
3403712月11日 曇 良 （4阪神6） 第4日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

44 サ グ ア ロ 牡2栗 55 松山 弘平飯田 貴大氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B528＋ 81：55．7 1．4�
33 メイショウコガシラ 牡2黒鹿55 団野 大成松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 494± 01：56．23 10．4�
89 ジェントルタッチ 牡2鹿 55 �島 克駿フィールドレーシング 武井 亮 新冠 松浦牧場 510＋ 61：56．73 5．9�
88 ヴァレンティヌス 牡2鹿 55 坂井 瑠星小川眞査雄氏 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 498－ 41：57．44 8．0�
77 タイガーミノル 牡2鹿 55 石橋 脩吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 492－ 61：57．61 33．3�
66 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 536－101：58．13 9．8�
22 トリシューラ 牡2鹿 55 加藤 祥太篁 真一郎氏 杉山 佳明 浦河トラストスリーファーム 446± 01：58．31� 287．8	
11 クラウンオール 牝2栗 54 国分 恭介上茶谷 一氏 服部 利之 浦河 ヒダカフアーム 422± 01：59．25 135．1

55 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 450＋ 42：00．37 240．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 50，704，100円 複勝： 124，011，000円 枠連： 10，128，200円
馬連： 46，428，100円 馬単： 34，976，400円 ワイド： 42，172，400円
3連複： 63，593，100円 3連単： 158，557，300円 計： 530，570，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（3－4） 610円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 230円 �� 180円 �� 430円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 2，770円

票 数

単勝票数 計 507041 的中 � 278088（1番人気）
複勝票数 計1240110 的中 � 896428（1番人気）� 73881（4番人気）� 95651（2番人気）
枠連票数 計 101282 的中 （3－4） 12783（3番人気）
馬連票数 計 464281 的中 �� 61672（4番人気）
馬単票数 計 349764 的中 �� 31149（4番人気）
ワイド票数 計 421724 的中 �� 46534（4番人気）�� 67397（2番人気）�� 20886（8番人気）
3連複票数 計 635931 的中 ��� 66727（4番人気）
3連単票数 計1585573 的中 ��� 41444（12番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．3―12．9―13．3―13．8―12．9―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．0―49．9―1：03．2―1：17．0―1：29．9―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F38．7
1
3
9，8，7，4，1，6－（2，5）＝3
9，8（7，4）6（1，5）（2，3）

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

勝馬の
紹 介

サ グ ア ロ �

父 ヘニーヒューズ �


母父 A.P. Indy デビュー 2022．6．18 阪神12着

2020．4．4生 牡2栗 母 ミリオンセラーⅡ 母母 Million Gift 8戦1勝 賞金 11，480，000円
〔発走状況〕 メイショウコガシラ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウコガシラ号は，令和4年12月12日から令和5年1月10日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※出走取消馬 クールブロン号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）

3403812月11日 晴 良 （4阪神6） 第4日 第2競走 1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

78 ドンアミティエ 牡2黒鹿55 松山 弘平山田 貢一氏 今野 貞一 新冠 村田牧場 490＋221：25．5 6．4�
810 ヘ ン リ ー 牡2栗 55 坂井 瑠星サイプレスホール

ディングス合同会社 吉岡 辰弥 新冠 秋田牧場 526－ 21：26．35 1．8�
67 フライングブレード 牡2鹿 55 和田 竜二中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 バンブー牧場 476＋ 41：26．51� 9．2�
811 イツモハラペコ 牡2鹿 55 吉田 隼人小田切 光氏 畑端 省吾 新ひだか 桑嶋 峰雄 466－ 6 〃 ハナ 30．8�
55 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 418－ 41：27．45 9．9�
79 ヴェッキオカズマ 牡2鹿 55 石橋 脩合同会社雅苑興業 茶木 太樹 浦河 杵臼牧場 490－ 4 〃 アタマ 188．8�
66 ゴーマックス 牡2栗 55 �島 克駿大野 照旺氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 480－ 21：27．5� 4．7	
33 ピュアマークス 牡2黒鹿55 国分 優作
マークス 畑端 省吾 様似 清水スタッド 490± 01：28．24 33．4�
22 ハクサンメガミ 牝2栗 54 �島 良太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 400－ 41：29．58 273．9�
11 ア ル ベ ル ト 牡2栗 55 長岡 禎仁中辻 明氏 杉山 佳明 新ひだか 岡田牧場 456＋ 4 〃 ハナ 224．0
44 テイエムマタドール 牡2鹿 55 菱田 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 日高テイエム

牧場株式会社 494－ 21：30．45 136．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 44，611，900円 複勝： 55，422，300円 枠連： 11，106，700円
馬連： 56，442，500円 馬単： 31，056，900円 ワイド： 50，059，400円
3連複： 78，727，800円 3連単： 124，949，800円 計： 452，377，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 110円 � 200円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 340円 �� 640円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 8，270円

票 数

単勝票数 計 446119 的中 � 58286（3番人気）
複勝票数 計 554223 的中 � 43295（5番人気）� 260642（1番人気）� 44648（4番人気）
枠連票数 計 111067 的中 （7－8） 16332（2番人気）
馬連票数 計 564425 的中 �� 71046（2番人気）
馬単票数 計 310569 的中 �� 13519（6番人気）
ワイド票数 計 500594 的中 �� 38618（4番人気）�� 18129（8番人気）�� 45897（3番人気）
3連複票数 計 787278 的中 ��� 46405（4番人気）
3連単票数 計1249498 的中 ��� 10943（29番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．5―12．6―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―47．4―1：00．0―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドンアミティエ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2022．9．18 中京12着

2020．1．27生 牡2黒鹿 母 クラシックス 母母 モ ガ ミ ヒ メ 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムマタドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月11日まで平地

競走に出走できない。

第６回 阪神競馬 第４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



3403912月11日 晴 良 （4阪神6） 第4日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時05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

611 サトノグランツ 牡2鹿 55 川田 将雅里見 治氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：47．2 2．5�
610 エルトンバローズ 牡2鹿 55 岩田 望来猪熊 広次氏 杉山 晴紀 浦河 桑田牧場 508＋ 61：47．3� 2．3�
23 ウインルーティン 牡2芦 55 横山 和生�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム B464＋121：48．15 121．1�
712 ル ナ ビ ス 牝2鹿 54 松山 弘平阿部東亜子氏 森田 直行 浦河 谷川牧場 472－ 21：48．2� 11．3�
46 スティーロポリス 牡2鹿 55 D．イーガン �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B506＋ 61：48．3アタマ 19．9	

（英）

58 ユイノシノビアシ 牡2鹿 55 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 488± 0 〃 クビ 15．3

11 ビルトインアデイ 牝2栗 54 和田 翼森中 啓子氏 谷 潔 むかわ 新井牧場 456－ 41：48．5� 422．1�
59 ライジングラパス 牝2黒鹿54 国分 恭介�須野牧場 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 426＋ 61：48．71� 59．2
34 ヴァレーニュ 牡2鹿 55 �島 良太杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 504－ 4 〃 クビ 476．7�
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 B436＋ 21：48．8� 224．0�
47 マテンロウレガシー 牡2黒鹿55 横山 典弘寺田千代乃氏 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 アタマ 16．2�
35 ロードパレス 牡2鹿 55 斎藤 新 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 466＋101：48．9� 274．4�
814	 リマスタリング 牝2栗 54 横山 武史ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 492－ 4 〃 同着 34．1�
22 イミュータブル 牡2鹿 55 �島 克駿前田 幸治氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 466± 01：49．0� 55．8�
815 アンジェリカル 牝2青鹿54 坂井 瑠星 �ローレルレーシング 武 英智 浦河 杵臼牧場 B444＋ 21：50．710 37．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，431，000円 複勝： 65，041，500円 枠連： 18，761，500円
馬連： 69，429，900円 馬単： 33，923，000円 ワイド： 74，152，600円
3連複： 118，645，200円 3連単： 137，844，000円 計： 580，228，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 120円 � 1，020円 枠 連（6－6） 200円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 150円 �� 3，620円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 19，310円

票 数

単勝票数 計 624310 的中 � 205615（2番人気）
複勝票数 計 650415 的中 � 170405（2番人気）� 187065（1番人気）� 8053（11番人気）
枠連票数 計 187615 的中 （6－6） 71169（1番人気）
馬連票数 計 694299 的中 �� 234635（1番人気）
馬単票数 計 339230 的中 �� 55826（1番人気）
ワイド票数 計 741526 的中 �� 183841（1番人気）�� 4001（34番人気）�� 4071（32番人気）
3連複票数 計1186452 的中 ��� 12190（15番人気）
3連単票数 計1378440 的中 ��� 5174（46番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．2―12．3―12．5―12．7―11．8―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―34．5―46．8―59．3―1：12．0―1：23．8―1：35．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノグランツ �
�
父 サトノダイヤモンド �

�
母父 Oratorio デビュー 2022．10．23 阪神8着

2020．4．3生 牡2鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 3戦1勝 賞金 7，300，000円
※リマスタリング号は，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。

3404012月11日 晴 良 （4阪神6） 第4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

44 ペプチドソレイユ 牡2鹿 55 横山 和生沼川 一彦氏 武 英智 日高 ファーミングヤナキタ 496 ―1：58．1 2．7�
55 � ドナスウェット 牝2黒鹿54 坂井 瑠星小川眞査雄氏 矢作 芳人 米 Ashview Farm &

Colts Neck Stables 462 ―1：58．21 15．6�
66 ヘイチャンプ 牝2栗 54 �島 克駿佐々木將吉氏 吉村 圭司 日高 アイズスタッド株式会社 488 ―1：58．51� 26．9�
77 ミ フ ネ 牡2黒鹿55 松山 弘平副島 義久氏 北出 成人 新ひだか 静内山田牧場 506 ―1：59．67 3．8�
11 グレイスオブゴッド 牝2芦 54 国分 優作キャピタルクラブ 服部 利之 新ひだか 岡田 猛 484 ―2：00．02 37．8�
88 ボストンコモン 牡2鹿 55 横山 武史ゴドルフィン 新谷 功一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456 ―2：01．38 4．9�
89 ワンダーカラフル 牡2栗 55 吉田 隼人山本 能成氏 河内 洋 新ひだか 米田牧場 494 ―2：01．83 8．8	
33 ゴ ー ギ ャ ン 牡2鹿 55 和田 竜二薪浦 亨氏 中竹 和也 新ひだか 静内フアーム 534 ―2：03．28 11．0

22 ミテクレコノアシ 牡2栗 55 岩田 望来泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 516 ―2：03．62� 27．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 45，303，500円 複勝： 37，524，800円 枠連： 7，263，400円
馬連： 47，153，500円 馬単： 25，884，200円 ワイド： 41，805，700円
3連複： 69，150，900円 3連単： 101，836，100円 計： 375，922，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 350円 � 510円 枠 連（4－5） 1，660円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 840円 �� 870円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 11，310円 3 連 単 ��� 42，570円

票 数

単勝票数 計 453035 的中 � 135344（1番人気）
複勝票数 計 375248 的中 � 79924（1番人気）� 24316（6番人気）� 15715（8番人気）
枠連票数 計 72634 的中 （4－5） 3371（5番人気）
馬連票数 計 471535 的中 �� 15837（9番人気）
馬単票数 計 258842 的中 �� 5069（15番人気）
ワイド票数 計 418057 的中 �� 13162（10番人気）�� 12637（11番人気）�� 2914（32番人気）
3連複票数 計 691509 的中 ��� 4583（39番人気）
3連単票数 計1018361 的中 ��� 1734（157番人気）

ハロンタイム 13．4―11．5―14．4―13．6―13．5―13．4―12．9―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―24．9―39．3―52．9―1：06．4―1：19．8―1：32．7―1：45．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドソレイユ �

父 コパノリッキー �


母父 ワークフォース 初出走

2020．4．16生 牡2鹿 母 ペプチドヴィーナス 母母 ドリームスピカ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3404112月11日 晴 良 （4阪神6） 第4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

46 アルーリングビュー 牝2栗 54 M．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470 ―1：36．0 3．1�

34 カリーナベローチェ 牝2鹿 54 秋山真一郎吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 428 ―1：36．31� 16．6�
58 ポ ー レ ッ ト 牝2鹿 54 岩田 望来�フクキタル 吉岡 辰弥 新冠 パカパカ

ファーム 466 ―1：36．4� 25．3�
22 シ モ ズ ル 牝2青鹿54 菱田 裕二ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488 ― 〃 アタマ 12．3�
711 フェールデレーヴ 牝2鹿 54 D．イーガン �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 436 ―1：36．61� 6．3	

（英）

57 ア ル ア マ ル 牝2鹿 54 斎藤 新�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 424 ―1：36．81� 22．4


813 シェケラート 牝2栗 54 横山 武史飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 478 ―1：36．9� 8．1�
814 サンライズタイソン 牡2鹿 55 坂井 瑠星�ライフハウス 平田 修 日高 下河辺牧場 426 ―1：37．11� 37．9�
33 テイエムネイア 牝2栗 54 和田 竜二竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 448 ― 〃 ハナ 40．4
610 ブループラネット 牡2鹿 55 吉田 隼人桜井 欣吾氏 河内 洋 新冠 イワミ牧場 436 ―1：37．42 111．9�
11 ヒ ビ キ 牡2青鹿55 松山 弘平石川 達絵氏 辻野 泰之 新冠 長浜牧場 486 ― 〃 アタマ 7．4�
45 ロ ベ リ ア 牝2鹿 54 �島 克駿 DMMドリームクラブ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 448 ―1：37．5� 7．1�
712 マイクロレディ 牝2鹿 54

52 △原 優介 �新冠橋本牧場 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 356 ― 〃 クビ 150．4�
69 サウンドズーム 牡2鹿 55 横山 和生増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 478 ―1：37．81� 31．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，734，900円 複勝： 56，662，900円 枠連： 13，276，600円
馬連： 61，269，700円 馬単： 26，125，000円 ワイド： 60，279，300円
3連複： 92，240，100円 3連単： 94，494，900円 計： 459，083，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 450円 � 480円 枠 連（3－4） 1，560円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，200円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 14，350円 3 連 単 ��� 59，570円

票 数

単勝票数 計 547349 的中 � 141701（1番人気）
複勝票数 計 566629 的中 � 122909（1番人気）� 27707（7番人気）� 25673（9番人気）
枠連票数 計 132766 的中 （3－4） 6586（7番人気）
馬連票数 計 612697 的中 �� 15094（12番人気）
馬単票数 計 261250 的中 �� 4248（15番人気）
ワイド票数 計 602793 的中 �� 15980（9番人気）�� 13111（12番人気）�� 3901（48番人気）
3連複票数 計 922401 的中 ��� 4820（53番人気）
3連単票数 計 944949 的中 ��� 1150（202番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．8―48．7―1：01．6―1：13．1―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．4
3 11，4，2（1，3）6（14，5）（8，7）（13，12）＝（9，10） 4 ・（11，4）（2，3）6（1，7，12）（14，5）（13，8）10，9

勝馬の
紹 介

アルーリングビュー �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2020．3．3生 牝2栗 母 アルーリングライフ 母母 アルーリングアクト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 シモズル号の騎手菱田裕二は，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：1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。

3404212月11日 晴 良 （4阪神6） 第4日 第6競走 ��
��1，200�2歳1勝クラス

発走12時55分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

44 パラシュラーマ 牡2栗 55 岩田 望来�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464－ 61：12．8 1．5�

77 ノースディーバ 牡2栗 55 �島 克駿本間 茂氏 �島 一歩 新冠 須崎牧場 512－ 21：13．01 13．8�
22 ストリンジェンド 牡2鹿 55 D．イーガン �キャロットファーム 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 41：13．53 5．5�
（英）

66 タガノエヴリン 牝2鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464－141：13．81� 10．9�

11 マルモリディライト 牝2芦 54 菱田 裕二山下 繁美氏 石橋 守 浦河 村中牧場 454± 01：14．11� 34．5	
55 ル ク ル ス 牡2栗 55 吉田 隼人 �インゼルレーシング 松永 幹夫 日高 白井牧場 508＋ 61：14．73	 7．9

33 
 キモンアップル 牝2栗 54 中井 裕二小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村牧場 B466－ 61：15．65 67．7�
88 ル イ ス 牡2鹿 55 坂井 瑠星古賀 禎彦氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 490＋ 81：17．6大差 17．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 56，889，600円 複勝： 115，766，700円 枠連： 発売なし
馬連： 59，917，800円 馬単： 40，859，900円 ワイド： 48，163，000円
3連複： 83，305，200円 3連単： 193，716，300円 計： 598，618，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 250円 �� 150円 �� 450円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，850円

票 数

単勝票数 計 568896 的中 � 294750（1番人気）
複勝票数 計1157667 的中 � 807924（1番人気）� 50842（5番人気）� 107887（2番人気）
馬連票数 計 599178 的中 �� 63680（4番人気）
馬単票数 計 408599 的中 �� 30375（5番人気）
ワイド票数 計 481630 的中 �� 45816（4番人気）�� 100026（1番人気）�� 21467（6番人気）
3連複票数 計 833052 的中 ��� 86028（3番人気）
3連単票数 計1937163 的中 ��� 49112（7番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．5―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．0―47．5―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パラシュラーマ 
�
父 トランセンド 

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．7．3 小倉2着

2020．3．7生 牡2栗 母 クライミングローズ 母母 ファレノプシス 4戦2勝 賞金 17，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月11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。



3404312月11日 曇 良 （4阪神6） 第4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

33 エクセスリターン 牡3栗 56 岩田 望来今村 明浩氏 野中 賢二 日高 天羽 禮治 B532－ 61：53．3 2．1�
78 ホウオウフウジン 牡3芦 56 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 516± 01：53．4クビ 7．1�
66 ロードマゼラン 牡3青鹿56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 506＋ 21：54．78 3．1�
55 ケイアイメビウス 牡3鹿 56 中井 裕二 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 B498－ 21：55．12� 9．6�
22 � フ ロ イ ン グ 牡4鹿 57 国分 恭介宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 478＋ 21：55．73� 27．5�
77 メイショウカゲカツ 牡3芦 56 石橋 脩松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 504＋ 41：55．91� 8．8	
44 マイネルエンカント 牡5黒鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 61：56．22 149．7

810 スターファースト 牡3鹿 56 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新ひだか 福岡 駿弥 496＋ 21：56．51� 93．7�
11 � ガ レ ス 牡4鹿 57 横山 和生西尾誠一郎氏 四位 洋文 日高 下河辺牧場 546－ 41：56．6クビ 27．3�
89 � アイファーラニオー 牡3栗 56 �島 克駿中島 稔氏 �島 一歩 日高 Wing Farm B482＋ 41：56．81� 50．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，353，900円 複勝： 42，861，500円 枠連： 9，509，900円
馬連： 56，053，300円 馬単： 28，505，500円 ワイド： 46，002，200円
3連複： 80，620，000円 3連単： 126，151，500円 計： 435，057，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 200円 � 110円 枠 連（3－7） 460円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 480円 �� 160円 �� 440円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 5，870円

票 数

単勝票数 計 453539 的中 � 168668（1番人気）
複勝票数 計 428615 的中 � 101525（2番人気）� 37035（5番人気）� 116474（1番人気）
枠連票数 計 95099 的中 （3－7） 15732（2番人気）
馬連票数 計 560533 的中 �� 33175（6番人気）
馬単票数 計 285055 的中 �� 10984（6番人気）
ワイド票数 計 460022 的中 �� 20648（7番人気）�� 92916（1番人気）�� 22636（6番人気）
3連複票数 計 806200 的中 ��� 63308（3番人気）
3連単票数 計1261515 的中 ��� 15576（15番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―13．4―12．6―13．0―12．9―12．5―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―37．1―49．7―1：02．7―1：15．6―1：28．1―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エクセスリターン �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2022．1．5 中山1着

2019．4．16生 牡3栗 母 ベアフルート 母母 エアジンクス 6戦2勝 賞金 19，800，000円

3404412月11日 曇 良 （4阪神6） 第4日 第8競走 ��
��2，400�3歳以上2勝クラス

発走13時55分 （芝・右・外）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

77 スズカノロッソ �7鹿 57 坂井 瑠星永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 478－102：27．2 8．6�
66 サトノシャローム 牡5鹿 57 松山 弘平里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514＋ 42：27．52 3．7�
22 ブラックシールド 牡3鹿 55 D．イーガン 吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 454－ 42：27．6クビ 2．6�

（英）

89 ブラックラテ 牡4黒鹿57 	島 克駿 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 496± 02：27．7
 36．8�
55 リンフレスカンテ 牡4黒鹿57 和田 竜二名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 438－ 22：27．8
 7．6	
78 ダノンターキッシュ 牡4鹿 57 石橋 脩�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 454－ 4 〃 クビ 13．8

33 バルトロメウ 牡5鹿 57 菱田 裕二谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 484－ 22：27．9
 6．1�
810� エ イ ノ ス ケ 牡4栗 57 吉村 智洋中田 和宏氏 土屋 洋之 平取 有限会社中

田牧場 492－10 〃 アタマ 130．6�
（兵庫） （兵庫）

44 サマービート �5鹿 57 岩田 望来ゴドルフィン 四位 洋文 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466± 02：28．75 11．2

11 ナオミラフィネ 牝5栗 55 斎藤 新塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B472± 02：29．23 148．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 51，942，500円 複勝： 64，374，500円 枠連： 10，630，500円
馬連： 71，898，400円 馬単： 33，458，200円 ワイド： 62，923，300円
3連複： 110，339，200円 3連単： 147，678，600円 計： 553，245，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 180円 � 140円 � 130円 枠 連（6－7） 1，090円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 520円 �� 410円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 10，390円

票 数

単勝票数 計 519425 的中 � 47793（5番人気）
複勝票数 計 643745 的中 � 74903（5番人気）� 118425（2番人気）� 152084（1番人気）
枠連票数 計 106305 的中 （6－7） 7540（5番人気）
馬連票数 計 718984 的中 �� 35004（8番人気）
馬単票数 計 334582 的中 �� 6797（18番人気）
ワイド票数 計 629233 的中 �� 27512（8番人気）�� 36954（4番人気）�� 85812（1番人気）
3連複票数 計1103392 的中 ��� 75535（3番人気）
3連単票数 計1476786 的中 ��� 10300（34番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．2―12．8―12．5―12．5―12．7―11．9―11．7―11．2―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．7―37．9―50．7―1：03．2―1：15．7―1：28．4―1：40．3―1：52．0―2：03．2―2：14．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカノロッソ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．2．24 中山2着

2015．4．3生 �7鹿 母 スズカグレイス 母母 ワキアオブスズカ 25戦3勝 賞金 64，359，000円
〔発走状況〕 リンフレスカンテ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3404512月11日 曇 良 （4阪神6） 第4日 第9競走 ��
��2，200�オリオンステークス

発走14時25分 （芝・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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．0

良
良

812 スタッドリー 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520＋102：13．1 5．9�

22 ム ジ カ 牝5鹿 55 松山 弘平ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 458＋ 22：13．52� 6．6�
55 スパイラルノヴァ 牡4黒鹿57 M．デムーロ�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 476－ 22：13．6クビ 4．2�
44 リリーピュアハート 牝5鹿 55 D．イーガン �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 クビ 7．2�

（英）

811 カーディナル 牡4鹿 57 横山 武史 �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 500－ 42：13．7	 5．8	
56 ロードプレジール 牡4黒鹿57 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 486－ 22：13．9	 6．1

710 トラウンシュタイン 牡4鹿 57 斎藤 新�G1レーシング 奥村 豊 安平 追分ファーム B460＋10 〃 クビ 18．6�
33 シルキーヴォイス 牡4栗 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 478－ 62：14．21� 17．2�
67 オールザワールド 牡5鹿 57 
島 克駿前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 474± 02：14．62� 17．8
79 ミスミルドレッド 牝5黒鹿55 和田 竜二丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 458－ 62：14．92 133．4�
68 タイセイモナーク 牡6鹿 57 吉田 隼人田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 506＋ 42：15．32 50．1�
11 ボーンジーニアス 牡4鹿 57 横山 和生和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 468± 02：29．5大差 37．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 68，730，700円 複勝： 103，699，800円 枠連： 24，272，400円
馬連： 121，068，000円 馬単： 43，420，300円 ワイド： 108，465，200円
3連複： 191，976，600円 3連単： 198，954，400円 計： 860，587，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 210円 � 160円 枠 連（2－8） 810円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 600円 �� 490円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 15，910円

票 数

単勝票数 計 687307 的中 � 92597（3番人気）
複勝票数 計1036998 的中 � 148173（2番人気）� 119579（5番人気）� 176080（1番人気）
枠連票数 計 242724 的中 （2－8） 22954（2番人気）
馬連票数 計1210680 的中 �� 58329（4番人気）
馬単票数 計 434203 的中 �� 10749（5番人気）
ワイド票数 計1084652 的中 �� 46126（4番人気）�� 57157（1番人気）�� 48383（3番人気）
3連複票数 計1919766 的中 ��� 46488（4番人気）
3連単票数 計1989544 的中 ��� 9065（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．1―35．7―48．3―1：00．7―1：12．7―1：24．9―1：37．0―1：48．7―2：00．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スタッドリー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．8．29 小倉9着

2018．4．28生 牡4鹿 母 ウインフロレゾン 母母 ブランシェリー 16戦4勝 賞金 84，548，000円
〔調教再審査〕 ボーンジーニアス号は，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。
〔その他〕 ボーンジーニアス号は，競走中に異常歩様となったため，「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，主として騎乗中の国名を表示している。

3404612月11日 晴 良 （4阪神6） 第4日 第10競走 ��
��2，000�

たけだじょう

竹田城ステークス
発走15時00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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

710 ウェルカムニュース 牡3鹿 56 D．イーガン 吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506＋ 62：06．8 3．0�
（英）

22 ハ イ エ ン ド 牡3鹿 56 岩田 望来石川 達絵氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 532＋ 6 〃 クビ 2．5�
79 ランスオブアース 牝4青鹿55 松山 弘平五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 22：08．18 24．9�
812 ショウナンアーチー 牡4鹿 57 坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 502＋ 62：08．52� 6．7�
44 デルマオニキス 牡5芦 57 酒井 学浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 484＋ 42：08．6クビ 64．0�
11 スズカデレヤ 牡5青鹿57 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 530＋22 〃 ハナ 41．0�
56 	 クリノホノオ 牡5鹿 57 木幡 初也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 492＋102：08．81 179．8	
33 ブラックヘイロー 
6青鹿57 横山 武史吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：09．12 5．3

811 アベックフォルス 牡5鹿 57 吉田 隼人田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 482＋ 62：09．31 59．0�
68 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 530＋ 82：09．4クビ 112．5�
55 サステナブル 牡4鹿 57 �島 克駿ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 武田牧場 B512－ 22：09．61� 13．8�
67 ム エ ッ ク ス 牡4栗 57 菱田 裕二中辻 明氏 大根田裕之 日高 碧雲牧場 518± 02：09．7� 76．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 68，133，400円 複勝： 75，453，600円 枠連： 21，747，000円
馬連： 127，852，700円 馬単： 57，103，500円 ワイド： 91，842，200円
3連複： 175，421，500円 3連単： 250，425，000円 計： 867，978，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 140円 � 390円 枠 連（2－7） 350円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 220円 �� 800円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 7，400円

票 数

単勝票数 計 681334 的中 � 175929（2番人気）
複勝票数 計 754536 的中 � 158325（2番人気）� 160956（1番人気）� 33825（6番人気）
枠連票数 計 217470 的中 （2－7） 47785（1番人気）
馬連票数 計1278527 的中 �� 260915（1番人気）
馬単票数 計 571035 的中 �� 47762（2番人気）
ワイド票数 計 918422 的中 �� 132801（1番人気）�� 26070（9番人気）�� 25110（10番人気）
3連複票数 計1754215 的中 ��� 62307（6番人気）
3連単票数 計2504250 的中 ��� 24506（17番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．2―13．8―12．8―12．6―12．6―12．1―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―36．8―50．6―1：03．4―1：16．0―1：28．6―1：40．7―1：53．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェルカムニュース �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．7．25 新潟7着

2019．4．19生 牡3鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 8戦4勝 賞金 55，230，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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。

２レース目



3404712月11日 晴 良 （4阪神6） 第4日 第11競走
第74回農林水産省賞典

��
��1，600�阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ）

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

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 1，330，000円 380，000円 190，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：32．3
1：32．3
1：32．7

良
良
良

59 リバティアイランド 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 462－ 61：33．1 2．6�
23 シンリョクカ 牝2鹿 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 440± 01：33．52� 53．9�
713 ド ゥ ア イ ズ 牝2鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 448＋ 8 〃 クビ 44．5�
24 アロマデローサ 牝2鹿 54 D．イーガン �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：33．6� 60．6�

（英）

510 ミシシッピテソーロ 牝2鹿 54 原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 リョーケンファー

ム株式会社 422－141：33．81 221．7	
816 ド ゥ ー ラ 牝2黒鹿54 斎藤 新サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 グランデファーム 470＋ 4 〃 クビ 14．4

11 サンティーテソーロ 牝2鹿 54 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 浦河 大島牧場 426＋ 61：34．22� 11．1�
48 	 エイムインライフ 牝2鹿 54 酒井 学前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited 462－101：34．41
 259．5�
36 ミスヨコハマ 牝2黒鹿54 M．デムーロ大野 富生氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：34．5� 52．4
714 ブトンドール 牝2鹿 54 �島 克駿合同会社雅苑興業 池添 学 安平 ノーザンファーム 482－ 21：34．71
 21．0�
818 ラ ヴ ェ ル 牝2鹿 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448－ 41：34．8� 7．1�
35 モ リ ア ー ナ 牝2鹿 54 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 476＋14 〃 ハナ 6．4�
611 イティネラートル 牝2鹿 54 岩田 望来 �社台レースホース長谷川浩大 千歳 社台ファーム 406－ 21：35．01
 190．6�
12 キタウイング 牝2黒鹿54 和田 竜二�ミルファーム 小島 茂之 浦河 ミルファーム 432－ 4 〃 ハナ 31．1�
817 ウンブライル 牝2鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 466－ 81：35．21
 6．6�
47 ハ ウ ピ ア 牝2黒鹿54 菱田 裕二 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 412＋ 41：35．62 346．4�
715 ムーンプローブ 牝2鹿 54 松山 弘平吉田 晴哉氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 470＋ 21：35．92 76．7�
612 リ バ ー ラ 牝2鹿 54 石橋 脩荒井 泰樹氏 高柳 瑞樹 日高 シンボリ牧場 430－ 21：36．75 32．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 871，565，100円 複勝： 790，221，700円 枠連： 440，856，600円 馬連： 1，816，667，600円 馬単： 692，329，100円
ワイド： 1，345，023，100円 3連複： 3，592，784，600円 3連単： 4，606，223，100円 5重勝： 661，637，500円 計： 14，817，308，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 910円 � 560円 枠 連（2－5） 3，920円

馬 連 �� 7，550円 馬 単 �� 9，980円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 1，580円 �� 15，800円

3 連 複 ��� 64，960円 3 連 単 ��� 178，460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����� 25，950円

票 数

単勝票数 計8715651 的中 � 2688640（1番人気）
複勝票数 計7902217 的中 � 2057366（1番人気）� 171244（11番人気）� 295192（8番人気）
枠連票数 計4408566 的中 （2－5） 87071（13番人気）
馬連票数 計18166676 的中 �� 186373（23番人気）
馬単票数 計6923291 的中 �� 51996（35番人気）
ワイド票数 計13450231 的中 �� 136956（25番人気）�� 223724（16番人気）�� 21466（86番人気）
3連複票数 計35927846 的中 ��� 41475（160番人気）
3連単票数 計46062231 的中 ��� 18712（495番人気）
5重勝票数 計6616375 的中 ����� 17842

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．5―11．8―11．1―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．6―33．7―45．2―57．0―1：08．1―1：20．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 1（11，12，15）2（4，5）（3，9）（6，10）（7，13）14（8，17）（16，18） 4 ・（1，11）12（2，4，15）5（3，9）（6，10）13，14（7，17）8（16，18）

勝馬の
紹 介

リバティアイランド �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 All American デビュー 2022．7．30 新潟1着

2020．2．2生 牝2鹿 母 ヤンキーローズ 母母 Condesaar 3戦2勝 賞金 85，432，000円
〔制裁〕 ブトンドール号の騎手�島克駿は，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：17番）

ドゥアイズ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過怠金30，000円。（被害馬：16番）
※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 コンクシェル号・サラサハウプリティ号・マラキナイア号・モズメイメイ号・ユリーシャ号・ルミノメテオール号
※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。

3404812月11日 晴 良 （4阪神6） 第4日 第12競走 ��1，200�
しゅくがわ

夙 川 特 別
発走16時20分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

713 テイエムランウェイ 牡3栗 56 岩田 望来竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK B476－ 41：11．7 3．3�
612 ユスティニアン 牡4鹿 57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 21：12．02 5．8�
714 パイプライン �5鹿 57 M．デムーロ青山 洋一氏 田中 剛 日高 リコーファーム 488－ 21：12．42� 4．7�
35 サウンドサンビーム 牡5黒鹿57 武藤 雅増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 492± 01：12．5� 34．9�
510� ペガサスターボ 牡5鹿 57 原 優介坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 510＋101：12．7	 248．9�
24 メイショウカイト 牝4黒鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 458－ 6 〃 クビ 46．4�
611 コ ウ バ コ 牝4栗 55 和田 竜二増田江利子氏 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 486－ 41：12．8	 245．0	
48 イルデレーヴ 牡4鹿 57 団野 大成 
シルクレーシング 小林 真也 安平 ノーザンファーム 494＋ 8 〃 ハナ 37．9�
12 シホノディレット 牡3鹿 56 
島 克駿村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム B524－ 21：13．01� 14．4�
816 ヒ ヤ 牡4鹿 57 国分 恭介山口 正行氏 
島 一歩 日高 若林 順一 462＋ 8 〃 ハナ 72．1
59 ラクスバラディー 牝3鹿 54 D．イーガン 
キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：13．31� 3．7�

（英）

36 コスモノアゼット 牡4鹿 57 国分 優作 
ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 508－ 6 〃 アタマ 21．2�
815 グランセノーテ 牡9栗 57 酒井 学安原 浩司氏 
島 一歩 新ひだか 岡田牧場 518＋ 41：13．4� 210．1�
47 ブルースコード 牡4黒鹿57 横山 武史 
ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B484－101：13．61 15．5�
11 パロットビーク 牝4黒鹿55 菱田 裕二 
社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 4 〃 クビ 106．8�
23 ノボベルサイユ 牝4青鹿55 横山 和生矢野 琢也氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 466－141：14．55 93．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 130，165，700円 複勝： 162，798，700円 枠連： 53，746，400円
馬連： 245，186，900円 馬単： 94，012，700円 ワイド： 216，354，000円
3連複： 368，285，000円 3連単： 451，462，400円 計： 1，722，011，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 170円 � 170円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 410円 �� 380円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 6，220円

票 数

単勝票数 計1301657 的中 � 312510（1番人気）
複勝票数 計1627987 的中 � 324735（1番人気）� 230492（4番人気）� 240942（3番人気）
枠連票数 計 537464 的中 （6－7） 65899（2番人気）
馬連票数 計2451869 的中 �� 197680（2番人気）
馬単票数 計 940127 的中 �� 41830（5番人気）
ワイド票数 計2163540 的中 �� 132628（5番人気）�� 147888（2番人気）�� 136731（4番人気）
3連複票数 計3682850 的中 ��� 187390（3番人気）
3連単票数 計4514624 的中 ��� 52569（8番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．2―12．1―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムランウェイ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．11．7 阪神11着

2019．4．7生 牡3栗 母 タイムトゥラン 母母 アイオーユー 10戦3勝 賞金 31，846，000円
※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 コズミックランナー号・ミユキアイラブユー号
（非抽選馬） 2頭 タイセイグラシア号・ヨーデル号
※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。

５レース目



（4阪神6）第4日 12月11日（日曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 144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

328，620，000円
16，420，000円
40，230，000円
3，160，000円
41，320，000円
67，426，000円
4，626，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
1，550，566，300円
1，693，839，000円
621，299，200円
2，779，368，400円
1，141，654，700円
2，187，242，400円
5，025，089，200円
6，592，293，400円
661，637，500円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 22，252，990，100円

総入場人員 12，768名 （有料入場人員 12，161名）
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