
枠
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オッズ・
単勝
人気

04001 2月11日 晴 良 （5阪神1） 第1日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

79 ナウズザタイム 牝3青鹿54 岩田 望来村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：55．8 9．9�
812 グァルジャー 牝3芦 54 坂井 瑠星二口 雅一氏 吉田 直弘 新ひだか サカイファーム 458－ 21：56．01� 1．7�
11 タガノアレハンドラ 牝3鹿 54 �島 克駿八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－101：56．63� 4．9�
44 エ ル ー シ ア 牝3栗 54 森 裕太朗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 浦河 金石牧場 458± 01：57．34 71．9�
22 メメナビレラ 牝3鹿 54 中井 裕二本谷 惠氏 長谷川浩大 日高 沖田牧場 490－101：57．5� 143．7�
68 モ イ ル 牝3鹿 54

52 △角田 大河�前川企画 角田 晃一 日高 浜本牧場 464＋ 4 〃 クビ 4．1	
710 ウォータードラセナ 牝3鹿 54 岩田 康誠山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 酒井牧場 510－ 61：57．6� 29．4

55 フローラサンライズ 牝3芦 54

51 ▲川端 海翼松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 444± 01：57．81 184．7�
56 ビップピュアエース 牝3栗 54 団野 大成鈴木 邦英氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 434－ 8 〃 アタマ 33．1�
67 テイエムネイア 牝3栗 54 和田 竜二竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 446＋ 21：58．01� 56．6
33 ポルコスピーノ 牝3黒鹿54 川須 栄彦子安 裕樹氏 梅田 智之 平取 清水牧場 522＋ 41：59．710 31．8�
811 エクレアジョーイ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ李 柱坤氏 石坂 公一 新ひだか 木村 秀則 462± 02：02．9大差 152．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 43，657，700円 複勝： 99，705，000円 枠連： 10，535，600円
馬連： 49，680，300円 馬単： 30，204，500円 ワイド： 51，500，000円
3連複： 86，680，600円 3連単： 131，615，200円 計： 503，578，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 200円 � 110円 � 130円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 320円 �� 480円 �� 180円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 10，590円

票 数

単勝票数 計 436577 的中 � 35136（4番人気）
複勝票数 計 997050 的中 � 46211（4番人気）� 635852（1番人気）� 102475（3番人気）
枠連票数 計 105356 的中 （7－8） 14464（3番人気）
馬連票数 計 496803 的中 �� 44045（3番人気）
馬単票数 計 302045 的中 �� 8145（8番人気）
ワイド票数 計 515000 的中 �� 38583（4番人気）�� 23272（6番人気）�� 84942（1番人気）
3連複票数 計 866806 的中 ��� 66091（3番人気）
3連単票数 計1316152 的中 ��� 9007（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．6―50．3―1：03．2―1：16．1―1：28．7―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナウズザタイム �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2022．10．15 新潟12着

2020．1．31生 牝3青鹿 母 ガートルード 母母 アンブロワーズ 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ウォータードラセナ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エクレアジョーイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月11日まで平地競

走に出走できない。

04002 2月11日 晴 良 （5阪神1） 第1日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

47 � グランファラオ 牡3鹿 56 坂井 瑠星福盛 訓之氏 高橋 義忠 米 Dennis A.
Drazin 492－ 81：13．3 2．4�

11 ヨウシタンレイ 牝3鹿 54
50 ★永島まなみ中内田克二氏 松永 昌博 新ひだか 岡田 猛 456± 0 〃 アタマ 26．0�

24 � フ ス カ ル 牡3鹿 56 B．ムルザバエフ 合同会社雅苑興業 池添 学 米 Dennis A.
Drazin B488＋121：13．51 8．4�

（独）

48 ミ ヅ キ 牝3鹿 54 団野 大成�飛野牧場 笹田 和秀 新冠 タニグチ牧場 426± 01：13．92� 238．3�
611� ボタニカルガーデン 牝3鹿 54 岩田 望来ゴドルフィン 四位 洋文 英

C&S Bloodstock
Ltd, A Davis &
G Doran

436＋ 61：14．0� 6．5�
35 ヴァンサンブル 牡3黒鹿56 �島 克駿増田江利子氏 中村 直也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 81：14．42� 59．1	
23 パーペチュアル 牡3鹿 56 国分 恭介
ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 490＋ 21：14．5� 223．5�
714 ハイインザスカイ 牡3鹿 56

54 △角田 大河深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 ナカノファーム 492＋ 4 〃 ハナ 3．5�
59 セントランサス 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 吉岡 辰弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B390－ 41：14．7� 59．3
12 ウルトラワールド 牡3鹿 56 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 464－ 81：14．8� 98．0�
815 カタリナマリー 牝3鹿 54 福永 祐一岡 浩二氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 484＋ 21：14．9� 17．6�
816 メ ロ パ ー ル 牝3黒鹿54 古川 吉洋村上 稔氏 本田 優 新冠 佐藤牧場 432＋ 21：15．32� 59．2�
612 メイショウバラッド 牝3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 478＋ 2 〃 クビ 9．1�
510 ニホンピログリット 牡3栗 56 城戸 義政小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 544 ―1：15．51	 284．5�
36 コパノモンテカルロ 牡3鹿 56

53 ▲大久保友雅小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 水丸牧場 460＋ 61：16．13� 655．2�
713 アシャカデュラン 牡3青鹿56 秋山真一郎吉冨 学氏 大根田裕之 安平 ゼットステーブル 492－ 21：16．95 288．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，706，600円 複勝： 59，730，600円 枠連： 10，973，800円
馬連： 60，370，300円 馬単： 27，692，500円 ワイド： 60，673，800円
3連複： 96，630，600円 3連単： 106，281，700円 計： 468，059，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 410円 � 270円 枠 連（1－4） 1，980円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 820円 �� 520円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 5，090円 3 連 単 ��� 22，980円

票 数

単勝票数 計 457066 的中 � 150699（1番人気）
複勝票数 計 597306 的中 � 194589（1番人気）� 26676（7番人気）� 45747（4番人気）
枠連票数 計 109738 的中 （1－4） 4281（9番人気）
馬連票数 計 603703 的中 �� 19217（10番人気）
馬単票数 計 276925 的中 �� 6142（14番人気）
ワイド票数 計 606738 的中 �� 19018（10番人気）�� 31838（4番人気）�� 7485（19番人気）
3連複票数 計 966306 的中 ��� 14230（16番人気）
3連単票数 計1062817 的中 ��� 3353（74番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―12．2―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．5―47．7―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グランファラオ �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Smarty Jones デビュー 2022．10．8 東京6着

2020．5．3生 牡3鹿 母 Sweet Tooth Sweety 母母 Bam Bam Bull 4戦1勝 賞金 9，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 コパノモンテカルロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年4月11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 ペイシャモノノフ号・ホームランダービー号
※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。

第１回 阪神競馬 第１日



04003 2月11日 晴 良 （5阪神1） 第1日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時00分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

77 イエスウィズキャン 牡3鹿 56 岩田 康誠吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 三石橋本牧場 546－ 41：55．9 4．9�
11 スナークドリアン 牡3鹿 56 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 三石川上牧場 520－ 21：56．64 26．1�
55 セレクティオ 牡3栗 56 �島 克駿大冨 智弘氏 橋口 慎介 浦河 村下農場 488－ 21：56．92 4．5�
89 ダノンヒューマ 牡3鹿 56 坂井 瑠星�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 474＋ 61：57．42� 2．6�
66 ホ ー ム ラ ン 牡3鹿 56 和田 翼森中 啓子氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 500－ 21：57．72 57．5�
810 アンフィテアトルム 牡3鹿 56

54 △角田 大河�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 土居牧場 530－10 〃 アタマ 17．7	
78 アンタッチャブル 牡3栗 56 福永 祐一�NICKS 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518－ 81：58．33� 3．2

33 メイショウヤッコ 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 木原 一良 新ひだか 水上 習孝 498＋201：59．25 123．9�
44 フォルテカヴァロ 牡3黒鹿 56

53 ▲川端 海翼猪又 晶介氏 石橋 守 浦河 三好牧場 476± 01：59．3クビ 257．4�
22 オペラミラクル 牡3鹿 56 団野 大成二木 英実氏 田村 康仁 平取 清水牧場 516－ 41：59．72� 37．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，748，700円 複勝： 43，872，900円 枠連： 7，307，400円
馬連： 45，795，200円 馬単： 22，309，300円 ワイド： 40，592，900円
3連複： 73，674，500円 3連単： 107，983，600円 計： 379，284，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 450円 � 160円 枠 連（1－7） 1，950円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 6，240円

ワ イ ド �� 860円 �� 430円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 26，760円

票 数

単勝票数 計 377487 的中 � 61251（4番人気）
複勝票数 計 438729 的中 � 60035（4番人気）� 19451（6番人気）� 85236（2番人気）
枠連票数 計 73074 的中 （1－7） 2903（6番人気）
馬連票数 計 457952 的中 �� 9561（10番人気）
馬単票数 計 223093 的中 �� 2681（19番人気）
ワイド票数 計 405929 的中 �� 11759（9番人気）�� 25655（5番人気）�� 8637（13番人気）
3連複票数 計 736745 的中 ��� 14154（14番人気）
3連単票数 計1079836 的中 ��� 2925（95番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．7―12．7―12．5―12．6―12．7―13．3―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．3―51．0―1：03．5―1：16．1―1：28．8―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イエスウィズキャン �
�
父 デクラレーションオブウォー �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．12．3 阪神6着

2020．3．17生 牡3鹿 母 ジュエルメッセージ 母母 レディサファイア 5戦1勝 賞金 7，660，000円

04004 2月11日 晴 良 （5阪神1） 第1日 第4競走 ��1，200�3歳新馬
発走11時30分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，200，000円 2，500，000円 1，600，000円 930，000円 620，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

815 カレンハサウェイ 牝3鹿 54 岩田 望来鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 452 ―1：14．6 6．1�
48 コンクイスタ 牡3鹿 56 坂井 瑠星�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 486 ―1：14．91� 3．6�
23 ミヤジレガリア 牝3鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 鈴木 孝志 浦河 村中牧場 502 ―1：15．0� 62．5�
36 ブルクラシコ 牡3鹿 56 �島 克駿髙田 秀信氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 462 ― 〃 ハナ 25．0�
612 リ リ ノ エ 牝3鹿 54

52 △角田 大河 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 宮内牧場 482 ―1：15．1クビ 4．7	

11 ヘ イ ス ト 牡3鹿 56
53 ▲川端 海翼瀬野尾裕久氏 千田 輝彦 浦河 三好牧場 456 ―1：15．63 96．2


35 ヴ ェ リ タ ス 牝3青鹿54 水口 優也中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 460 ―1：16．66 34．7�

713 ドリーミーバローズ 牝3栗 54 団野 大成猪熊 広次氏 上村 洋行 新冠 カミイスタット 438 ― 〃 アタマ 42．0�
611 メイショウチェリー 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好氏 本田 優 様似 中脇 一幸 422 ―1：16．7� 77．0�
510 タガノヴェント �3鹿 56 秋山真一郎八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484 ―1：16．8� 18．2�
24 セ ビ ー チ ェ 牝3鹿 54 国分 恭介青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 480 ―1：17．11� 35．4�
59 ミッキーショック 牡3黒鹿56 中井 裕二野田みづき氏 高橋 亮 平取 坂東牧場 452 ―1：17．73� 41．5�
47 ココラフィネ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 452 ― 〃 ハナ 7．8�
12 サクセスアイ 牝3黒鹿54 荻野 極�タカシマ 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 428 ―1：17．9� 6．5�
714 スマートアリア 牝3栗 54

51 ▲大久保友雅大川 徹氏 角田 晃一 新ひだか 静内山田牧場 458 ―1：18．22 188．0�
816 レイワノホシ 牡3栗 56 武 豊松岡 研司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 482 ― 〃 ハナ 12．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，279，200円 複勝： 39，613，200円 枠連： 11，436，500円
馬連： 40，159，800円 馬単： 17，615，900円 ワイド： 41，437，000円
3連複： 66，390，200円 3連単： 64，823，600円 計： 312，755，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 150円 � 990円 枠 連（4－8） 450円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 470円 �� 5，110円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 25，710円 3 連 単 ��� 162，610円

票 数

単勝票数 計 312792 的中 � 40604（3番人気）
複勝票数 計 396132 的中 � 51627（3番人気）� 85801（1番人気）� 7344（13番人気）
枠連票数 計 114365 的中 （4－8） 19347（1番人気）
馬連票数 計 401598 的中 �� 25764（2番人気）
馬単票数 計 176159 的中 �� 4743（6番人気）
ワイド票数 計 414370 的中 �� 25234（2番人気）�� 1968（51番人気）�� 3374（37番人気）
3連複票数 計 663902 的中 ��� 1936（76番人気）
3連単票数 計 648236 的中 ��� 289（485番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．7―12．3―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．0―24．3―37．0―49．3―1：01．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F37．6
3 15－（12，6）3，5，1－（8，10）11－（14，9）16（7，13）（2，4） 4 15，6（12，5）－（3，1）－8，11，10－9，16（14，13，4）－7－2

勝馬の
紹 介

カレンハサウェイ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 シェルゲーム 初出走

2020．4．26生 牝3鹿 母 カレンタントミール 母母 カ レ ン マ マ 1戦1勝 賞金 6，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ウェルマインド号・キッズファイナル号・トモジャケーヤ号・フェリ号・マイクドロップ号・リシャールケリー号



04005 2月11日 晴 良 （5阪神1） 第1日 第5競走 1，600�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

510 カフジキアッキエレ 牝3鹿 54 国分 恭介加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 394－ 21：34．2 63．2�
36 デイトナモード 牡3鹿 56 武 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 522＋101：34．62� 4．4�
715 ペイシャフラワー 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ北所 直人氏 高橋 康之 新ひだか 友田牧場 470－ 4 〃 ハナ 2．9�
59 アイオブザストーム 牝3鹿 54 団野 大成 �ゴールドアップ・

カンパニー 岡田 稲男 新ひだか ゴールドアップカンパニー 456－ 2 〃 アタマ 9．8�
611 カッティングジェム 牡3黒鹿56 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 508＋101：35．02� 19．4�
12 エ ア サ ン ジ 牡3栗 56 B．ムルザバエフ �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 524± 01：35．1クビ 19．8	

（独）

11 バスキュラント 牝3鹿 54 岩田 康誠市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 浦河 梅田牧場 410 ―1：35．41� 178．5


24 ピュアブラック 牝3青鹿54 坂井 瑠星 �シルクレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 438 ― 〃 � 6．9�
714 サンポーニャ 牝3鹿 54 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 438＋ 21：35．61 4．6
816 メイショウオジマ 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 斉藤英牧場 484－ 41：35．81� 58．9�
713 サカジロレインボー 牝3栗 54 和田 竜二ロイヤルパーク 高橋 康之 新ひだか 松田牧場 410－ 21：35．9� 383．8�
612 エンシャントヌーン 牡3栗 56 古川 吉洋永見 貴昭氏 小林 真也 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 61：36．32� 554．2�
48 ニホンピロアリー 牝3黒鹿54 高倉 稜小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 420± 0 〃 アタマ 202．3�
47 インセプション 牡3黒鹿56 小崎 綾也辻 助氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 472－ 41：36．4クビ 102．5�
35 ル フ レ ー ヴ 牡3黒鹿56 �島 克駿長谷川祐司氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 478－ 61：36．61� 21．9�
817 マサハヤヴァンス 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼中村 政夫氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 424－ 21：36．7クビ 399．9�
818 ルージュミシェル 牝3黒鹿54 荻野 極 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 434± 01：36．8� 54．0�
23 ビビアナローズ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希上山 牧氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 442－18 （競走中止） 345．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，245，200円 複勝： 49，997，000円 枠連： 11，586，600円
馬連： 50，703，800円 馬単： 20，093，900円 ワイド： 51，108，800円
3連複： 77，173，900円 3連単： 79，868，800円 計： 378，778，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，320円 複 勝 � 1，010円 � 180円 � 130円 枠 連（3－5） 1，450円

馬 連 �� 12，700円 馬 単 �� 38，240円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 2，190円 �� 240円

3 連 複 ��� 9，890円 3 連 単 ��� 118，410円

票 数

単勝票数 計 382452 的中 � 4840（11番人気）
複勝票数 計 499970 的中 � 8009（11番人気）� 72501（2番人気）� 139294（1番人気）
枠連票数 計 115866 的中 （3－5） 6187（7番人気）
馬連票数 計 507038 的中 �� 3094（32番人気）
馬単票数 計 200939 的中 �� 394（80番人気）
ワイド票数 計 511088 的中 �� 3478（34番人気）�� 5332（26番人気）�� 65943（1番人気）
3連複票数 計 771739 的中 ��� 5851（30番人気）
3連単票数 計 798688 的中 ��� 489（326番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．4―12．1―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．7―47．1―59．2―1：10．8―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 3（8，15）6（13，18）4（7，14）5（9，17）2，11，10，12，16，1 4 ・（8，15）（6，13，18）（4，14）（7，9）（5，11）2（10，12）17（1，16）＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カフジキアッキエレ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2023．1．22 中京12着

2020．5．5生 牝3鹿 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走中止〕 ビビアナローズ号は，3コーナーで急に外側に逃避し，4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 マサハヤヴァンス号の騎手川端海翼は，下見所集合について注意義務を怠り戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ビビアナローズ号は，令和5年2月12日から令和5年3月4日まで出走停止。停止期間の満了後に

平地調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 マサハヤヴァンス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年4月11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。
（非当選馬） 2頭 イリスレーン号・ティリア号
※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。

04006 2月11日 晴 良 （5阪神1） 第1日 第6競走 ��1，400�3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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

89 キョウエイゲイル 牡3鹿 56 高倉 稜田中 晴夫氏 田中 克典 新ひだか 藤沢牧場 476＋ 21：24．7 10．4�
66 � ラックスアットゼア 牝3黒鹿54 団野 大成田記 正規氏 斎藤 誠 米 The Estate of

Tommy G. Ligon 450－101：24．91 10．5�
78 ドンアミティエ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星山田 貢一氏 今野 貞一 新冠 村田牧場 B486－ 2 〃 クビ 3．1�
44 エミサキホコル 牡3黒鹿56 和田 竜二亀岡 和彦氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 494－ 21：25．21� 5．2�
22 トーホウキザン 牡3栗 56

52 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 464－101：25．83� 77．6�
33 バールデュヴァン 牡3鹿 56 福永 祐一 �グリーンファーム浜田多実雄 千歳 社台ファーム 516－ 61：26．43� 3．3	
11 スマートハンター 牡3黒鹿56 �島 克駿大川 徹氏 中村 直也 新ひだか 静内山田牧場 512＋ 81：26．5� 28．4

77 マルモリキング 牡3黒鹿56 川須 栄彦山下 繁美氏 大橋 勇樹 浦河 村中牧場 522－ 61：26．6� 18．9�
55 � アドバンスファラオ 牡3栗 56 B．ムルザバエフ 久保田典秀氏 森 秀行 米

John D. Gunther
& American
Pharoah Syndicate

472－ 81：26．91� 8．4�
（独）

810 ダンテバローズ 牡3鹿 56 岩田 望来猪熊 広次氏 上村 洋行 新ひだか 服部 牧場 506－ 41：27．32� 25．2
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，649，100円 複勝： 50，391，500円 枠連： 8，243，700円
馬連： 56，588，700円 馬単： 28，323，000円 ワイド： 56，211，200円
3連複： 88，729，000円 3連単： 119，477，300円 計： 451，613，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 220円 � 280円 � 160円 枠 連（6－8） 4，820円

馬 連 �� 9，360円 馬 単 �� 18，730円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 630円 �� 930円

3 連 複 ��� 10，750円 3 連 単 ��� 111，190円

票 数

単勝票数 計 436491 的中 � 33457（5番人気）
複勝票数 計 503915 的中 � 58699（4番人気）� 39560（6番人気）� 94263（2番人気）
枠連票数 計 82437 的中 （6－8） 1324（17番人気）
馬連票数 計 565887 的中 �� 4682（28番人気）
馬単票数 計 283230 的中 �� 1134（56番人気）
ワイド票数 計 562112 的中 �� 5867（28番人気）�� 24039（7番人気）�� 15528（13番人気）
3連複票数 計 887290 的中 ��� 6185（39番人気）
3連単票数 計1194773 的中 ��� 779（334番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイゲイル �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ルーラーシップ デビュー 2022．9．18 中京4着

2020．4．14生 牡3鹿 母 キョウエイルフィー 母母 デヒアバーズ 5戦2勝 賞金 14，620，000円
〔発走状況〕 トーホウキザン号は，枠入り不良。
※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。



04007 2月11日 晴 良 （5阪神1） 第1日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

33 パトリオットラン 牡4鹿 57
55 △角田 大河岡村 善行氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 進治 546＋161：53．9 3．3�

88 インテンスフレイム 牡5黒鹿58 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 524－ 4 〃 アタマ 3．6�

66 エ ナ ハ ツ ホ 牝4栗 55 �島 克駿宮原 廣伸氏 吉田 直弘 新冠 大狩部牧場 442－ 61：54．32 4．7�
55 マルブツプライド 牡4芦 57 福永 祐一大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 526＋ 81：54．62 2．5�
11 � テーオールノワール �5黒鹿58 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 502－ 21：55．87 131．3�
22 ウインバリオス 牡4鹿 57 和田 竜二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 468－ 21：56．01 32．9	
77 � ダノンパルス 牡5栗 58 B．ムルザバエフ �ダノックス 坂口 智康 日高 下河辺牧場 B514＋121：57．59 51．2


（独）

44 グロリアスヒーロー 牡4栗 57 団野 大成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 478－12 （競走中止） 66．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 43，969，700円 複勝： 54，520，600円 枠連： 発売なし
馬連： 54，099，600円 馬単： 31，093，800円 ワイド： 39，601，900円
3連複： 83，414，300円 3連単： 173，988，300円 計： 480，688，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 210円 � 150円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 200円 �� 310円 �� 260円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 4，040円

票 数

単勝票数 計 439697 的中 � 104257（2番人気）
複勝票数 計 545206 的中 � 60314（4番人気）� 109478（2番人気）� 64949（3番人気）
馬連票数 計 540996 的中 �� 66997（4番人気）
馬単票数 計 310938 的中 �� 19867（7番人気）
ワイド票数 計 396019 的中 �� 54781（2番人気）�� 29319（6番人気）�� 38169（5番人気）
3連複票数 計 834143 的中 ��� 86406（4番人気）
3連単票数 計1739883 的中 ��� 31183（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．6―50．0―1：02．3―1：14．9―1：27．5―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．0
1
3
3－6，8，5，2（1，7）
3－6（5，8）－2，1，7

2
4
3－6（5，8）－2（1，7）
3，6，8，5－2－1，7

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パトリオットラン �

父 アメリカンペイトリオット �


母父 Kingmambo デビュー 2021．12．26 阪神4着

2019．4．8生 牡4鹿 母 サ パ ス 母母 Very True 12戦2勝 賞金 22，570，000円
〔競走中止〕 グロリアスヒーロー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。

04008 2月11日 晴 良 （5阪神1） 第1日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，56�
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

814 タカラマドンナ 牝4黒鹿56 川又 賢治佐藤 範夫氏 杉山 佳明 新ひだか 下屋敷牧場 B450＋ 41：13．0 13．3�
34 ルシャリーブル 牝5栗 56 和田 竜二�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 430－ 41：13．1� 8．7�
11 アイヴォリーアイ 牝5芦 56

54 △角田 大河 �京都ホースレーシング 坂口 智康 日高 ナカノファーム 494± 0 〃 クビ 10．3�
33 ビーストアタック 牝4鹿 56 岩田 康誠 MOMOレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B466＋ 4 〃 ハナ 1．9�
813 フローレンスハニー 牝4芦 56

52 ★永島まなみ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 日高 白井牧場 434± 01：13．95 11．0	

711 グランデフィオーレ 牝5芦 56 �島 克駿 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋ 21：14．0クビ 14．2


57 ニシノリース 牝5黒鹿56 荻野 極西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 434－ 61：14．53 22．2�
69 ナムラデイリリー 牝4黒鹿56 太宰 啓介奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 474＋ 21：14．81� 24．4�
712 ルクスレガート 牝4芦 56 坂井 瑠星�ルクス 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 434－ 2 〃 ハナ 6．2
58 テーオーアラジン 牝4黒鹿56 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 新冠 村上 進治 460＋ 6 〃 クビ 161．7�
46 エ ル メ ニ ア 牝4鹿 56

53 ▲川端 海翼 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B446－ 21：15．0� 122．2�
22 ランスオブウェイブ 牝4鹿 56 団野 大成五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 476－ 8 〃 クビ 106．0�
610 ニシノミズカゼ 牝5栗 56

53 ▲大久保友雅西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 中田 英樹 478－121：15．42� 141．9�
45 � グルノイユジョーヌ 牝4栗 56 的場 勇人谷口 祐人氏 的場 均 新ひだか 藤吉牧場 432－ 81：15．5� 302．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，279，200円 複勝： 53，430，300円 枠連： 15，131，000円
馬連： 65，555，900円 馬単： 26，544，700円 ワイド： 61，669，300円
3連複： 101，038，700円 3連単： 113，319，900円 計： 477，969，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 390円 � 260円 � 280円 枠 連（3－8） 470円

馬 連 �� 5，130円 馬 単 �� 9，440円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，490円 �� 890円

3 連 複 ��� 9，550円 3 連 単 ��� 61，810円

票 数

単勝票数 計 412792 的中 � 24781（6番人気）
複勝票数 計 534303 的中 � 33061（7番人気）� 57974（3番人気）� 50845（4番人気）
枠連票数 計 151310 的中 （3－8） 24840（2番人気）
馬連票数 計 655559 的中 �� 9889（16番人気）
馬単票数 計 265447 的中 �� 2107（27番人気）
ワイド票数 計 616693 的中 �� 10716（16番人気）�� 10496（17番人気）�� 18285（10番人気）
3連複票数 計1010387 的中 ��� 7927（30番人気）
3連単票数 計1133199 的中 ��� 1329（182番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．9―11．9―12．3―13．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タカラマドンナ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2022．1．15 中京12着

2019．5．26生 牝4黒鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia 11戦2勝 賞金 17，150，000円



04009 2月11日 晴 良 （5阪神1） 第1日 第9競走 ��1，800�
す ま

須 磨 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

22 デビットバローズ 牡4鹿 57 岩田 望来猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 512＋161：45．9 16．1�
78 ジュンブロッサム 牡4黒鹿57 坂井 瑠星河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：46．0� 2．4�
33 マテンロウスカイ �4栗 57 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：46．21� 6．5�
66 ロワンディシー 牡5鹿 58 秋山真一郎松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 450－ 81：46．3クビ 10．3�
11 ロ ン 牝4黒鹿55 武 豊�キーファーズ 石橋 守 浦河 三嶋牧場 510± 01：46．4� 2．4�
810	 サトノペルセウス �5黒鹿58 福永 祐一里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 490＋ 21：46．71� 11．8	
77 ヒルノショパン 牡4栗 57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 444± 0 〃 クビ 117．9

55 	 ア ト ミ カ 牝8鹿 56 団野 大成東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 442－101：47．01� 255．3�
44 エーティーソブリン 牡5鹿 58 B．ムルザバエフ 荒木 徹氏 武 英智 平取 稲原牧場 B488± 01：47．21 52．8�

（独）

89 カ ル タ ゴ 牝5青鹿56 国分 恭介須野牧場 小島 茂之 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 462－ 2 〃 クビ 101．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 64，080，500円 複勝： 107，016，400円 枠連： 13，648，200円
馬連： 91，583，000円 馬単： 43，723，600円 ワイド： 76，697，600円
3連複： 136，117，600円 3連単： 239，249，700円 計： 772，116，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 440円 � 110円 � 230円 枠 連（2－7） 1，680円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 610円 �� 970円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 18，840円

票 数

単勝票数 計 640805 的中 � 31664（6番人気）
複勝票数 計1070164 的中 � 39642（6番人気）� 390417（1番人気）� 91707（3番人気）
枠連票数 計 136482 的中 （2－7） 6267（8番人気）
馬連票数 計 915830 的中 �� 41164（8番人気）
馬単票数 計 437236 的中 �� 6993（17番人気）
ワイド票数 計 766976 的中 �� 30797（8番人気）�� 18655（12番人気）�� 71312（2番人気）
3連複票数 計1361176 的中 ��� 42653（7番人気）
3連単票数 計2392497 的中 ��� 9205（66番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．2―12．1―12．3―11．7―10．8―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．2―48．3―1：00．6―1：12．3―1：23．1―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．6
3 2，7（1，9）6，10（3，5）（4，8） 4 ・（2，7）（1，9）（6，10）（3，5）8，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デビットバローズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．10．16 阪神7着

2019．5．22生 牡4鹿 母 フレンチビキニ 母母 フ ェ ン ジ ー 6戦3勝 賞金 33，433，000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。

04010 2月11日 晴 良 （5阪神1） 第1日 第10競走 ��
��2，000�

た じ ま

但馬ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上58�，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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

44 リューベック 牡4鹿 57 武 豊金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502－ 42：00．5 4．4�

22 ゼッフィーロ 牡4鹿 57 岩田 望来 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 476＋ 6 〃 クビ 3．8�
69 アウスヴァール �5黒鹿58 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 宝寄山 拓樹 492＋ 22：00．71 34．3�
711 レヴェッツァ �5鹿 58 団野 大成早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 アタマ 44．2�
33 ノースザワールド 牡5青鹿58 B．ムルザバエフ �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 482± 02：00．8	 2．3	

（独）

56 グランディア �4鹿 57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：00．9	 10．0

710 ア ナ ゴ サ ン 牡5栗 58 
島 克駿内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 476＋ 8 〃 ハナ 14．6�
57 イ リ マ 牝5鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 42：01．22 33．9�
68 パーソナルハイ 牝4鹿 55 横山 典弘�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 476＋ 22：01．3クビ 19．6
45 リ ノ キ ア ナ 牝6鹿 56 秋山真一郎松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 440＋ 22：01．61	 353．9�
11 オンリーオピニオン 牝4芦 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 42：01．81� 50．1�
812 ギャラントウォリア 牡5青鹿58 和田 竜二 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 532＋142：02．33 45．6�
813 スペシャルドラマ 牡5鹿 58 荻野 極大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 508－102：02．51	 306．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 70，916，000円 複勝： 98，612，700円 枠連： 19，707，000円
馬連： 122，767，800円 馬単： 51，100，000円 ワイド： 103，150，400円
3連複： 206，705，000円 3連単： 251，984，000円 計： 924，942，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 � 180円 � 740円 枠 連（2－4） 860円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，840円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 11，220円 3 連 単 ��� 52，120円

票 数

単勝票数 計 709160 的中 � 127696（3番人気）
複勝票数 計 986127 的中 � 132804（3番人気）� 168321（2番人気）� 26435（8番人気）
枠連票数 計 197070 的中 （2－4） 17758（3番人気）
馬連票数 計1227678 的中 �� 98924（3番人気）
馬単票数 計 511000 的中 �� 21689（5番人気）
ワイド票数 計1031504 的中 �� 66280（3番人気）�� 13748（19番人気）�� 13333（20番人気）
3連複票数 計2067050 的中 ��� 13816（35番人気）
3連単票数 計2519840 的中 ��� 3505（141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―37．2―50．2―1：02．7―1：15．1―1：26．8―1：38．1―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．4―3F33．7
1
3
9，1，10（4，12）11（2，6，13）（3，8）7，5
9，1，10（4，12）11（2，13）（3，6）8，7，5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リューベック �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．7．18 函館1着

2019．4．16生 牡4鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 7戦3勝 賞金 67，460，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 リノキアナ号の騎手秋山真一郎は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について戒告。
※オンリーオピニオン号・パーソナルハイ号は，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。



04011 2月11日 晴 良 （5阪神1） 第1日 第11競走 ��
��1，600�

らくよう

洛陽ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，R4．2．12以降R5．2．5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 27，000，000円 11，000，000円 6，800，000円 4，100，000円 2，700，000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
1：31．1
1：30．3

良
良

22 ジャスティンスカイ 牡4鹿 56 福永 祐一三木 正浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 530＋ 41：33．1 2．9�
67 ココロノトウダイ 牡6鹿 56 武 豊星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 532－ 81：33．31� 35．2�
33 シャイニーロック 牡7鹿 57 �島 克駿小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 510＋ 41：33．4	 19．2�
78 フラーズダルム 牝5鹿 53 坂井 瑠星吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 500＋ 2 〃 クビ 8．9�
66 ピースオブエイト 牡4黒鹿57．5 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 478＋ 8 〃 アタマ 4．5�

（独）

44 オニャンコポン 牡4鹿 57 岩田 望来田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 468＋ 21：33．5	 5．9	
811 サ ヴ ァ 牡5黒鹿55 池添 謙一藤田 孟司氏 上村 洋行 浦河 大北牧場 532＋161：33．6アタマ 88．0

55 
 ゴールデンシロップ 牡5黒鹿55 岩田 康誠ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Hall of

Fame Stud 528－10 〃 クビ 24．2�
79 メイショウオーパス 牡8黒鹿55 角田 大河松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 528＋ 21：33．7� 262．0�
11 ヴィジュネル 牡5青鹿56 和田 竜二 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 61：33．8	 31．4
810 サウンドビバーチェ 牝4黒鹿54 団野 大成増田 雄一氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 500＋141：33．9クビ 4．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 123，855，100円 複勝： 135，333，000円 枠連： 33，900，200円
馬連： 258，618，700円 馬単： 94，965，500円 ワイド： 177，853，200円
3連複： 398，998，000円 3連単： 524，474，800円 計： 1，747，998，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 600円 � 450円 枠 連（2－6） 560円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 990円 �� 4，230円

3 連 複 ��� 16，260円 3 連 単 ��� 65，870円

票 数

単勝票数 計1238551 的中 � 334793（1番人気）
複勝票数 計1353330 的中 � 328025（1番人気）� 46348（9番人気）� 65561（6番人気）
枠連票数 計 339002 的中 （2－6） 46355（1番人気）
馬連票数 計2586187 的中 �� 52740（15番人気）
馬単票数 計 949655 的中 �� 13385（20番人気）
ワイド票数 計1778532 的中 �� 31557（16番人気）�� 47462（11番人気）�� 10498（35番人気）
3連複票数 計3989980 的中 ��� 18395（51番人気）
3連単票数 計5244748 的中 ��� 5772（223番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―11．9―11．8―11．0―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．1―47．0―58．8―1：09．8―1：21．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスティンスカイ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Numerous デビュー 2021．8．1 函館2着

2019．1．19生 牡4鹿 母 リアリサトリス 母母 Riziere 8戦5勝 賞金 82，197，000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。

04012 2月11日 晴 良 （5阪神1） 第1日 第12競走 ��
��2，000�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （ダート・右）
負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000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 ジューンアマデウス 牡4鹿 57 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム B486＋ 42：08．7 4．4�
77 オブジェダート 牡4栗 57 �島 克駿�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 496－ 42：08．8	 1．9�
55 アドマイヤベネラ 牡6黒鹿 58

54 ★永島まなみ近藤 旬子氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 498－102：09．22	 22．1�
44 メイショウヨシテル 牡5黒鹿58 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 482－ 62：09．52 5．4�
810 エクセレントラン 
6鹿 58

56 △角田 大河田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 472－122：09．71� 58．8	
89 � エクストラノート 
6栗 58 B．ムルザバエフ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 482－ 82：09．8 26．8


（独）

33 レイクリエイター 牡5芦 58 福永 祐一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 484－ 22：09．9	 12．6�
22 � スナークレジスト 牡6鹿 58 岩田 望来杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 高昭牧場 498± 02：10．53	 13．5�
78 キョウワウォール 牡7黒鹿58 中井 裕二浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B484＋ 6 〃 アタマ 14．4
66 ダイシンカローリ 牡8栗 58

55 ▲大久保友雅大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 520＋ 62：10．81	 302．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 58，468，500円 複勝： 82，014，400円 枠連： 17，625，600円
馬連： 97，301，100円 馬単： 50，271，400円 ワイド： 81，273，500円
3連複： 149，960，400円 3連単： 260，903，000円 計： 797，817，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 110円 � 300円 枠 連（1－7） 340円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 190円 �� 950円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 8，560円

票 数

単勝票数 計 584685 的中 � 105577（2番人気）
複勝票数 計 820144 的中 � 104859（2番人気）� 388295（1番人気）� 34302（7番人気）
枠連票数 計 176256 的中 （1－7） 39815（1番人気）
馬連票数 計 973011 的中 �� 214031（1番人気）
馬単票数 計 502714 的中 �� 36956（3番人気）
ワイド票数 計 812735 的中 �� 132760（1番人気）�� 18439（15番人気）�� 32598（7番人気）
3連複票数 計1499604 的中 ��� 67329（7番人気）
3連単票数 計2609030 的中 ��� 22077（27番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―12．8―15．0―13．1―12．9―13．0―12．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．4―38．2―53．2―1：06．3―1：19．2―1：32．2―1：44．3―1：56．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジューンアマデウス �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 カ ン パ ニ ー デビュー 2021．11．6 阪神5着

2019．3．15生 牡4鹿 母 ジューンヴィエナ 母母 ゴルトクローネ 7戦3勝 賞金 28，100，000円
〔発走状況〕 エクストラノート号は，馬場入場時に左後肢落鉄。発走時刻4分遅延。
※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阪神1）第1日 2月11日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

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

236，880，000円
8，640，000円
36，330，000円
1，090，000円
29，770，000円
70，235，000円
4，070，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
642，855，500円
874，237，600円
160，095，600円
993，224，200円
443，938，100円
841，769，600円
1，565，512，800円
2，173，969，900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 7，695，603，300円

総入場人員 9，486名 （有料入場人員 9，174名）
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