
2800110月8日 曇 重 （4阪神4） 第1日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50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

22 � マ ニ バ ド ラ 牡2栗 55
53 △松本 大輝冨士井直哉氏 森 秀行 米 Corser Thor-

oughbreds LLC 502＋ 81：11．6 1．7�
89 ストリンジェンド 牡2鹿 55 北村 友一 �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 470－ 21：11．81� 3．7�
55 スマートメイプル 牝2鹿 54 坂井 瑠星大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 464± 01：12．54 4．6�
78 ビ ル カ ー ル 牡2黒鹿55 団野 大成野村 茂雄氏 水野 貴広 新冠 サンローゼン 470＋ 81：12．71� 47．9�
44 ビルトインアデイ 牝2栗 54 幸 英明森中 啓子氏 谷 潔 むかわ 新井牧場 458＋ 81：13．12� 180．2�
77 エースオブスペーズ 牡2鹿 55

51 ★永島まなみ 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田 猛 454＋ 21：13．2� 44．6


33 カ ン ノ ー リ 牝2鹿 54 富田 暁加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 440－ 21：14．15 26．0�
11 コパノミステリー 牡2鹿 55 松若 風馬小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 460± 01：15．27 94．0�
810 タガノルークス 牡2鹿 55

54 ☆亀田 温心八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452－ 21：15．73 90．2

66 ツ キ ガ ミ 牡2鹿 55
52 ▲角田 大河巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 428＋ 81：16．76 107．6�
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売 得 金
単勝： 39，815，200円 複勝： 73，382，200円 枠連： 9，549，400円
馬連： 44，315，500円 馬単： 29，718，000円 ワイド： 37，949，000円
3連複： 72，075，800円 3連単： 130，843，100円 計： 437，648，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（2－8） 210円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 120円 �� 160円 �� 170円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 780円

票 数

単勝票数 計 398152 的中 � 196965（1番人気）
複勝票数 計 733822 的中 � 420241（1番人気）� 158679（2番人気）� 86567（3番人気）
枠連票数 計 95494 的中 （2－8） 34399（1番人気）
馬連票数 計 443155 的中 �� 167440（1番人気）
馬単票数 計 297180 的中 �� 69184（1番人気）
ワイド票数 計 379490 的中 �� 105816（1番人気）�� 52277（2番人気）�� 44848（3番人気）
3連複票数 計 720758 的中 ��� 224816（1番人気）
3連単票数 計1308431 的中 ��� 121504（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．1―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．4―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．3
3 2，5（9，6）－3，8－（4，7）10＝1 4 2，5（9，6，8）3－（4，7）＝10－1

勝馬の
紹 介

�マ ニ バ ド ラ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Milwaukee Brew デビュー 2022．6．5 中京3着

2020．2．2生 牡2栗 母 Trini Brewnette 母母 Dancing Allstar 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノルークス号・ツキガミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月8日ま

で平地競走に出走できない。

2800210月8日 曇 稍重 （4阪神4） 第1日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時20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
1：20．1
1：20．1

良
良

33 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 408＋ 21：21．6 13．4�
66 セ ミ マ ル 牡2黒鹿55 団野 大成田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 490＋ 61：21．7� 2．7�
89 ニシノベストワン 牡2黒鹿55 幸 英明西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 谷川牧場 462－ 21：21．8� 100．5�
810 ミ タ マ 牝2鹿 54 松山 弘平 �ニッシンホール

ディングス 上村 洋行 新ひだか チャンピオンズファーム 462＋ 8 〃 クビ 2．6�
44 クリノアグレッシブ 牡2青鹿55 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 安平 ゼットステーブル 484＋ 21：22．01� 18．8	
11 � ソフィアエール 牝2黒鹿54 松若 風馬 KRジャパン 杉山 晴紀 英 Healthy

Wood Co. Ltd 414± 01：22．31� 5．8

55 ウインフィエルテ 牝2青鹿54 和田 竜二�ウイン 加用 正 新ひだか 斉藤スタッド 490＋101：22．83 14．9�
77 アエディフィカータ 牝2鹿 54 富田 暁今村 明浩氏 武 英智 むかわ 上水牧場 438－ 21：23．01� 21．8�
78 カップケーキ 牝2鹿 54 藤懸 貴志小林 祐一氏 青木 孝文 新ひだか 有限会社石川牧場 452－ 8 〃 クビ 242．1
22 ヘイローグラン 牡2栗 55

51 ★今村 聖奈林 進氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 440＋ 2 〃 ハナ 49．0�
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売 得 金
単勝： 37，238，000円 複勝： 47，232，200円 枠連： 7，873，300円
馬連： 47，209，200円 馬単： 25，250，700円 ワイド： 43，317，700円
3連複： 69，726，400円 3連単： 101，478，900円 計： 379，326，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 250円 � 140円 � 1，360円 枠 連（3－6） 1，810円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 440円 �� 5，990円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 24，430円 3 連 単 ��� 145，110円

票 数

単勝票数 計 372380 的中 � 23293（4番人気）
複勝票数 計 472322 的中 � 45080（3番人気）� 120861（2番人気）� 6208（9番人気）
枠連票数 計 78733 的中 （3－6） 3360（7番人気）
馬連票数 計 472092 的中 �� 28453（5番人気）
馬単票数 計 252507 的中 �� 5864（13番人気）
ワイド票数 計 433177 的中 �� 28071（3番人気）�� 1742（32番人気）�� 4019（24番人気）
3連複票数 計 697264 的中 ��� 2140（50番人気）
3連単票数 計1014789 的中 ��� 507（273番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―11．6―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．5―46．1―57．7―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ウ ピ ア �
�
父 レッドファルクス �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2022．9．17 中京4着

2020．3．22生 牝2黒鹿 母 タイヨウパフューム 母母 ノーザンヴィーナス 2戦1勝 賞金 6，300，000円

第４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



2800310月8日 曇 稍重 （4阪神4） 第1日 第3競走 2，000�2歳未勝利
発走10時50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

77 ノーブルライジング 牡2黒鹿55 国分 恭介吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 スウィング
フィールド牧場 478＋ 82：01．3 38．2�

11 スマイルスルー 牡2鹿 55 北村 友一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 492－ 62：01．4� 5．3�
89 アレンテージョ 牡2鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 坂口 智康 安平 追分ファーム 456＋ 2 〃 アタマ 24．9�
55 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 472± 02：01．5� 112．8�
78 ショウナンアキドン 牡2鹿 55 福永 祐一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 天羽牧場 458－ 42：01．71� 6．8�
66 キャロルビアンカ 牝2鹿 54 田中 健	髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 474＋102：02．23 44．5

33 ナンヨークリスタル 牡2鹿 55 坂井 瑠星中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 アタマ 9．5�
22 メイショウエース 牡2栗 55 幸 英明松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 B504－ 8 〃 アタマ 34．0
810 シルヴァーアーマー 牡2芦 55 川田 将雅池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 506＋ 42：02．3� 1．5�
44 サトノラピス 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 448－ 22：02．4� 48．5�
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売 得 金
単勝： 44，079，700円 複勝： 137，367，200円 枠連： 10，769，500円
馬連： 46，859，800円 馬単： 31，856，600円 ワイド： 51，972，400円
3連複： 78，388，800円 3連単： 136，161，300円 計： 537，455，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，820円 複 勝 � 1，650円 � 400円 � 1，320円 枠 連（1－7） 1，460円

馬 連 �� 8，070円 馬 単 �� 28，540円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 5，670円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 40，740円 3 連 単 ��� 420，070円

票 数

単勝票数 計 440797 的中 � 9772（7番人気）
複勝票数 計1373672 的中 � 20726（9番人気）� 99262（2番人気）� 26345（5番人気）
枠連票数 計 107695 的中 （1－7） 5716（4番人気）
馬連票数 計 468598 的中 �� 4495（17番人気）
馬単票数 計 318566 的中 �� 837（53番人気）
ワイド票数 計 519724 的中 �� 6262（24番人気）�� 2318（33番人気）�� 9131（14番人気）
3連複票数 計 783888 的中 ��� 1443（67番人気）
3連単票数 計1361613 的中 ��� 235（419番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．1―12．7―12．5―12．7―12．0―11．7―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．7―48．4―1：00．9―1：13．6―1：25．6―1：37．3―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーブルライジング �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2022．9．18 中京4着

2020．4．21生 牡2黒鹿 母 エルミラドール 母母 アドマイヤサンデー 2戦1勝 賞金 6，300，000円

2800410月8日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （4阪神4） 第1日 第4競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時20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

22 プリンスオブペスカ 牡8鹿 60 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 498＋103：24．0 2．5�
55 � ビッグスコール 牡6鹿 60

57 ▲小牧加矢太木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 544± 03：25．06 12．7�
11 ロードシャムロック 牡5鹿 60 西谷 誠 �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 514＋203：25．1クビ 4．7�
33 ファイナルマズル 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B468－ 8 〃 クビ 2．4�
77 サダムラピュタ 牡7黒鹿60 黒岩 悠大西美生子氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 484＋103：27．3大差 9．0�
66 ダイゴシンリュウ 牡3芦 58 上野 翔長谷川光司氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 426＋ 23：27．4� 63．0	
44 クリノヴィーナス 牝3芦 56 難波 剛健栗本 博晴氏 橋田 満 様似 堀 弘康 462－ 63：28．03� 28．6


（7頭）

売 得 金
単勝： 23，767，900円 複勝： 16，382，200円 枠連： 発売なし
馬連： 28，467，000円 馬単： 17，824，400円 ワイド： 19，357，500円
3連複： 40，304，700円 3連単： 99，462，700円 計： 245，566，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 410円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 320円 �� 230円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 5，590円

票 数

単勝票数 計 237679 的中 � 75010（2番人気）
複勝票数 計 163822 的中 � 50894（1番人気）� 11948（5番人気）
馬連票数 計 284670 的中 �� 19266（4番人気）
馬単票数 計 178244 的中 �� 8343（7番人気）
ワイド票数 計 193575 的中 �� 15595（4番人気）�� 23742（2番人気）�� 6651（9番人気）
3連複票数 計 403047 的中 ��� 24167（4番人気）
3連単票数 計 994627 的中 ��� 12898（18番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 53．2－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

�
�
3－2－1，5（7，4）6
2（5，3）－1＝（4，6）－7

勝馬の
紹 介

プリンスオブペスカ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2016．11．5 京都8着

2014．5．11生 牡8鹿 母 プリンセスペスカ 母母 テンザンキラリ 障害：10戦1勝 賞金 22，280，000円



2800510月8日 曇 稍重 （4阪神4） 第1日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時10分 （芝・右・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

611 レッドヒルシューズ 牝2栗 54 酒井 学呉本 昌時氏 武 英智 新ひだか チャンピオンズファーム 452 ―1：36．5 6．2�
715 ト ラ ミ ナ ー 牝2黒鹿54 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434 ― 〃 クビ 2．9�
24 タガノドゥリ 牝2鹿 54 池添 謙一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448 ― 〃 ハナ 18．1�
510 デアデルマーレ 牝2鹿 54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 500 ― 〃 ハナ 7．0�
714 ゴーフォマームード 牝2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈前田 剛氏 長谷川浩大 浦河 笹島 智則 422 ―1：36．71 44．2�
11 テーオーシルビア 牝2鹿 54 坂井 瑠星小笹 公也氏 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 480 ―1：36．8クビ 23．3	
47 パ ラ デ ィ 牝2鹿 54 富田 暁中村 祐子氏 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 492 ―1：37．01� 26．3

59 ダイシンベスパ 牝2栗 54

52 △松本 大輝大八木秀子氏 吉田 直弘 日高 中原牧場 388 ― 〃 クビ 50．7�
817 プ レ ッ ジ 牝2鹿 54 藤岡 佑介飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 462 ―1：37．1クビ 7．5�
816 タイセイフェリーク 牝2黒鹿 54

53 ☆小沢 大仁田中 成奉氏 田中 克典 安平 ノーザンファーム 424 ― 〃 クビ 126．7
48 クリノエンジェル 牝2鹿 54 松田 大作栗本 博晴氏 畑端 省吾 日高 川島 正広 478 ―1：37．2� 68．0�
818 ラホーヤストーム 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大河 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 462 ―1：37．3� 24．7�

713 モ イ ル 牝2鹿 54 浜中 俊�前川企画 角田 晃一 日高 浜本牧場 464 ―1：37．4� 159．4�
36 ドナエネルジア 牝2栗 54 幸 英明山田 貢一氏 西園 正都 日高 日西牧場 452 ―1：37．5クビ 137．0�
23 レモンオーラ 牝2鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 434 ―1：37．61 9．5�
12 ムーンプライド 牝2黒鹿54 国分 優作 �ブルースターズファーム 吉田 直弘 新ひだか 飯岡牧場 400 ―1：37．7� 41．5�
35 エクレアジョーイ 牝2鹿 54 松若 風馬李 柱坤氏 石坂 公一 新ひだか 木村 秀則 462 ―1：38．01� 65．2�
612 カリーナアンジェロ 牝2鹿 54 横山 典弘大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 462 ―1：43．1大差 48．2�
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売 得 金
単勝： 44，716，600円 複勝： 54，161，400円 枠連： 17，939，100円
馬連： 57，772，900円 馬単： 24，854，700円 ワイド： 59，023，600円
3連複： 90，256，300円 3連単： 86，087，200円 計： 434，811，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 150円 � 440円 枠 連（6－7） 1，160円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，650円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 25，670円

票 数

単勝票数 計 447166 的中 � 60139（2番人気）
複勝票数 計 541614 的中 � 59028（4番人気）� 117762（1番人気）� 24841（6番人気）
枠連票数 計 179391 的中 （6－7） 11964（4番人気）
馬連票数 計 577729 的中 �� 37556（3番人気）
馬単票数 計 248547 的中 �� 7489（6番人気）
ワイド票数 計 590236 的中 �� 28131（4番人気）�� 8891（15番人気）�� 9878（11番人気）
3連複票数 計 902563 的中 ��� 12240（10番人気）
3連単票数 計 860872 的中 ��� 2431（49番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―12．5―12．1―12．3―11．6―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．2―37．7―49．8―1：02．1―1：13．7―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．4
3 17（4，7）11（2，3）（10，15，18，13）（6，9）（8，1，12）（16，14）5 4 13（17，7，11）（4，3，18）15（2，10，9，14）（6，1，16）（8，5，12）

勝馬の
紹 介

レッドヒルシューズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

2020．1．24生 牝2栗 母 ヤ マ ノ ラ ヴ 母母 ヤマノバイオレット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 モイル号の騎手浜中俊は，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10，000円。（被害馬：17番・7番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カリーナアンジェロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月8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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 デューデット号・テンノメッセージ号・フォーチュンコード号・ルージュミシェル号

2800610月8日 曇 重 （4阪神4） 第1日 第6競走 1，800�2歳新馬
発走12時40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

811 コンティノアール 牡2栗 55 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 530 ―1：56．1 2．0�
11 クレメダンジュ 牝2芦 54 和田 竜二�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462 ―1：56．31 16．7�
810 ミッキーゴーゴー 牡2黒鹿55 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522 ―1：56．72� 5．1�
78 ワンダーミズ 牝2鹿 54 荻野 琢真山本 能成氏 牧田 和弥 浦河 藤春 修二 474 ―1：57．87 56．6�
33 ジョータルマエ 牡2芦 55 �島 克駿上田けい子氏 中竹 和也 浦河 斉藤 政志 520 ―1：57．9� 24．3�
66 ライトライズライト 牡2栗 55 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 石坂 公一 浦河 谷口牧場 474 ―1：58．0クビ 33．4	
44 ヴァンドゥラン 牡2栗 55 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 大輔 新冠 村上牧場 480 ―1：58．31� 7．7

55 ビ ネ ッ サ 牡2黒鹿55 藤岡 康太神田 宏治氏 中竹 和也 新ひだか 坂本 智広 452 ―1：58．62 66．4�
79 ヴァレーニュ 牡2鹿 55 団野 大成杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 512 ―1：58．91� 5．3�
67 クリノダンディー 牡2栗 55

52 ▲川端 海翼栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 440 ―1：59．0� 121．8
22 リリーブースター 牡2鹿 55 水口 優也土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 546 ―1：59．53 49．5�
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売 得 金
単勝： 37，588，800円 複勝： 38，343，600円 枠連： 9，486，300円
馬連： 42，344，400円 馬単： 22，493，200円 ワイド： 36，786，000円
3連複： 62，749，800円 3連単： 85，411，400円 計： 335，203，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 210円 � 140円 枠 連（1－8） 870円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 560円 �� 240円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 9，330円

票 数

単勝票数 計 375888 的中 � 152565（1番人気）
複勝票数 計 383436 的中 � 131959（1番人気）� 30746（5番人気）� 61586（2番人気）
枠連票数 計 94863 的中 （1－8） 8405（4番人気）
馬連票数 計 423444 的中 �� 17706（7番人気）
馬単票数 計 224932 的中 �� 6956（9番人気）
ワイド票数 計 367860 的中 �� 15716（7番人気）�� 45261（2番人気）�� 10915（9番人気）
3連複票数 計 627498 的中 ��� 26528（4番人気）
3連単票数 計 854114 的中 ��� 6631（25番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―14．4―12．9―12．7―12．9―12．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．6―40．0―52．9―1：05．6―1：18．5―1：31．1―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

コンティノアール �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．3．7生 牡2栗 母 パンデリング 母母 フサイチパンドラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヴァレーニュ号の騎手団野大成は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番）



2800710月8日 曇 重 （4阪神4） 第1日 第7競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

22 ハ イ エ ン ド 牡3鹿 55 �島 克駿石川 達絵氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 528－ 42：04．5 3．5�
45 メイショウホタルビ 牝4栗 55

54 ☆小沢 大仁松本 和子氏 大橋 勇樹 浦河 赤田牧場 430± 02：05．99 102．3�
814 ルイナールカズマ 牡3黒鹿55 松山 弘平合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 B488－ 82：06．0� 10．1�
57 ファンウワーズ 牡3青鹿55 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 本巣 敦 492＋ 8 〃 ハナ 5．2�
711 テイエムシップ 牡3黒鹿55 福永 祐一竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 宝寄山 拓樹 518± 0 〃 ハナ 10．0�
69 � アイファーラニオー 牡3栗 55 坂井 瑠星中島 稔氏 �島 一歩 日高 Wing Farm B470＋ 22：06．21 63．6�
610 ナムラスワガー 牡4鹿 57 田中 健奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 488± 02：06．41� 25．2	
58 ウ ラ エ ウ ス 牡4青 57

54 ▲角田 大河吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム B470－ 82：06．6� 3．9

712 スマートウィザード 牡5栗 57 和田 竜二大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 484± 02：07．13 19．6�
34 テーオーティラミス 牝3鹿 53

49 ★今村 聖奈小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 452＋ 22：07．52� 55．6�
33 タマモモンレーブ 牡3芦 55 幸 英明タマモ 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 498－ 22：07．6� 24．9�
813 グローツラング 牡3芦 55 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス 安達 昭夫 新冠 タニグチ牧場 520＋ 62：07．92 7．3�
11 � シャープレシオ 牡5黒鹿57 富田 暁青山 洋一氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 474＋ 22：08．64 88．9�
46 ワイドアウェイク 牝4栗 55 荻野 琢真 グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 496＋ 22：10．210 166．5�
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売 得 金
単勝： 41，807，200円 複勝： 64，846，100円 枠連： 18，848，900円
馬連： 69，410，700円 馬単： 27，410，200円 ワイド： 69，989，100円
3連複： 113，582，600円 3連単： 112，651，800円 計： 518，546，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 1，320円 � 330円 枠 連（2－4） 8，790円

馬 連 �� 11，300円 馬 単 �� 16，400円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 740円 �� 6，460円

3 連 複 ��� 24，760円 3 連 単 ��� 131，300円

票 数

単勝票数 計 418072 的中 � 93946（1番人気）
複勝票数 計 648461 的中 � 154078（1番人気）� 9396（13番人気）� 46241（6番人気）
枠連票数 計 188489 的中 （2－4） 1660（19番人気）
馬連票数 計 694107 的中 �� 4757（33番人気）
馬単票数 計 274102 的中 �� 1253（54番人気）
ワイド票数 計 699891 的中 �� 6536（32番人気）�� 25799（7番人気）�� 2687（54番人気）
3連複票数 計1135826 的中 ��� 3440（80番人気）
3連単票数 計1126518 的中 ��� 622（409番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―11．3―13．7―12．8―13．0―12．7―12．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．7―35．0―48．7―1：01．5―1：14．5―1：27．2―1：39．7―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．3
1
3
6（8，14）－10－（1，13）－9－2－11，7（5，12）－3，4
2（8，14）6（10，13）9（1，7）（12，11，5）3－4

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

勝馬の
紹 介

ハ イ エ ン ド �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2022．3．21 中山17着

2019．4．17生 牡3鹿 母 マザーズデイ 母母 ネ ガ ノ 6戦2勝 賞金 16，200，000円
〔制裁〕 ナムラスワガー号の騎手田中健は，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。

2800810月8日 曇 重 （4阪神4） 第1日 第8競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳53�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

714 メタモルフォーゼ 牝5鹿 55 藤岡 佑介�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 468＋181：23．8 71．8�
510 エトワールジェンヌ 牝3鹿 53 団野 大成福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 500－ 21：23．9� 15．1�
12 ピュアカラー 牝5黒鹿55 �島 克駿 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：24．0� 60．1�
48 キャロライナリーパ 牝4黒鹿55 岩田 望来野嶋 祥二氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 アタマ 7．2�
612 リーベサンライズ 牝4黒鹿55 富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 434－101：24．2� 33．5	
815 ミレヴィーナス 牝3鹿 53 松山 弘平岡田 隆寛氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田牧場 436－ 21：24．41� 5．3

47 アイヴォリーアイ 牝4芦 55 吉田 隼人 �京都ホースレーシング 坂口 智康 日高 ナカノファーム 494＋ 21：24．5クビ 8．6�
816 ア フ ァ ン 牝3栗 53 藤懸 貴志合同会社雅苑興業 平田 修 新冠 森永 聡 486－ 21：24．6� 3．9�
611 ドリームアゲイン 牝4鹿 55 幸 英明前田 幸治氏 田中 克典 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 41：24．7� 7．9
11 リ ノ ア ラ 牝3黒鹿 53

52 ☆小沢 大仁�下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 424＋ 21：24．91� 13．0�
35 テーオーアラジン 牝3黒鹿 53

50 ▲角田 大河小笹 公也氏 宮 徹 新冠 村上 進治 468－ 61：26．07 158．6�
36 クロンヌドラレーヌ 牝3鹿 53

49 ★今村 聖奈ライオンレースホース� 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 434＋ 41：26．85 6．7�
59 シ ロ ン 牝3鹿 53 坂井 瑠星山本 律氏 高柳 大輔 日高 藤本 直弘 B518＋101：26．9� 33．9�
713 ナムラデイリリー 牝3黒鹿 53

52 ☆泉谷 楓真奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 472－ 21：27．0� 78．6�
24 ミヤジネズコ 牝3黒鹿 53

49 ★永島まなみ曽我 司氏 鈴木 孝志 浦河 村中牧場 518－ 21：27．1� 43．4�
23 テーオーシャルマン 牝3青鹿53 城戸 義政小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 456－ 61：28．59 124．4�
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売 得 金
単勝： 51，633，000円 複勝： 86，049，800円 枠連： 23，429，500円
馬連： 95，391，000円 馬単： 35，984，600円 ワイド： 95，533，300円
3連複： 157，494，100円 3連単： 144，060，000円 計： 689，575，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，180円 複 勝 � 1，140円 � 470円 � 1，300円 枠 連（5－7） 16，280円

馬 連 �� 50，840円 馬 単 �� 121，020円

ワ イ ド �� 9，810円 �� 15，390円 �� 10，070円

3 連 複 ��� 518，070円 3 連 単 ��� 2，611，080円

票 数

単勝票数 計 516330 的中 � 5751（13番人気）
複勝票数 計 860498 的中 � 19302（11番人気）� 51866（8番人気）� 16774（13番人気）
枠連票数 計 234295 的中 （5－7） 1115（31番人気）
馬連票数 計 953910 的中 �� 1454（84番人気）
馬単票数 計 359846 的中 �� 223（172番人気）
ワイド票数 計 955333 的中 �� 2516（69番人気）�� 1600（88番人気）�� 2452（70番人気）
3連複票数 計1574941 的中 ��� 228（456番人気）
3連単票数 計1440600 的中 ��� 40（2588番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．8―12．2―12．2―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．1―33．9―46．1―58．3―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メタモルフォーゼ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．12．15 阪神3着

2017．3．25生 牝5鹿 母 エンブレイス 母母 ペシェミョン 21戦2勝 賞金 25，090，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーシャルマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月8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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アーダレイ号・ヴィレーヌ号・ヤマカツパトリシア号
（非抽選馬） 1頭 テーオーエルサ号



2800910月8日 曇 良 （4阪神4） 第1日 第9競走 ��1，600�
せ と な い か い

瀬 戸 内 海 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）

3歳以上，2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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

33 アルナシーム 牡3鹿 55 福永 祐一ライオンレースホース� 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：32．5 2．1�

22 ララヴォルシエル 牡3鹿 55 和田 竜二フジイ興産� 辻野 泰之 新ひだか 土田農場 428－ 41：32．81� 2．6�
（法942）

44 トーホウディアス 牡4栗 57 武 豊東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社
吉田ファーム 444＋ 4 〃 クビ 12．4�

11 ペドラフォルカ 牝4鹿 55 古川 吉洋下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 464＋ 21：33．43� 56．2�
45 ヴァンルーラー 牝3鹿 53 小沢 大仁サイプレスホール

ディングス合同会社 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 クビ 13．8�
813 マテンロウエール 牡4鹿 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 524－ 21：33．5クビ 7．3	
68 テーオーアマゾン 牡6青鹿57 池添 謙一小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 2 〃 ハナ 45．0

56 ジ ャ ッ カ ル 牡4青鹿57 松山 弘平平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 502＋ 4 〃 クビ 46．3�
710 デルマセイシ 牝4青鹿55 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B476－ 81：33．6� 89．6�
57 サ ヴ ァ イ ヴ 牡5青 57 �島 克駿中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480± 0 〃 ハナ 39．9
711 メイショウドウドウ 牡7黒鹿57 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 480－101：33．8� 78．3�
812 マルモネオフォース 牝6鹿 55 富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 522＋ 41：34．01� 128．7�
69 ハローユニコーン 牝8鹿 55 坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 482＋ 4 〃 ハナ 107．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 59，681，800円 複勝： 77，572，400円 枠連： 23，351，000円
馬連： 101，002，600円 馬単： 47，484，500円 ワイド： 95，657，800円
3連複： 177，264，200円 3連単： 246，253，700円 計： 828，268，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（2－3） 240円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 150円 �� 310円 �� 330円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 1，910円

票 数

単勝票数 計 596818 的中 � 220413（1番人気）
複勝票数 計 775724 的中 � 228599（1番人気）� 201469（2番人気）� 58162（4番人気）
枠連票数 計 233510 的中 （2－3） 72775（1番人気）
馬連票数 計1010026 的中 �� 302701（1番人気）
馬単票数 計 474845 的中 �� 75525（1番人気）
ワイド票数 計 956578 的中 �� 211616（1番人気）�� 67513（2番人気）�� 62166（4番人気）
3連複票数 計1772642 的中 ��� 228887（2番人気）
3連単票数 計2462537 的中 ��� 93179（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．4―11．5―11．5―11．6―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．2―46．7―58．2―1：09．8―1：20．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルナシーム �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．7．4 函館1着

2019．4．14生 牡3鹿 母 ジュベルアリ 母母 ドバイマジェスティ 7戦3勝 賞金 48，482，000円

2801010月8日 曇 良 （4阪神4） 第1日 第10競走 ��1，400�
えびすばし

戎橋ステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．10．9以降R4．10．2まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および
未勝利馬；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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

59 エルカスティージョ 牝4鹿 54 団野 大成 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468－ 21：19．7 8．9�
47 ルチェカリーナ 牝4栗 53 和田 竜二加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 488＋121：19．91 11．2�
12 メイショウホシアイ 牝4栗 53 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 496＋ 8 〃 ハナ 2．8�
713 バ ル ト リ 牝5黒鹿53 松山 弘平ゴドルフィン 蛯名 正義 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 4 〃 クビ 12．1�
818 バトーデュシエル 牝5鹿 53 横山 典弘山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B492＋101：20．0クビ 44．3�
612 エ グ レ ム ニ 牡5鹿 55 松若 風馬吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 クビ 113．4	
816 インフィナイト 牝4黒鹿52 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 518＋12 〃 アタマ 16．7

714 アルーリングウェイ 牝3黒鹿53 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 61：20．1クビ 3．3�
715 ビ ア イ 牝5青鹿53 川須 栄彦副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B510＋ 4 〃 ハナ 30．4�
817 フォースオブウィル �5栗 55 丸山 元気柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 436－ 41：20．2� 53．1
48 マルカエイペックス 牝5黒鹿52 小沢 大仁日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 470＋201：20．3� 51．1�
23 グ ラ ン レ イ 牡5鹿 56 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 464－ 21：20．4� 24．1�
611 タイキスウォード 牡5栗 54 岩田 望来�大樹ファーム 橋田 満 新ひだか 木村 秀則 476－ 21：20．5� 59．5�
510 トオヤリトセイト 牡6青鹿55 北村 友一村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 492＋ 41：20．71� 40．4�
24 トウカイオラージュ 牡6栗 54 	島 克駿内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 496－ 61：20．8� 33．2�
11 ダ ッ チ マ ン �5青鹿54 角田 大河小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B468＋ 41：21．0� 180．9�
36 トミケンボハテル 牡8芦 52 泉谷 楓真佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 藤本ファーム 496＋ 41：21．1� 293．9�
35 エターナリー 牡5栗 54 吉田 隼人吉田 晴哉氏 辻野 泰之 安平 追分ファーム 460＋ 61：21．41� 34．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 64，232，100円 複勝： 102，799，900円 枠連： 31，650，600円
馬連： 144，712，900円 馬単： 53，292，600円 ワイド： 126，398，700円
3連複： 237，205，300円 3連単： 240，696，300円 計： 1，000，988，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 220円 � 270円 � 140円 枠 連（4－5） 2，640円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 550円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 25，320円

票 数

単勝票数 計 642321 的中 � 57311（3番人気）
複勝票数 計1027999 的中 � 110207（3番人気）� 82513（4番人気）� 233421（1番人気）
枠連票数 計 316506 的中 （4－5） 9259（12番人気）
馬連票数 計1447129 的中 �� 27214（12番人気）
馬単票数 計 532926 的中 �� 4583（28番人気）
ワイド票数 計1263987 的中 �� 23682（12番人気）�� 60383（3番人気）�� 63966（2番人気）
3連複票数 計2372053 的中 ��� 54436（5番人気）
3連単票数 計2406963 的中 ��� 6890（56番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．8―11．2―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．5―33．3―44．5―55．9―1：07．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．2
3 16，18（2，4）（5，15）（3，8，9）－（7，14）1（11，13）6，17（10，12） 4 ・（16，18）（2，15）（4，9）（3，5）（8，14，13）（1，7）11（6，17）（10，12）

勝馬の
紹 介

エルカスティージョ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．12．20 阪神1着

2018．5．2生 牝4鹿 母 エルミラドール 母母 アドマイヤサンデー 12戦4勝 賞金 76，935，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エピローグ号



2801110月8日 曇 稍重 （4阪神4） 第1日 第11競走 ��
��1，200�大阪スポーツ杯

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

東京スポーツ新聞社賞（1着）
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 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

611 デュアリスト 牡4栗 58 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 502± 01：10．0 5．1�
12 クロジシジョー 牡3青鹿54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 日高 増尾牧場 440＋ 81：10．42 5．2�
816 レシプロケイト 牡6栗 57 川田 将雅ゴドルフィン 	島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 81：10．5
 4．8�
47 オーヴァーネクサス 牡5鹿 56 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 504＋ 2 〃 クビ 8．5�
48 � サイモンハロルド 牡5鹿 56 松山 弘平澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 454± 01：10．6
 23．9	
713 シャイニーブランコ 牡6芦 56 池添 謙一小林 昌志氏 小林 真也 平取 雅 牧場 456± 01：10．7� 31．0

11 ボイラーハウス 牡4鹿 56 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 504＋ 41：10．8クビ 11．7�
36 スナークダヴィンチ 牡5鹿 56 岩田 望来杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 488± 0 〃 アタマ 10．3�
510 デンコウリジエール 牡5鹿 57 松田 大作松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 474＋ 4 〃 クビ 42．3
612 ガ ン ケ ン 牡6黒鹿56 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B534＋ 41：11．01 62．8�
714 ジェネティクス 牡5鹿 57 団野 大成 �キャロットファーム 西村 真幸 新ひだか 村上牧場 B520＋ 2 〃 クビ 6．9�
815 メイショウミライ 牡7栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 504＋ 21：11．1
 93．5�
35 ダノングリスター 6鹿 56 今村 聖奈�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B492＋ 21：11．52 94．4�
24 ウルトラマリン 牝5栗 55 武 豊 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 492± 01：12．13
 19．9�
23 ロードエース 牡7鹿 56 泉谷 楓真 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 494－ 81：12．42 164．3�
59 � ボンボンショコラ 牝5黒鹿54 松若 風馬田頭 勇貴氏 小崎 憲 新冠 武田牧場 486＋ 61：12．5� 41．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 113，454，600円 複勝： 158，824，800円 枠連： 61，939，800円
馬連： 300，430，800円 馬単： 102，615，800円 ワイド： 231，894，800円
3連複： 526，449，200円 3連単： 530，746，800円 計： 2，026，356，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 180円 � 170円 枠 連（1－6） 1，100円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 700円 �� 610円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 13，670円

票 数

単勝票数 計1134546 的中 � 175154（2番人気）
複勝票数 計1588248 的中 � 198008（3番人気）� 229366（2番人気）� 257261（1番人気）
枠連票数 計 619398 的中 （1－6） 43399（3番人気）
馬連票数 計3004308 的中 �� 138888（3番人気）
馬単票数 計1026158 的中 �� 24169（6番人気）
ワイド票数 計2318948 的中 �� 83465（4番人気）�� 97295（3番人気）�� 121618（1番人気）
3連複票数 計5264492 的中 ��� 160888（1番人気）
3連単票数 計5307468 的中 ��� 28129（11番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．1―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュアリスト �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 End Sweep デビュー 2020．7．4 阪神1着

2018．5．15生 牡4栗 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー 11戦5勝 賞金 94，187，000円
［他本会外：2戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）14頭 アッシェンプッテル号・アルジャンナ号・アーバンイェーガー号・カリボール号・ゴールドレガシー号・

ショウナンアニメ号・ショックアクション号・スウィープザボード号・ゼンノアンジュ号・ダノンテイオー号・
テンハッピーローズ号・ミヤマザクラ号・ラインベック号・リプレーザ号

2801210月8日 晴 稍重 （4阪神4） 第1日 第12競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）

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
1：48．5
1：47．6

重
重

44 ヘラルドバローズ 牡3鹿 55 松山 弘平猪熊 広次氏 寺島 良 新ひだか 服部 牧場 490＋ 21：51．6 1．5�
68 スーパーチーフ 牡3鹿 55 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 486± 0 〃 クビ 4．3�
11 キョウワウォール 牡6黒鹿57 中井 裕二浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B478＋101：52．13 15．4�
711 グレースルビー 牝5鹿 55 岩田 望来本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 B466± 01：52．41� 105．9�
56 サンバデジャネイロ 牝4黒鹿55 団野 大成幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B452＋ 41：52．71� 51．8�
813 サイモンルモンド �5栗 57

54 ▲角田 大河澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 B454＋121：52．91	 70．9	
710
 アメリカンエール 牡4芦 57 菱田 裕二 
吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B494－ 41：53．0� 61．7�
22 テイエムマジック 牡4栗 57 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 梅田牧場 B504＋ 41：53．1� 39．1�
45 テーオードレフォン 牡3栗 55 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 Wing Farm 488± 01：53．2� 5．6
57 ワイドレッジャドロ 牡5黒鹿57 幸 英明幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 514＋ 21：53．73 33．9�
69 クリノカポネ �7鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 21：54．33� 245．8�
812 シゲルヒカルダイヤ 牡6鹿 57 秋山真一郎森中 蕃氏 藤沢 則雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B532＋ 81：54．4アタマ 83．4�
33 エバーサニーハート 牡4黒鹿 57

53 ★永島まなみ堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 B488－ 82：00．5大差 143．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 75，428，300円 複勝： 113，862，700円 枠連： 32，143，400円
馬連： 124，969，300円 馬単： 67，298，100円 ワイド： 112，921，900円
3連複： 220，236，600円 3連単： 349，571，600円 計： 1，096，431，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（4－6） 280円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 160円 �� 270円 �� 470円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，240円

票 数

単勝票数 計 754283 的中 � 387157（1番人気）
複勝票数 計1138627 的中 � 594620（1番人気）� 189191（2番人気）� 70612（4番人気）
枠連票数 計 321434 的中 （4－6） 87713（1番人気）
馬連票数 計1249693 的中 �� 309462（1番人気）
馬単票数 計 672981 的中 �� 120052（1番人気）
ワイド票数 計1129219 的中 �� 213983（1番人気）�� 100992（3番人気）�� 49770（5番人気）
3連複票数 計2202366 的中 ��� 206815（2番人気）
3連単票数 計3495716 的中 ��� 112923（3番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．3―12．3―12．3―12．2―12．4―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．9―49．2―1：01．5―1：13．7―1：26．1―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヘラルドバローズ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Arch デビュー 2021．9．12 中京2着

2019．4．23生 牡3鹿 母 ホワットアスポット 母母 Eversmile 8戦3勝 賞金 40，436，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エバーサニーハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月8日まで平地

競走に出走できない。
※テイエムマジック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（4阪神4）第1日 10月8日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 156頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

227，590，000円
31，340，000円
1，650，000円
28，260，000円
70，626，000円
4，703，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
633，443，200円
970，824，500円
246，980，800円
1，102，886，100円
486，083，400円
980，801，800円
1，845，733，800円
2，263，424，800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 8，530，178，400円

総入場人員 9，255名 （有料入場人員 8，985名）
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