
3401312月4日 曇 稍重 （4阪神6） 第2日 第1競走 1，400�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

710 ジュンウィンダム 牝2鹿 54 岩田 望来河合 純二氏 浜田多実雄 新冠 芳住 鉄兵 488± 01：26．1 1．2�
813 アナベルヒマワリ 牝2鹿 54

53 ☆小沢 大仁 YMホース 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：26．73� 7．3�
44 レ オ キ ー 牝2栗 54 坂井 瑠星親川 智行氏 牧田 和弥 新冠 大狩部牧場 496＋ 41：26．91� 11．7�
68 ニホンピロラグーナ 牝2栗 54 吉田 隼人小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 442± 01：27．53� 130．5�
57 メイショウフラム 牝2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 430± 0 〃 ハナ 20．4�
69 ラガープリンセス 牝2鹿 54

51 ▲大久保友雅奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 シンボリ牧場 404± 01：27．82 94．5�
711 タイコウフェイス 牝2鹿 54

52 △角田 大河 STレーシング 石橋 守 浦河 惣田 英幸 418＋101：28．12 26．1	
11 ストーリーテラー 牝2鹿 54 北村 友一ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B500－ 61：28．2� 119．1

33 スカプラリオ 牝2鹿 54 団野 大成小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 474± 01：28．3クビ 41．7�
22 カーメルビーチ 牝2鹿 54

51 ▲川端 海翼飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 B460－ 21：28．51� 414．9�
45 ニホンピロアレイ 牝2栗 54 国分 優作小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 450－ 21：29．77 376．7
56 ミヤジトレヴ 牝2青鹿54 富田 暁曽我 司氏 川村 禎彦 日高 天羽牧場 510＋ 21：29．8� 39．7�
812 クリノリアルレディ 牝2鹿 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新ひだか 平野牧場 474± 01：31．8大差 219．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，768，900円 複勝： 161，687，400円 枠連： 14，200，800円
馬連： 53，719，000円 馬単： 37，470，800円 ワイド： 51，365，300円
3連複： 90，009，000円 3連単： 149，492，300円 計： 604，713，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 110円 � 140円 枠 連（7－8） 280円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 160円 �� 210円 �� 460円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 1，100円

票 数

単勝票数 計 467689 的中 � 311651（1番人気）
複勝票数 計1616874 的中 � 1309453（1番人気）� 105640（2番人気）� 56161（3番人気）
枠連票数 計 142008 的中 （7－8） 39052（1番人気）
馬連票数 計 537190 的中 �� 161776（1番人気）
馬単票数 計 374708 的中 �� 82170（1番人気）
ワイド票数 計 513653 的中 �� 98903（1番人気）�� 64052（2番人気）�� 21686（5番人気）
3連複票数 計 900090 的中 ��� 150135（1番人気）
3連単票数 計1494923 的中 ��� 98463（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．2―47．6―1：00．0―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュンウィンダム �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ベ ー カ バ ド デビュー 2022．8．21 小倉2着

2020．2．11生 牝2鹿 母 ゴッドカリビアン 母母 オメガカリビアン 4戦1勝 賞金 12，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノリアルレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月4日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ポポラーレウーノ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

3401412月4日 曇 良 （4阪神6） 第2日 第2競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・右）

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

中央レコード
1：59．7
1：58．5

良
良

810 スマートファントム 牡2鹿 55 坂井 瑠星大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 静内山田牧場 468－ 62：01．4 6．6�
33 セ オ 牡2鹿 55 岩田 望来吉田 千津氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 484＋122：01．5� 3．0�
44 ファームツエンティ 牡2青鹿55 岩田 康誠�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 千代田牧場 454－ 2 〃 アタマ 2．1�
811 マルクパージュ 牝2青鹿54 団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 404＋ 22：01．81� 6．0�
66 コパノサントス 牡2青鹿 55

52 ▲今村 聖奈小林 祥晃氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 472＋122：02．43� 25．9�
22 ジョウショーパワー 牡2黒鹿55 北村 友一熊田 義孝氏 中尾 秀正 新冠 五丸農場 466＋ 62：02．5クビ 246．3	
11 ウインエクラン 牡2栗 55 国分 優作
ウイン 宮 徹 新ひだか 前田ファーム 474－ 42：02．81� 196．3�
67 ザレットイットビー 牡2青鹿55 川須 栄彦廣崎利洋HD
 梅田 智之 新冠 マリオステー

ブル 418＋ 42：03．33 287．9�
79 カブキチョウ 牡2栗 55 西村 淳也宮田 直也氏 浜田多実雄 新ひだか ヒサイファーム 452－ 82：03．51� 40．1
55 スパーキングブルー 牡2鹿 55

53 △角田 大河 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド B476－ 62：05．6大差 199．1�

78 ナイツオブラウンド 牡2鹿 55 小崎 綾也フィールドレーシング 小崎 憲 新冠 村上 欽哉 452－ 42：05．8� 226．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，596，300円 複勝： 40，735，200円 枠連： 9，205，200円
馬連： 44，836，900円 馬単： 25，872，100円 ワイド： 36，786，800円
3連複： 77，878，800円 3連単： 122，727，200円 計： 394，638，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（3－8） 500円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 240円 �� 220円 �� 130円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 3，330円

票 数

単勝票数 計 365963 的中 � 45980（4番人気）
複勝票数 計 407352 的中 � 42499（4番人気）� 72564（2番人気）� 196889（1番人気）
枠連票数 計 92052 的中 （3－8） 14162（3番人気）
馬連票数 計 448369 的中 �� 47590（3番人気）
馬単票数 計 258721 的中 �� 9694（9番人気）
ワイド票数 計 367868 的中 �� 32993（4番人気）�� 37619（3番人気）�� 88376（1番人気）
3連複票数 計 778788 的中 ��� 209663（1番人気）
3連単票数 計1227272 的中 ��� 26652（12番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．1―13．3―12．4―12．2―11．9―11．5―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．9―50．2―1：02．6―1：14．8―1：26．7―1：38．2―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートファントム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．10．29 阪神7着

2020．4．15生 牡2鹿 母 スマートアイリス 母母 チェリーラブ 3戦1勝 賞金 5，200，000円

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６回 阪神競馬 第２日



3401512月4日 曇 稍重 （4阪神6） 第2日 第3競走 1，800�2歳未勝利
発走11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 スズノハマヤ 牡2黒鹿55 吉田 隼人小紫 嘉之氏 石坂 公一 千歳 社台ファーム 472± 01：57．0 7．9�
33 バックトゥザライト 牡2鹿 55 岩田 望来平井 裕氏 辻野 泰之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 81：57．32 1．4�
67 タガノチェイス 牡2鹿 55 団野 大成八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518－ 21：57．61� 136．4�
811 ハクアイジュピター 牡2黒鹿 55

54 ☆小沢 大仁 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 浦河 中神牧場 494－ 21：57．71 38．7�
22 モズマーカッシン 牡2黒鹿55 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 高柳 大輔 日高 白井牧場 452＋121：57．9� 5．1�
810 エ ペ 牡2黒鹿55 西村 淳也 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 B502－ 4 〃 アタマ 27．8	
79 オフィスバトル 牡2鹿 55 菱田 裕二飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 502＋121：58．32� 24．8

78 ナムラレナード 牡2黒鹿 55

53 △角田 大河奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 428＋ 21：59．25 381．3�
11 ラミアストラーダ 牡2鹿 55 藤岡 佑介前田 幸治氏 田中 克典 日高 木村牧場 460＋ 4 〃 ハナ 11．0�
44 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 B474＋ 22：00．05 292．4
66 キャビネットバトル 牡2鹿 55 城戸 義政琴浦 諒氏 杉山 佳明 新ひだか チャンピオンズファーム 446＋222：01．610 102．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，098，100円 複勝： 97，076，100円 枠連： 7，349，700円
馬連： 39，329，300円 馬単： 26，420，600円 ワイド： 35，301，500円
3連複： 71，021，000円 3連単： 126，255，300円 計： 433，851，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 190円 � 110円 � 800円 枠 連（3－5） 510円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 220円 �� 4，820円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 42，570円

票 数

単勝票数 計 310981 的中 � 32881（3番人気）
複勝票数 計 970761 的中 � 38686（4番人気）� 765248（1番人気）� 5895（9番人気）
枠連票数 計 73497 的中 （3－5） 11017（2番人気）
馬連票数 計 393293 的中 �� 69958（2番人気）
馬単票数 計 264206 的中 �� 11541（6番人気）
ワイド票数 計 353015 的中 �� 50296（2番人気）�� 1615（29番人気）�� 4442（18番人気）
3連複票数 計 710210 的中 ��� 9250（16番人気）
3連単票数 計1262553 的中 ��� 2150（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．9―51．3―1：04．6―1：17．9―1：30．8―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズノハマヤ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Almutawakel デビュー 2022．8．7 新潟14着

2020．4．10生 牡2黒鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 3戦1勝 賞金 5，720，000円
〔制裁〕 スズノハマヤ号の騎手吉田隼人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・3番）

スズノハマヤ号の騎手吉田隼人は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

3401612月4日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（4阪神6） 第2日 第4競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時35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 リーガルマナー �5鹿 60 森 一馬吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 502＋ 83：26．9 1．9�
22 ランドフェニックス 牡3鹿 58 中村 将之木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 中田 浩美 496＋ 83：27．85 55．1�
33 � トーセンオリジン 牡5鹿 60 上野 翔本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 有限会社 エ

スティファーム 448－ 43：28．54 2．7�
88 イロエンピツ 牝4黒鹿58 難波 剛健内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 486＋203：28．6クビ 34．0�
11 ワイドレッジャドロ 牡5黒鹿 60

57 ▲小牧加矢太幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 524＋ 43：28．71 7．6�
66 フ ァ ジ ュ ル 牡3鹿 58 北沢 伸也岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 増本牧場 444＋ 63：29．22� 74．6�
55 	 コズミックマインド �4鹿 60 五十嵐雄祐	レッドマジック田島 俊明 米 Candy Mead-

ows LLC 442± 03：29．94 13．7

44 ザ ヴ ォ ー グ 牡3栗 58 植野 貴也 �静内白井牧場 加用 正 新ひだか 静内白井牧場 520＋ 6 （競走中止） 9．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 17，674，900円 複勝： 16，270，200円 枠連： 発売なし
馬連： 29，946，900円 馬単： 16，373，900円 ワイド： 17，018，800円
3連複： 45，780，500円 3連単： 94，856，400円 計： 237，921，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 310円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 680円 �� 140円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 7，900円

票 数

単勝票数 計 176749 的中 � 72896（1番人気）
複勝票数 計 162702 的中 � 71178（1番人気）� 4686（7番人気）� 45691（2番人気）
馬連票数 計 299469 的中 �� 7347（9番人気）
馬単票数 計 163739 的中 �� 3034（14番人気）
ワイド票数 計 170188 的中 �� 4911（11番人気）�� 44803（1番人気）�� 5882（9番人気）
3連複票数 計 457805 的中 ��� 25459（5番人気）
3連単票数 計 948564 的中 ��� 8703（24番人気）
上り 1マイル 1：49．5 4F 54．3－3F 41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リーガルマナー 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．3．20 阪神1着

2017．2．13生 �5鹿 母 エレガントマナー 母母 ネオクラシック 障害：6戦1勝 賞金 18，290，000円
〔競走中止〕 ザヴォーグ号は，9号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 リーガルマナー号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



3401712月4日 曇 良 （4阪神6） 第2日 第5競走 ��1，800�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
1：45．6
1：44．5

良
良

45 ト ン ジ ン チ 牝2青鹿54 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム 464 ―1：47．6 7．4�
813 ラ ン ヴ ァ ル 牡2鹿 55 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 日高 道見牧場 488 ―1：48．34 59．7�
712 アイザックバローズ 牡2黒鹿55 岩田 望来猪熊 広次氏 友道 康夫 日高 下河辺牧場 472 ― 〃 ハナ 8．9�
711 グレイコード 牝2栗 54

53 ☆小沢 大仁 �社台レースホース高柳 大輔 千歳 社台ファーム 404 ―1：48．62 31．3�
610 アンノウンレディ 牝2鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 446 ― 〃 ハナ 19．4	
46 エイシンテムジン 牡2鹿 55 吉田 隼人平井 克彦氏 今野 貞一 浦河 栄進牧場 464 ―1：48．81� 42．8

58 フィルムアクトレス 牝2鹿 54

52 △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 474 ―1：48．9� 4．5�

814 ラ ム ケ イ 牝2鹿 54 岩田 康誠平井 裕氏 吉岡 辰弥 日高 白井牧場 508 ―1：49．0クビ 124．3�
22 アスクドゥポルテ 牡2鹿 55

52 ▲今村 聖奈廣崎利洋HD� 河内 洋 平取 株式会社
ASK STUD 454 ―1：49．21� 33．6

33 サトノドゥーチェ 牡2栗 55 菱田 裕二里見 治氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 436 ―1：49．41� 135．8�
11 ロードアヴニール 牡2鹿 55 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 490 ―1：49．51 9．6�
69 ベルリエゾン 牝2黒鹿54 団野 大成 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 434 ―1：49．6クビ 61．2�
34 ウォーターハウス 牡2黒鹿55 西村 淳也 �シルクレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486 ―1：49．81� 11．4�
57 � ヴァンビスタ 牝2栗 54 坂井 瑠星 DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 米 Forging

Oaks Farm 494 ―1：50．22� 2．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 50，404，100円 複勝： 49，170，200円 枠連： 13，541，800円
馬連： 55，181，300円 馬単： 25，042，600円 ワイド： 54，159，600円
3連複： 87，765，600円 3連単： 89，639，900円 計： 424，905，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 230円 � 1，060円 � 230円 枠 連（4－8） 6，850円

馬 連 �� 13，900円 馬 単 �� 25，940円

ワ イ ド �� 4，360円 �� 750円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 32，420円 3 連 単 ��� 247，100円

票 数

単勝票数 計 504041 的中 � 57002（3番人気）
複勝票数 計 491702 的中 � 63267（3番人気）� 9696（11番人気）� 60102（4番人気）
枠連票数 計 135418 的中 （4－8） 1532（21番人気）
馬連票数 計 551813 的中 �� 3076（43番人気）
馬単票数 計 250426 的中 �� 724（78番人気）
ワイド票数 計 541596 的中 �� 3105（49番人気）�� 19782（6番人気）�� 3170（48番人気）
3連複票数 計 877656 的中 ��� 2030（107番人気）
3連単票数 計 896399 的中 ��� 263（724番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．7―48．5―1：01．0―1：13．2―1：24．5―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ン ジ ン チ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2020．5．15生 牝2青鹿 母 ワイドサファイア 母母 クイーンソネット 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3401812月4日 曇 稍重 （4阪神6） 第2日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時55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
1：23．0
1：23．0

重
重

11 � インヒズアイズ 牝2芦 54 坂井 瑠星江馬 由将氏 矢作 芳人 米 Kings and
Queens Farm 468 ―1：25．6 3．1�

22 バ ト ゥ ー キ 牡2栗 55 和田 竜二 �京都ホースレーシング 浜田多実雄 日高 川島 正広 488 ―1：25．81� 9．7�
68 メイショウピース 牝2黒鹿54 秋山真一郎松本 好�氏 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 468 ―1：27．07 15．8�
44 エムズマインド 牡2栗 55 川島 信二本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 494 ―1：27．1� 16．0�
67 テイエムフジッコ 牝2鹿 54 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 498 ―1：27．41� 86．3	
710 カンチェンジュンガ 牡2鹿 55 西村 淳也幅田 昌伸氏 庄野 靖志 日高 サンバマウン

テンファーム 470 ―1：28．14 3．0

812 エリカエクラ 牝2青鹿54 吉田 隼人三木 正浩氏 吉岡 辰弥 浦河 酒井牧場 488 ―1：28．31 5．8�
56 ヤマニンリーリオ 牝2鹿 54 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 460 ― 〃 ハナ 17．3�
55 ハワイアンパレス 牝2栗 54 小牧 太小林 量氏 服部 利之 青森 風ノ丘ファーム 480 ―1：29．04 21．0
811 テイエムマズルカ 牡2鹿 55

52 ▲川端 海翼竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 486 ―1：29．85 154．2�
79 レッドジェダイト 牡2青鹿55 藤岡 康太玉井 宏和氏 安達 昭夫 日高 和田 洋平 478 ―1：31．18 49．8�
33 インディケーション 牡2栗 55 中井 裕二古賀 慎一氏 川村 禎彦 新ひだか 本桐牧場 492 ―1：31．31� 166．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，746，500円 複勝： 37，918，800円 枠連： 9，978，500円
馬連： 48，708，300円 馬単： 23，824，400円 ワイド： 43，620，500円
3連複： 80，070，200円 3連単： 87，740，000円 計： 373，607，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 230円 � 270円 枠 連（1－2） 1，260円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 450円 �� 700円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 14，450円

票 数

単勝票数 計 417465 的中 � 109784（2番人気）
複勝票数 計 379188 的中 � 90299（1番人気）� 37972（4番人気）� 29768（5番人気）
枠連票数 計 99785 的中 （1－2） 6134（6番人気）
馬連票数 計 487083 的中 �� 30182（3番人気）
馬単票数 計 238244 的中 �� 9569（4番人気）
ワイド票数 計 436205 的中 �� 26024（4番人気）�� 15773（7番人気）�� 9791（15番人気）
3連複票数 計 800702 的中 ��� 13106（13番人気）
3連単票数 計 877400 的中 ��� 4401（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．7―48．0―1：00．2―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�インヒズアイズ �
�
父 Race Day �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2020．2．24生 牝2芦 母 Lee Ann W 母母 Red Diadem 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドジェダイト号・インディケーション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年

1月4日まで平地競走に出走できない。



3401912月4日 曇 稍重 （4阪神6） 第2日 第7競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

89 ラインオブソウル 牡3鹿 56 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± 01：53．4 2．2�
66 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 512－ 21：53．82� 3．4�
44 フ ァ ン ジ オ 牡3鹿 56 城戸 義政�ターフ・スポート藤岡 健一 浦河 谷川牧場 498＋ 21：54．22� 11．0�
55 エ ナ ハ ツ ホ 牝3栗 54 藤懸 貴志宮原 廣伸氏 吉田 直弘 新冠 大狩部牧場 448＋ 21：54．4� 5．0�
22 バ ガ ン 牡4青 57 岩田 望来 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 辻 牧場 470＋ 41：55．35 5．2	
77 ア ト レ イ ユ 牡3芦 56 長岡 禎仁杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 488＋ 21：55．61� 65．6

11 � スナークレジスト 牡5鹿 57 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 高昭牧場 510＋ 41：55．81� 69．4�
88 クリノアンビシャス 	4青鹿57 団野 大成栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 486－ 61：57．510 137．1�
33 メイショウカムロ 牡5鹿 57

55 △角田 大河松本 和子氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 456－ 41：58．24 201．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 38，812，600円 複勝： 31，925，500円 枠連： 6，933，300円
馬連： 50，235，900円 馬単： 26，862，800円 ワイド： 37，020，900円
3連複： 73，842，200円 3連単： 140，661，600円 計： 406，294，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 130円 � 220円 枠 連（6－8） 350円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 170円 �� 380円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，070円

票 数

単勝票数 計 388126 的中 � 136682（1番人気）
複勝票数 計 319255 的中 � 82325（1番人気）� 70849（3番人気）� 25726（5番人気）
枠連票数 計 69333 的中 （6－8） 15047（1番人気）
馬連票数 計 502359 的中 �� 109692（1番人気）
馬単票数 計 268628 的中 �� 32940（1番人気）
ワイド票数 計 370209 的中 �� 70671（1番人気）�� 21489（6番人気）�� 19049（7番人気）
3連複票数 計 738422 的中 ��� 54261（3番人気）
3連単票数 計1406616 的中 ��� 33163（8番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―13．2―12．7―13．0―12．7―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．3―37．5―50．2―1：03．2―1：15．9―1：28．3―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラインオブソウル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 スマートボーイ デビュー 2021．8．21 小倉1着

2019．2．24生 牡3鹿 母 ファーストレディ 母母 ラストヒット 9戦2勝 賞金 17，800，000円

3402012月4日 曇 稍重 （4阪神6） 第2日 第8競走 1，400�3歳以上2勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

34 スズカマクフィ 牝4鹿 55 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 438± 01：25．3 5．0�
815 フローラルビアンカ 牝3黒鹿54 北村 友一ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 クビ 5．8�
35 メタモルフォーゼ 牝5鹿 55 坂井 瑠星�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 468＋ 6 〃 アタマ 15．8�
59 メイショウホマレ 牝3黒鹿 54

53 ☆小沢 大仁松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 454＋ 6 〃 アタマ 6．1�
47 コモレビキラリ 牝4青鹿55 吉田 隼人亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 472－ 21：25．4クビ 5．1	
610 ラフリッグフェル 牝5栗 55 藤岡 康太 
社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 438＋ 41：25．5� 40．9�
611� スズカクローカス 牝6黒鹿55 長岡 禎仁永井 宏明氏 杉山 佳明 むかわ 新井牧場 456－ 21：25．6アタマ 16．7�
58 フェアレストアイル 牝5鹿 55 松田 大作 
サンデーレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：25．7� 24．3
712 テ オ ド ラ 牝4栗 55

54 ☆亀田 温心�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ B484＋ 61：25．8クビ 158．1�

22 マテンロウルビー 牝4鹿 55
53 △角田 大河寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 ハナ 58．4�

23 エコロマンボ 牝4鹿 55 西村 淳也原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 524＋121：26．12 43．2�
11 ダノンシュネラ 牝4鹿 55

54 ☆泉谷 楓真�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512＋121：26．42 46．3�
713� クリノカサット 牝7栗 55 菱田 裕二栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 480± 01：26．61 390．3�
46 サ ル ビ ア 牝4栗 55

52 ▲今村 聖奈岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：27．02� 3．9�
814� クリノキララ 牝4鹿 55

52 ▲大久保友雅栗本 博晴氏 畑端 省吾 日高 増尾牧場 460＋241：27．1� 101．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，892，900円 複勝： 52，297，400円 枠連： 14，646，400円
馬連： 80，141，900円 馬単： 28，159，300円 ワイド： 66，210，000円
3連複： 128，927，500円 3連単： 132，313，500円 計： 541，588，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 270円 � 340円 枠 連（3－8） 1，270円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 690円 �� 730円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 33，830円

票 数

単勝票数 計 388929 的中 � 61963（2番人気）
複勝票数 計 522974 的中 � 85136（2番人気）� 49321（5番人気）� 35713（6番人気）
枠連票数 計 146464 的中 （3－8） 8933（5番人気）
馬連票数 計 801419 的中 �� 37669（6番人気）
馬単票数 計 281593 的中 �� 5072（19番人気）
ワイド票数 計 662100 的中 �� 25212（6番人気）�� 23825（9番人気）�� 8900（23番人気）
3連複票数 計1289275 的中 ��� 15685（18番人気）
3連単票数 計1323135 的中 ��� 2835（105番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．8―12．0―12．0―12．5―13．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F38．1
3 9，7，15，1，2（4，14，12）（3，13）（5，10）11（8，6） 4 ・（9，7）－15（1，2，12）4（5，13）11（14，10）（8，3，6）

勝馬の
紹 介

スズカマクフィ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．12．6 中京9着

2018．5．10生 牝4鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 17戦3勝 賞金 38，110，000円
※クリノカサット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3402112月4日 曇 良 （4阪神6） 第2日 第9競走 ��
��1，200�さ ざ ん か 賞

発走14時30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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．5

良
良

33 ミルトクレイモー 牡2鹿 55 岩田 望来永山 勝敏氏 中村 直也 浦河 大北牧場 498－ 41：08．2レコード 6．1�
44 ダンシングニードル 牝2栗 54 団野 大成窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 476＋ 21：08．72� 3．6�
77 イ コ サ ン 牡2鹿 55 西村 淳也天野 克彦氏 長谷川浩大 浦河 三嶋牧場 478－ 41：08．8� 2．3�
22 スーパーアグリ 牡2青鹿55 坂井 瑠星三木 正浩氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 442－ 81：08．9� 7．7�
11 シルフィードレーヴ 牝2芦 54 松田 大作山崎 太嗣氏 西園 正都 新ひだか 田原橋本牧場 438＋ 21：09．32� 7．5�
55 チ カ ポ コ 牝2鹿 54 和田 竜二幅田 京子氏 西園 正都 安平 追分ファーム 422＋ 21：09．83 16．3�
66 	 ピーチクパーチク 牝2青鹿54 吉村 智洋仲辻 正貴氏 南 弘樹 新冠 浜口牧場 468－141：10．86 131．6	

（兵庫） （兵庫）

88 	 オ ー ケ ン 牡2鹿 55 小谷 周平仲辻 正貴氏 南 弘樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 442－ 81：12．6大差 283．7


（兵庫） （兵庫）

（8頭）

売 得 金
単勝： 66，776，300円 複勝： 46，664，600円 枠連： 発売なし
馬連： 79，495，900円 馬単： 44，034，500円 ワイド： 48，543，200円
3連複： 100，854，900円 3連単： 227，043，500円 計： 613，412，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 150円 � 120円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 290円 �� 260円 �� 160円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 4，570円

票 数

単勝票数 計 667763 的中 � 90881（3番人気）
複勝票数 計 466646 的中 � 55977（5番人気）� 105066（2番人気）� 144712（1番人気）
馬連票数 計 794959 的中 �� 64303（4番人気）
馬単票数 計 440345 的中 �� 13900（11番人気）
ワイド票数 計 485432 的中 �� 37059（5番人気）�� 42763（3番人気）�� 88742（1番人気）
3連複票数 計1008549 的中 ��� 166676（1番人気）
3連単票数 計2270435 的中 ��� 35991（15番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．3―11．1―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．1―45．2―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．1
3 4－3（7，5）1，2－6，8 4 4，3（1，7）（2，5）＝6－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミルトクレイモー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．8．20 札幌3着

2020．3．16生 牡2鹿 母 ウートゥルメール 母母 フェルメールブルー 5戦2勝 賞金 19，582，000円
〔その他〕 オーケン号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3402212月4日 曇 良 （4阪神6） 第2日 第10競走 ��1，800�
さかせがわ

逆瀬川ステークス
発走15時05分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス，R3．12．4以降R4．11．27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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

11 ド ー ブ ネ 牡3青 55 吉田 隼人藤田 晋氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 480＋ 41：46．3 2．6�
67 ス ト ー リ ア 牝3鹿 53 岩田 望来 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 490－ 41：46．4� 2．8�
79 アサケレディ 牝4黒鹿53 菱田 裕二大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 488＋ 41：46．5� 23．2�
56 ボ ー デ ン 牡4鹿 55 坂井 瑠星吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 クビ 6．9�
22 � ドンナセレーノ 牝4鹿 53 富田 暁原 �子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko

Racing Co. Ltd B432＋ 81：46．6クビ 117．8�
68 メモリーエフェクト 牡4鹿 54 和田 竜二�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 472± 01：46．7クビ 48．9	
55 フ ァ ユ エ ン 牝4鹿 52 角田 大河谷岡 毅氏 勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 464－ 6 〃 クビ 111．0

710 フ ィ デ ル 牡3鹿 55 藤岡 康太エムズレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490± 01：46．8クビ 6．7�
812 ローゼライト 牝4鹿 53 西村 淳也中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B444＋ 21：46．91	 45．1�
811 ル ー ス 牝4栗 54 団野 大成山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 B494＋101：47．0� 10．0
44 ロ ッ ク ユ ー 
4青鹿55 藤岡 佑介石川 達絵氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 B438＋ 41：47．31� 42．7�
33 トオヤリトセイト 牡6青鹿54 北村 友一村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム B504＋121：47．83 130．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 80，054，700円 複勝： 91，640，600円 枠連： 22，054，400円
馬連： 143，504，600円 馬単： 60，511，400円 ワイド： 109，677，100円
3連複： 233，257，100円 3連単： 300，573，100円 計： 1，041，273，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 140円 � 270円 枠 連（1－6） 410円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 220円 �� 860円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 7，600円

票 数

単勝票数 計 800547 的中 � 239670（1番人気）
複勝票数 計 916406 的中 � 206244（1番人気）� 198505（2番人気）� 62345（6番人気）
枠連票数 計 220544 的中 （1－6） 41269（1番人気）
馬連票数 計1435046 的中 �� 246920（1番人気）
馬単票数 計 605114 的中 �� 56037（1番人気）
ワイド票数 計1096771 的中 �� 155569（1番人気）�� 28750（11番人気）�� 36202（9番人気）
3連複票数 計2332571 的中 ��� 74523（6番人気）
3連単票数 計3005731 的中 ��� 28659（19番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．5―12．7―11．8―10．9―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．2―47．7―1：00．4―1：12．2―1：23．1―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．1
3 11，12，1，9，2，8，7，5（4，10）6，3 4 11，12（1，9）（2，8）（4，7）10（6，5）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ド ー ブ ネ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Footstepsinthesand デビュー 2021．9．4 札幌1着

2019．4．3生 牡3青 母 プレミアステップス 母母 Primissima 7戦4勝 賞金 60，130，000円

２レース目



3402312月4日 曇 稍重 （4阪神6） 第2日 第11競走 ��
��1，400�ギャラクシーステークス

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上，R3．12．4以降R4．11．27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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

610 デンコウリジエール 牡5鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 484＋ 21：23．8 12．7�
34 バトルクライ 牡3栗 54 岩田 望来 �Gリビエール・

レーシング 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 492＋ 2 〃 アタマ 3．2�

45 ボイラーハウス 牡4鹿 55 西村 淳也永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 504－ 21：24．11� 51．0�
711 スマートダンディー 牡8鹿 59 岩田 康誠大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 B500＋ 31：24．2� 12．2�
58 ケイアイドリー 牡5鹿 56．5 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 514－ 6 〃 ハナ 2．2�
57 エイシンギアアップ 牡4黒鹿54 団野 大成�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 512－ 2 〃 ハナ 6．2	
22 ガ ン ケ ン 牡6黒鹿54 藤岡 佑介岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B536＋ 21：24．62� 197．7

814 リ プ レ ー ザ 牡4鹿 55 菱田 裕二奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 高岸 順一 B498＋ 21：24．7� 45．8�
33 サンライズラポール 牡5栗 55 北村 友一松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B514－ 41：24．8� 13．2�
712 キ ョ ウ ヘ イ 牡8鹿 54 高倉 稜瀬谷 雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 452＋ 41：24．9� 184．9�
69 ダノングリスター 	6鹿 53 今村 聖奈�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B496＋101：25．0� 126．1�
46 コパノマーキュリー 牡5鹿 55 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 浦河 金成吉田牧場 514＋16 〃 ハナ 83．1�
11 スマートアルタイル 牡7栗 56 小崎 綾也大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 474－ 21：25．1クビ 154．4�
813 メイショウミモザ 牝5芦 55 小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 462＋ 21：25．73� 33．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 141，958，200円 複勝： 127，849，600円 枠連： 52，550，500円 馬連： 300，404，400円 馬単： 111，186，000円
ワイド： 201，166，000円 3連複： 432，375，600円 3連単： 570，151，800円 5重勝： 696，247，400円 計： 2，633，889，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 300円 � 170円 � 720円 枠 連（3－6） 1，260円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 680円 �� 3，600円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 14，850円 3 連 単 ��� 102，010円

5 重 勝
対象競走：中京10R／阪神10R／中山11R／中京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 3，583，620円

票 数

単勝票数 計1419582 的中 � 88725（5番人気）
複勝票数 計1278496 的中 � 102149（5番人気）� 259303（2番人気）� 36414（8番人気）
枠連票数 計 525505 的中 （3－6） 32289（5番人気）
馬連票数 計3004044 的中 �� 112338（9番人気）
馬単票数 計1111860 的中 �� 15404（16番人気）
ワイド票数 計2011660 的中 �� 80209（9番人気）�� 13820（27番人気）�� 31630（16番人気）
3連複票数 計4323756 的中 ��� 21823（43番人気）
3連単票数 計5701518 的中 ��� 4052（240番人気）
5重勝票数 計6962474 的中 ����� 136

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―11．9―11．9―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．5―47．4―59．3―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウリジエール �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．6 中京12着

2017．4．30生 牡5鹿 母 デンコウデア 母母 プレゼンテーション 26戦6勝 賞金 107，777，000円
〔制裁〕 ボイラーハウス号の騎手西村淳也は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

スマートダンディー号の騎手岩田康誠は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

3402412月4日 曇 良 （4阪神6） 第2日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時20分 （芝・右）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

811 リ ヴ ェ ー ル 牝5芦 55 坂井 瑠星栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 456＋ 61：21．1 2．9�
22 サイヤダンサー 牡5鹿 57 菱田 裕二ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 460－101：21．31� 11．9�
67 アルトシュタット 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 480＋16 〃 ハナ 7．8�
11 ベルウッドブラボー 牡3鹿 56 吉田 隼人鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 チェスナット

ファーム B458－ 4 〃 ハナ 9．1�
33 スーパーホープ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 512± 01：21．4� 5．4	
68 タマモダイジョッキ 牡4栗 57

55 △角田 大河タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470－ 61：21．5クビ 13．6

56 ダンツイノーバ 牝5栗 55 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 466－ 2 〃 クビ 189．4�
55 	 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 480－ 21：21．6クビ 98．0�
44 	 マイトレジャーフジ 牡4鹿 57 岩田 望来嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 472－ 21：21．7� 53．3
710 テーオーディエス 牝4鹿 55 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット

ファーム 440± 01：21．8� 32．7�
79 � デ ュ ガ 牡3鹿 56 北村 友一藤田 晋氏 森 秀行 米 Erv Woolsey &

Ralph Kinder 500± 01：21．9� 15．6�
812 ヤマニンルリュール 牝4鹿 55 富田 暁土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 466± 01：22．0� 5．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 89，122，700円 複勝： 85，382，600円 枠連： 33，280，300円
馬連： 170，170，700円 馬単： 68，514，800円 ワイド： 136，989，600円
3連複： 265，160，000円 3連単： 364，140，600円 計： 1，212，761，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 280円 � 240円 枠 連（2－8） 1，770円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 840円 �� 520円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 24，620円

票 数

単勝票数 計 891227 的中 � 245709（1番人気）
複勝票数 計 853826 的中 � 191886（1番人気）� 66050（7番人気）� 83497（4番人気）
枠連票数 計 332803 的中 （2－8） 14505（7番人気）
馬連票数 計1701707 的中 �� 56202（8番人気）
馬単票数 計 685148 的中 �� 13209（13番人気）
ワイド票数 計1369896 的中 �� 41562（10番人気）�� 71702（3番人気）�� 26120（18番人気）
3連複票数 計2651600 的中 ��� 40438（16番人気）
3連単票数 計3641406 的中 ��� 10721（72番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―11．8―11．0―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―47．0―58．0―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ヴ ェ ー ル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Closing Argument デビュー 2019．8．3 小倉3着

2017．3．10生 牝5芦 母 リトルゲルダ 母母 Bijoux Miss 19戦3勝 賞金 55，484，000円

５レース目



（4阪神6）第2日 12月4日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 139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

224，850，000円
3，020，000円
31，890，000円
1，190，000円
27，770，000円
62，940，000円
4，294，500円
1，334，400円

勝馬投票券売得金
679，906，200円
838，618，200円
183，740，900円
1，095，675，100円
494，273，200円
837，859，300円
1，686，942，400円
2，405，595，200円
696，247，400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 8，918，857，900円

総入場人員 7，011名 （有料入場人員 6，740名）
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