ルメール 吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 426± 01：36．4� 4．9

811 メイショウバラッド 牝2黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 まるとみ冨岡牧場 474－ 2 〃 クビ 15．7�
22 フレッチャネーラ 牡2青鹿55 田中 健野田 政義氏 荒川 義之 青森 ワールドファーム 476＋101：37．14 230．1�
66 ル フ レ ー ヴ 牡2黒鹿55 松山 弘平長谷川祐司氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 484＋121：38．05 13．4
11 アズワンウイッシュ 牝2鹿 54 武 豊 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 432＋ 61：38．1� 65．1�
78 ドラヴァイト 牡2鹿 55 荻野 極岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 446－ 81：40．7大差 500．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，197，600円 複勝： 80，869，500円 枠連： 9，334，500円
馬連： 57，286，600円 馬単： 29，050，600円 ワイド： 49，159，000円
3連複： 76，001，000円 3連単： 121，173，500円 計： 470，072，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 480円 � 500円 � 970円 枠 連（3－5） 6，370円

馬 連 �� 8，510円 馬 単 �� 18，110円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 2，640円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 46，220円 3 連 単 ��� 255，380円

票 数

単勝票数 計 471976 的中 � 35780（4番人気）
複勝票数 計 808695 的中 � 46424（4番人気）� 43650（5番人気）� 20723（8番人気）
枠連票数 計 93345 的中 （3－5） 1135（14番人気）
馬連票数 計 572866 的中 �� 5213（20番人気）
馬単票数 計 290506 的中 �� 1203（42番人気）
ワイド票数 計 491590 的中 �� 7017（19番人気）�� 4798（24番人気）�� 2959（32番人気）
3連複票数 計 760010 的中 ��� 1233（75番人気）
3連単票数 計1211735 的中 ��� 344（386番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．8―49．3―1：01．5―1：13．1―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノベストワン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2022．9．24 中山12着

2020．4．1生 牡2黒鹿 母 ニ シ ノ ワ ン 母母 サ ビ ア ー レ 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 メイショウバラッド号の騎手和田竜二は，4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・9番）
〔その他〕 メイショウバラッド号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドラヴァイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月3日まで平地競走に出

走できない。
※トーセンサウダージ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3400512月3日 晴 稍重 （4阪神6） 第1日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時25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

812 フルングニル 牡2青鹿55 川田 将雅 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 562 ―1：53．4 3．0�
79 ブ リ リ オ 牡2青鹿55 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 中島牧場 454 ―1：53．82� 23．4�
68 ワンライトスター 牡2黒鹿55 吉田 隼人宮本 育也氏 茶木 太樹 日高 スウィング

フィールド牧場 470 ―1：54．86 25．0�
22 イ ン テ ン ソ 牡2青鹿55 R．ムーア �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484 ―1：55．12 4．7�

（英）

55 リュクスドレフォン 牡2鹿 55 和田 竜二田畑 憲士氏 平田 修 浦河 三嶋牧場 516 ―1：55．62� 17．2	
811 イエスウィズキャン 牡2鹿 55 太宰 啓介吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 三石橋本牧場 562 ―1：55．91� 24．3

56 コンドリュール 牡2鹿 55 C．ルメール�ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466 ―1：56．11� 3．0�
67 メイショウホウセン 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 千田 輝彦 様似 中脇 一幸 494 ―1：56．73� 9．1�
11 ジェネロジテ 牡2栗 55 古川 吉洋宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 500 ―1：57．44 116．3
44 タマモソリスト 牡2黒鹿55 国分 優作タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 530 ―1：58．25 87．5�
33 クリノランボー 牡2黒鹿55 城戸 義政栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 王蔵牧場 492 ―2：01．4大差 173．7�
710 シ ョ ー ケ ン 牡2黒鹿55 坂井 瑠星安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 502 ― （競走中止） 101．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，345，200円 複勝： 37，536，600円 枠連： 9，153，200円
馬連： 43，487，200円 馬単： 21，133，900円 ワイド： 40，494，800円
3連複： 65，772，100円 3連単： 79，098，800円 計： 337，021，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 480円 � 530円 枠 連（7－8） 1，800円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，600円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 22，440円 3 連 単 ��� 99，380円

票 数

単勝票数 計 403452 的中 � 110900（1番人気）
複勝票数 計 375366 的中 � 90297（1番人気）� 16781（7番人気）� 14988（8番人気）
枠連票数 計 91532 的中 （7－8） 3927（8番人気）
馬連票数 計 434872 的中 �� 11026（12番人気）
馬単票数 計 211339 的中 �� 3118（19番人気）
ワイド票数 計 404948 的中 �� 8800（13番人気）�� 6546（18番人気）�� 2389（31番人気）
3連複票数 計 657721 的中 ��� 2198（56番人気）
3連単票数 計 790988 的中 ��� 577（254番人気）

ハロンタイム 13．1―10．8―13．1―12．8―12．5―12．9―12．9―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―23．9―37．0―49．8―1：02．3―1：15．2―1：28．1―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フルングニル �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Doyen 初出走

2020．2．24生 牡2青鹿 母 ターフドンナ 母母 Turfaue 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ショーケン号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 ショーケン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノランボー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月3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。

3400612月3日 晴 良 （4阪神6） 第1日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時55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
1：20．1
1：20．1

良
良

35 イ リ ゼ 牝2鹿 54 秋山真一郎寺田 寿男氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 400 ―1：21．7 30．6�
59 ロッソジュリア 牝2黒鹿54 C．ルメール�OUMA 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 426 ―1：21．9� 7．4�
12 ピースフルナイト 牝2鹿 54 川須 栄彦�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 396 ―1：22．11� 56．3�
611 メイショウコボケ 牝2黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 478 ―1：22．2� 15．6�
510 ラインガウディ 牡2鹿 55 中井 裕二大澤 繁昌氏 長谷川浩大 日高 日高大洋牧場 454 ― 〃 アタマ 125．0	
23 ハルクバローズ 牡2青鹿55 R．ムーア 猪熊 広次氏 石坂 公一 新ひだか 服部 牧場 516 ―1：22．4� 2．1


（英）

714 ウェザーコック 牡2鹿 55 吉田 隼人ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446 ―1：22．61� 102．5�

36 テクノデザイン 牝2黒鹿54 福永 祐一吉田 照哉氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 424 ―1：22．81� 55．1�
816 ホ ビ イ ス ト 牡2栗 55 古川 吉洋永田 壯一氏 池添 兼雄 青森 スプリングファーム 440 ―1：22．9� 76．3
47 スカイゲイザー 牡2鹿 55 坂井 瑠星 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 438 ―1：24．7大差 32．1�
612 メリーコッカー 牝2芦 54 田中 勝春小林竜太郎氏 千田 輝彦 新冠 須崎牧場 418 ― 〃 アタマ 49．1�
11 メイショウミチロク 牡2鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 496 ― 〃 クビ 189．4�
48 ビ レ イ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456 ―1：24．8クビ 11．5�
713 キ ー ウ ィ ル 牡2黒鹿55 荻野 極北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 500 ― 〃 アタマ 23．4�
24 ロードサミット 牡2鹿 55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 辻野 泰之 新ひだか ケイアイファーム 490 ―1：26．18 4．0�

（15頭）
815 ノ ヴ ェ ン ト 牝2青鹿54 武 豊街風 �雄氏 武 幸四郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，147，200円 複勝： 41，828，600円 枠連： 15，084，700円
馬連： 48，910，300円 馬単： 22，587，400円 ワイド： 46，228，800円
3連複： 67，746，200円 3連単： 75，171，700円 計： 361，704，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，060円 複 勝 � 740円 � 260円 � 1，090円 枠 連（3－5） 5，440円

馬 連 �� 10，070円 馬 単 �� 23，850円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 6，790円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 51，530円 3 連 単 ��� 340，620円

票 数

単勝票数 差引計 441472（返還計 1682） 的中 � 12245（7番人気）
複勝票数 差引計 418286（返還計 1240） 的中 � 13901（8番人気）� 50111（4番人気）� 9027（10番人気）
枠連票数 差引計 150847（返還計 31） 的中 （3－5） 2149（13番人気）
馬連票数 差引計 489103（返還計 4228） 的中 �� 3764（26番人気）
馬単票数 差引計 225874（返還計 1769） 的中 �� 710（57番人気）
ワイド票数 差引計 462288（返還計 2733） 的中 �� 4869（25番人気）�� 1739（51番人気）�� 3796（30番人気）
3連複票数 差引計 677462（返還計 10550） 的中 ��� 986（119番人気）
3連単票数 差引計 751717（返還計 12807） 的中 ��� 160（712番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．2―57．5―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．5
3 ・（3，9）（2，6，10）（5，16）（8，14）11（12，13）（1，7）＝4 4 ・（3，9）（2，6，10）16，5，14－11＝8（12，13）（1，7）＝4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イ リ ゼ �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．2．8生 牝2鹿 母 パスティエーラ 母母 パストフォリア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 ノヴェント号は，疾病〔右後肢挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードサミット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月3日まで平地競走に

出走できない。
※イリゼ号は，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。



3400712月3日 晴 稍重 （4阪神6） 第1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）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

22 ニホンピロクリーク 牝3鹿 54 国分 優作小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 478＋ 21：12．3 11．2�
11 ピースキーパー 牝3栗 54 藤岡 佑介 �ゴールドアップ・

カンパニー 奥村 豊 新ひだか ゴールドアップカンパニー 442＋ 41：12．4� 28．9�
89 ティントリップ 牝3黒鹿54 松山 弘平中村 祐子氏 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 482± 0 〃 ハナ 1．5�
33 � ラブミードール 牝3栗 54 中井 裕二小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか グランド牧場 494＋301：12．5� 93．4�
77 ルシャリーブル 牝4栗 55 和田 竜二�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 440＋101：12．82 19．6	
44 エターナルハート 牝5黒鹿55 武 豊 DMMドリームクラブ� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 400＋ 81：13．01 20．9

66 ホワイトターフ 牝3芦 54 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 448± 01：13．21� 55．3�
88 タカラマドンナ 牝3黒鹿54 岩田 康誠佐藤 範夫氏 杉山 佳明 新ひだか 下屋敷牧場 B448＋ 21：14．05 6．1�
55 ピンクムーン 牝3栗 54 坂井 瑠星森中 啓子氏 渡辺 薫彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 454＋241：14．42� 4．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 46，250，600円 複勝： 128，347，800円 枠連： 8，490，400円
馬連： 53，176，400円 馬単： 33，715，200円 ワイド： 46，602，700円
3連複： 93，398，800円 3連単： 148，897，100円 計： 558，879，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 170円 � 380円 � 110円 枠 連（1－2） 8，590円

馬 連 �� 9，960円 馬 単 �� 21，790円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 210円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 42，330円

票 数

単勝票数 計 462506 的中 � 32817（4番人気）
複勝票数 計1283478 的中 � 64440（4番人気）� 20221（7番人気）� 968015（1番人気）
枠連票数 計 84904 的中 （1－2） 766（14番人気）
馬連票数 計 531764 的中 �� 4135（20番人気）
馬単票数 計 337152 的中 �� 1160（38番人気）
ワイド票数 計 466027 的中 �� 6357（18番人気）�� 70562（1番人気）�� 18169（8番人気）
3連複票数 計 933988 的中 ��� 24321（11番人気）
3連単票数 計1488971 的中 ��� 2550（113番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―11．8―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．1―46．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロクリーク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 スニッツェル デビュー 2021．10．10 阪神14着

2019．3．23生 牝3鹿 母 ニホンピロヴィータ 母母 ニホンピロタイラ 13戦2勝 賞金 21，840，000円

3400812月3日 晴 稍重 （4阪神6） 第1日 第8競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走14時00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

11 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± 01：25．5 2．1�
710 クラップアンドチア 牡3栗 56 和田 竜二深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 笹島 政信 534＋ 41：25．81� 19．2�
22 � バ ン ベ ル ク 牡4鹿 57 R．ムーア �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム B478＋ 81：25．9クビ 5．3�

（英）

56 シルバーブレッド 牡3鹿 56 福永 祐一犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新ひだか 佐藤 鉄也 424± 0 〃 クビ 9．5�
79 セイクリッド 牝3鹿 54 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 464－ 2 〃 アタマ 5．9	
44 マルモルーラー 牡4黒鹿57 古川 吉洋まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 522－101：26．1� 15．9

33 � シャープレシオ 牡5黒鹿57 吉田 隼人青山 洋一氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 474＋ 4 〃 アタマ 118．6�
812 トーホウラデン 牡5黒鹿57 荻野 極東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 B500＋141：26．31� 12．3�
55 グッドウッドガイ 牡3栗 56 中井 裕二栗原 正章氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 500－ 81：26．4� 13．4
811� テーオーターナー �4鹿 57 川須 栄彦小笹 公也氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 470＋ 41：26．82� 41．3�
67 タイセイアーメット 牡4栗 57 坂井 瑠星田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 484＋181：27．11� 134．3�
68 � 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 464＋ 6 〃 クビ 255．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，680，300円 複勝： 50，525，900円 枠連： 12，531，000円
馬連： 62，746，200円 馬単： 31，291，100円 ワイド： 59，526，400円
3連複： 111，784，100円 3連単： 138，799，900円 計： 509，884，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 380円 � 170円 枠 連（1－7） 490円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 590円 �� 270円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 13，310円

票 数

単勝票数 計 426803 的中 � 162165（1番人気）
複勝票数 計 505259 的中 � 154291（1番人気）� 22372（8番人気）� 74550（2番人気）
枠連票数 計 125310 的中 （1－7） 19677（1番人気）
馬連票数 計 627462 的中 �� 30029（7番人気）
馬単票数 計 312911 的中 �� 8766（9番人気）
ワイド票数 計 595264 的中 �� 25082（8番人気）�� 64787（1番人気）�� 6448（24番人気）
3連複票数 計1117841 的中 ��� 24008（12番人気）
3連単票数 計1387999 的中 ��� 7559（38番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ナ ル ヒ �
�
父 ヘニーハウンド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．9．11 中山1着

2019．4．24生 牡3鹿 母 マザーレイク 母母 ソルティーレディー 8戦2勝 賞金 22，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01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。



3400912月3日 晴 稍重 （4阪神6） 第1日 第9競走 ��2，000�
さかいみなと

境 港 特 別
発走14時35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
境港市長賞（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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

11 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 468－ 42：06．1 3．6�
55 キタノセレナード 牡3鹿 56 川田 将雅北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 442＋ 42：06．31� 3．3�
812� リ チ ュ ア ル �3黒鹿56 吉田 隼人長谷川祐司氏 田中 克典 新ひだか 矢野牧場 510± 02：06．62 6．1�
33 スーパーチーフ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 490＋ 6 〃 クビ 2．9�
710� ブ ル レ ス カ 牝4栗 55 小崎 綾也前田 幸治氏 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 02：06．91	 214．3�
811 メイショウシロガネ 牡4鹿 57 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 474＋ 42：07．53	 59．9	
68 ナムラゴロフキン 牡5鹿 57 和田 竜二奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 520＋122：07．61 37．2

22 フォルツァンド 牡4鹿 57 荻野 極 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 516－ 42：08．02 36．3�
44 � パワータイショウ 牡3鹿 56 城戸 義政西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 506± 02：08．1	 382．2
67 フ ァ ジ ェ ス 牝4黒鹿55 R．ムーア �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490－ 42：08．41
 13．0�

（英）

56 ブルーコンパクタ 牡6鹿 57 田中 勝春村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 466＋ 42：09．67 58．5�
79 ジ ャ ッ ジ 牡5鹿 57 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 514± 02：10．23	 210．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，264，700円 複勝： 50，480，600円 枠連： 13，519，400円
馬連： 87，704，700円 馬単： 35，283，100円 ワイド： 61，392，500円
3連複： 124，543，300円 3連単： 160，405，500円 計： 581，593，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 140円 � 160円 枠 連（1－5） 660円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 290円 �� 420円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 6，890円

票 数

単勝票数 計 482647 的中 � 106894（3番人気）
複勝票数 計 504806 的中 � 108376（2番人気）� 99273（3番人気）� 70539（4番人気）
枠連票数 計 135194 的中 （1－5） 15854（3番人気）
馬連票数 計 877047 的中 �� 92359（3番人気）
馬単票数 計 352831 的中 �� 19251（5番人気）
ワイド票数 計 613925 的中 �� 58192（3番人気）�� 36149（6番人気）�� 39390（5番人気）
3連複票数 計1245433 的中 ��� 61176（4番人気）
3連単票数 計1604055 的中 ��� 16865（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―35．8―49．4―1：01．8―1：14．1―1：26．8―1：39．3―1：52．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．3
1
3
・（1，11）12（5，4）（9，8）10（2，7，6）3・（1，11）12（5，4）8（9，10）7，6（2，3）

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

勝馬の
紹 介

シルバーエース �
�
父 ワールドエース �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2019．9．28 阪神3着

2017．4．11生 牡5芦 母 アイリッシュペコ 母母 Nordhock 27戦3勝 賞金 56，873，000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。

3401012月3日 晴 稍重 （4阪神6） 第1日 第10競走 ��
��1，200�

みょうけんさん

妙見山ステークス
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56�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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

44 リアンクール 牝4鹿 55 岩田 康誠村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B486－ 61：11．4 13．9�
812� ジ ゲ ン 牡5鹿 57 松山 弘平林 正道氏 中村 直也 米 Diamond A

Racing Corp. 476＋ 81：11．5	 2．6�
45 タイキスウォード 牡5栗 57 吉田 隼人�大樹ファーム 橋田 満 新ひだか 木村 秀則 480＋ 41：12．03 114．6�
57 エイユーストロング 牡4青鹿57 和田 竜二笹部 義則氏 鈴木 孝志 様似 富田 恭司 474＋ 8 〃 クビ 26．3�
56 メディーヴァル 牡4鹿 57 福永 祐一�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 468± 0 〃 ハナ 7．5�
68 � ピ ア シ ッ ク 牡6鹿 57 武 豊	キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

520＋ 81：12．1
 15．3

69 アッティーヴォ 牡8栗 57 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 466＋ 41：12．2
 38．6�
33 トーセンアラン 牡4鹿 57 荻野 極島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 544＋ 81：12．52 6．2
710 フ ル ム 牡3黒鹿56 水口 優也 	京都ホースレーシング 浜田多実雄 新ひだか 高橋フアーム 478＋ 41：12．6
 10．2�
711 ゴ ダ イ リ キ 牡4鹿 57 R．ムーア 青山 洋一氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 500＋ 41：12．7クビ 4．2�

（英）

11 クリノサンレオ 牡9栗 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 472＋ 21：13．02 48．4�
22 サトノガイア 牝5鹿 55 太宰 啓介里見 治氏 高橋 亮 新ひだか ウエスタンファーム B482－ 41：13．95 313．1�
813 フ ォ ド ラ 牝4鹿 55 川須 栄彦吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 410± 01：14．96 99．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 60，898，000円 複勝： 80，943，100円 枠連： 20，838，900円
馬連： 131，170，900円 馬単： 44，580，800円 ワイド： 94，901，700円
3連複： 173，811，200円 3連単： 196，880，700円 計： 804，025，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 350円 � 130円 � 1，540円 枠 連（4－8） 1，610円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 5，160円

ワ イ ド �� 740円 �� 7，570円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 30，000円 3 連 単 ��� 154，640円

票 数

単勝票数 計 608980 的中 � 34983（6番人気）
複勝票数 計 809431 的中 � 49474（7番人気）� 233008（1番人気）� 9427（11番人気）
枠連票数 計 208389 的中 （4－8） 10005（8番人気）
馬連票数 計1311709 的中 �� 55864（6番人気）
馬単票数 計 445808 的中 �� 6477（19番人気）
ワイド票数 計 949017 的中 �� 34972（6番人気）�� 3110（48番人気）�� 8356（30番人気）
3連複票数 計1738112 的中 ��� 4344（75番人気）
3連単票数 計1968807 的中 ��� 923（392番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．8―11．7―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．3―47．0―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 ・（7，6）13（3，12）（1，11）9，10（4，8）5－2 4 ・（7，6）13（3，12）（9，11）（1，10）（4，8）5＝2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リアンクール �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．1．11 中京1着

2018．2．15生 牝4鹿 母 マハーバーラタ 母母 マ ハ ー ブ 13戦4勝 賞金 68，909，000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。



3401112月3日 晴 良 （4阪神6） 第1日 第11競走 ��
��2，000�第73回チャレンジカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，R3．12．4以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，R3．12．3以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

賞 品
本 賞 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

610 ソーヴァリアント 牡4鹿 56 C．ルメール �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 506－ 21：57．5 1．9�
22 ルビーカサブランカ 牝5栗 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：57．81� 10．3�
33 エ ヒ ト 牡5鹿 56 田中 勝春平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 462± 0 〃 クビ 13．2�
34 サンレイポケット 牡7黒鹿56 和田 竜二永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 480± 01：57．91 12．6�
46 	 エアファンディタ 牡5黒鹿56 川須 栄彦 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

B460± 01：58．0
 28．5	
712 ヒンドゥタイムズ �6鹿 56 武 豊 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 8．6

69 ブ ラ ヴ ァ ス 牡6鹿 56 R．ムーア 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：58．53 11．3�

（英）

45 ビーアストニッシド 牡3黒鹿56 岩田 康誠村中 徹氏 飯田 雄三 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 478＋121：58．6クビ 11．3�

11 レッドベルオーブ 牡4青鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 504＋18 〃 ハナ 9．3
58 タイセイモンストル 牡5鹿 56 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484－ 81：58．92 291．0�
814 ニホンピロスクーロ �5青鹿56 吉田 隼人小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 B500－ 41：59．43 52．4�
813 ディアマンミノル 牡5栗 56 荻野 極吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 474＋ 41：59．61
 79．3�
711 パ ト リ ッ ク 牡6鹿 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 480± 01：59．91� 370．9�

57 メイショウテンゲン 牡6芦 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 474＋ 42：00．0
 112．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 252，407，800円 複勝： 254，395，000円 枠連： 70，472，900円
馬連： 496，267，100円 馬単： 186，680，600円 ワイド： 391，344，200円
3連複： 885，361，000円 3連単： 1，023，915，400円 計： 3，560，844，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 250円 � 240円 枠 連（2－6） 1，260円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 550円 �� 520円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 14，180円

票 数

単勝票数 計2524078 的中 � 1048894（1番人気）
複勝票数 計2543950 的中 � 785234（1番人気）� 203825（5番人気）� 221904（4番人気）
枠連票数 計 704729 的中 （2－6） 43161（5番人気）
馬連票数 計4962671 的中 �� 259231（5番人気）
馬単票数 計1866806 的中 �� 78620（5番人気）
ワイド票数 計3913442 的中 �� 188806（5番人気）�� 199991（4番人気）�� 64017（25番人気）
3連複票数 計8853610 的中 ��� 152619（15番人気）
3連単票数 計10239154 的中 ��� 52344（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．2―34．8―46．4―57．7―1：09．6―1：21．5―1：33．1―1：45．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0
1
3
1－8－（5，10）14（3，6）11（2，4，7）－9－12－13
1－8＝5，10，14，3（2，6，11）4－9，7，12－13

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

勝馬の
紹 介

ソーヴァリアント �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．11 東京3着

2018．2．28生 牡4鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 11戦5勝 賞金 150，242，000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。

3401212月3日 晴 良 （4阪神6） 第1日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走16時20分 （芝・右・外）
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
1：43．9
1：43．8

良
良

33 ストロングウィル 牡3黒鹿56 福永 祐一前田 晋二氏 橋口 慎介 新ひだか 山際牧場 486＋101：45．5 2．7�
44 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 450＋ 6 〃 ハナ 11．0�
11 ジュンブルースカイ 牡4鹿 57 川田 将雅河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：46．35 2．6�
77 タイセイドリーマー 牡4栗 57 松山 弘平田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 506＋ 6 〃 クビ 35．0�
22 オーマイダーリン 牝5鹿 55 和田 竜二廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 478＋ 41：46．4� 17．3�
55 ヴァンルーラー 牝3鹿 54 吉田 隼人サイプレスホール

ディングス合同会社 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：46．61	 7．6	
88 ワーフデール 牝3栗 54 坂井 瑠星�G1レーシング 森田 直行 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：47．45 5．4

66 ケルンキングダム 
6鹿 57 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 458± 01：47．71� 89．3�
89 ド ゥ リ ト ル 牡7黒鹿 57

54 ▲大久保友雅大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 486＋ 61：48．76 338．7�
（9頭）

売 得 金
単勝： 84，172，300円 複勝： 70，424，500円 枠連： 17，146，600円
馬連： 118，629，900円 馬単： 56，101，500円 ワイド： 96，754，800円
3連複： 171，675，300円 3連単： 325，623，600円 計： 940，528，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 180円 � 120円 枠 連（3－4） 1，350円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 380円 �� 180円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 5，140円

票 数

単勝票数 計 841723 的中 � 248647（2番人気）
複勝票数 計 704245 的中 � 152166（2番人気）� 72970（5番人気）� 189089（1番人気）
枠連票数 計 171466 的中 （3－4） 9790（6番人気）
馬連票数 計1186299 的中 �� 78452（6番人気）
馬単票数 計 561015 的中 �� 21740（8番人気）
ワイド票数 計 967548 的中 �� 57762（6番人気）�� 168761（1番人気）�� 52588（8番人気）
3連複票数 計1716753 的中 ��� 120784（3番人気）
3連単票数 計3256236 的中 ��� 45897（16番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．4―11．6―11．7―12．0―11．4―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．1―46．7―58．4―1：10．4―1：21．8―1：33．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングウィル 
�
父 シルバーステート 

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2021．12．4 阪神2着

2019．5．7生 牡3黒鹿 母 カワイコチャン 母母 モエレヒライス 7戦3勝 賞金 30，700，000円
〔制裁〕 ロワンディシー号の騎手秋山真一郎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）



（4阪神6）第1日 12月3日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 148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

262，400，000円
2，990，000円
36，470，000円
1，490，000円
33，950，000円
67，700，000円
4，308，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
802，115，900円
1，056，152，000円
207，602，400円
1，237，137，400円
542，277，400円
1，027，383，800円
1，993，051，100円
2，580，069，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，445，789，000円

総入場人員 8，071名 （有料入場人員 7，763名）
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