
2806110月22日 曇 良 （4阪神4） 第6日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時00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

33 ゼットリアン 牡2鹿 55 坂井 瑠星�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか フジワラフアーム 442－ 41：26．4 2．0�
68 キングオブザナイル 牡2鹿 55 柴山 雄一 Him Rock Racing

ホールディングス� 畑端 省吾 浦河 �川 啓一 490＋ 41：26．5� 8．6�
812 エーティースピカ 牝2鹿 54

51 ▲川端 海翼荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 496－ 2 〃 クビ 114．5�
67 マンノライトニング 牡2栗 55 岩田 康誠萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 448± 01：27．24 41．2�
811 ミヤジシャルマン 牡2黒鹿55 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 日高 タバタファーム 478＋181：27．51� 66．6	
79 ダディーズウォリア 牡2栗 55 幸 英明田島 大史氏 千田 輝彦 浦河 日進牧場 446－ 21：27．71 17．9

710 ダンツターセル 牡2鹿 55 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 矢野牧場 486± 0 〃 ハナ 11．6�
56 メイショウギシオー 牡2栗 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 518＋ 41：28．23 4．7�
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 490＋ 61：28．3� 11．2
22 ホワイトキャンバス 牡2芦 55 藤岡 康太�フクキタル 小林 真也 新冠 パカパカ

ファーム 474± 01：28．72� 53．2�
11 � エレガントメイデン 牝2栗 54 吉田 隼人福盛 訓之氏 高橋 義忠 米 Jane

Schosberg 458－181：28．9� 23．8�
55 モズマスターピース 牡2鹿 55 �島 克駿 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 482＋ 41：29．64 25．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，027，100円 複勝： 56，911，500円 枠連： 9，241，400円
馬連： 51，424，300円 馬単： 23，204，700円 ワイド： 49，466，200円
3連複： 79，669，000円 3連単： 85，334，200円 計： 395，278，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 210円 � 1，220円 枠 連（3－6） 680円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，900円 �� 7，490円

3 連 複 ��� 24，000円 3 連 単 ��� 64，570円

票 数

単勝票数 計 400271 的中 � 163204（1番人気）
複勝票数 計 569115 的中 � 248449（1番人気）� 51255（3番人気）� 6130（12番人気）
枠連票数 計 92414 的中 （3－6） 10408（3番人気）
馬連票数 計 514243 的中 �� 46423（3番人気）
馬単票数 計 232047 的中 �� 13411（3番人気）
ワイド票数 計 494662 的中 �� 38461（3番人気）�� 4109（32番人気）�� 1570（55番人気）
3連複票数 計 796690 的中 ��� 2489（74番人気）
3連単票数 計 853342 的中 ��� 958（217番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―12．6―13．0―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．2―47．8―1：00．8―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼットリアン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．10．9 阪神2着

2020．5．13生 牡2鹿 母 ネオシルヴィア 母母 トレヴィサンライズ 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

2806210月22日 曇 良 （4阪神4） 第6日 第2競走 ��1，200�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
1：08．6
1：07．5

良
良

33 ル ー フ 牝2鹿 54 坂井 瑠星白 日光氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 智広 486－ 41：09．5 1．4�
55 イ ナ フ セ ド 牡2芦 55 藤岡 康太ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 41：10．24 7．8�
11 ミレクイーン 牝2鹿 54 池添 謙一ミレレーシング 池添 兼雄 新冠 有限会社 大

作ステーブル 460＋ 41：10．3� 13．3�
66 グランツベリー 牝2黒鹿54 北村 友一広尾レース� 田中 克典 新ひだか 木村 秀則 430± 01：10．4� 6．2�
78 スイープラン 牝2黒鹿54 横山 典弘岡村 善行氏 渡辺 薫彦 日高 門別牧場 462＋ 61：10．51 65．4�
89 リリーバローズ 牝2黒鹿54 岩田 康誠猪熊 広次氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 442－ 2 〃 ハナ 51．1	
22 タイセイトリオンフ 牡2栗 55 吉田 隼人田中 成奉氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 492± 01：10．6� 27．8

44 ヨウシタンレイ 牝2鹿 54 幸 英明中内田克二氏 松永 昌博 新ひだか 岡田 猛 452± 01：10．7� 10．7�
77 メイショウフェリオ 牝2芦 54 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 428－ 41：10．8� 147．9�
810 サンタジュリア 牡2青鹿55 �島 克駿�G1レーシング 安田 翔伍 安平 追分ファーム B478＋101：12．8大差 183．6
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売 得 金
単勝： 35，860，700円 複勝： 122，855，300円 枠連： 7，436，800円
馬連： 41，226，500円 馬単： 28，973，200円 ワイド： 38，260，700円
3連複： 56，030，300円 3連単： 118，274，700円 計： 448，918，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 190円 枠 連（3－5） 390円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 200円 �� 260円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 2，390円

票 数

単勝票数 計 358607 的中 � 195721（1番人気）
複勝票数 計1228553 的中 � 957399（1番人気）� 58653（3番人気）� 40019（5番人気）
枠連票数 計 74368 的中 （3－5） 14715（2番人気）
馬連票数 計 412265 的中 �� 74741（2番人気）
馬単票数 計 289732 的中 �� 39640（2番人気）
ワイド票数 計 382607 的中 �� 56761（2番人気）�� 37829（4番人気）�� 11538（10番人気）
3連複票数 計 560303 的中 ��� 40607（5番人気）
3連単票数 計1182747 的中 ��� 35779（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．8―11．6―10．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．8―47．4―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ー フ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fastnet Rock デビュー 2022．9．18 中山3着

2020．3．19生 牝2鹿 母 ラスエモーショネス 母母 Dahlia’s Krissy 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ルーフ号の騎手坂井瑠星は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンタジュリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月22日まで平地競

走に出走できない。

第４回 阪神競馬 第６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



2806310月22日 晴 良 （4阪神4） 第6日 第3競走 1，800�2歳新馬
発走11時05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

11 バリアントバイオ 牡2栗 55 和田 竜二バイオ� 今野 貞一 日高 中館牧場 512 ―1：55．8 17．8�
810 マテンロウイーグル 牡2鹿 55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 村上 欽哉 538 ―1：57．18 12．0�
22 タイセイウォリアー 牡2鹿 55 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 482 ―1：57．2� 11．5�
33 スマートアイ 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 520 ―1：57．62� 2．0�
55 ジ ー フ ァ ー 牝2鹿 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 寺島 良 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 466 ―1：57．8� 5．7�

44 アグネスシュウ �2鹿 55 松若 風馬渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 508 ― 〃 クビ 12．7	
78 セイグッドラック 牡2栗 55 浜中 俊金田 成基氏 加用 正 様似 富田 恭司 498 ―1：57．9クビ 5．6

66 ハクアイジュピター 牡2黒鹿55 岩田 康誠 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 浦河 中神牧場 504 ―1：58．43 34．2�
77 ロ ハ 牝2鹿 54 �島 克駿森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 478 ―2：01．4大差 85．0�
89 ヨシノフラワー 牝2鹿 54 酒井 学清水 義德氏 武 英智 浦河 ガーベラパー

クスタツド 478 ―2：11．1大差 116．5
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売 得 金
単勝： 34，178，000円 複勝： 31，694，200円 枠連： 5，781，900円
馬連： 35，386，000円 馬単： 20，058，100円 ワイド： 30，228，000円
3連複： 47，569，100円 3連単： 67，792，000円 計： 272，687，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 470円 � 380円 � 300円 枠 連（1－8） 6，600円

馬 連 �� 7，770円 馬 単 �� 18，360円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 1，610円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 20，810円 3 連 単 ��� 176，160円

票 数

単勝票数 計 341780 的中 � 16208（7番人気）
複勝票数 計 316942 的中 � 16787（7番人気）� 22114（6番人気）� 29244（4番人気）
枠連票数 計 57819 的中 （1－8） 678（21番人気）
馬連票数 計 353860 的中 �� 3526（23番人気）
馬単票数 計 200581 的中 �� 819（48番人気）
ワイド票数 計 302280 的中 �� 3634（24番人気）�� 4843（20番人気）�� 5855（17番人気）
3連複票数 計 475691 的中 ��� 1714（52番人気）
3連単票数 計 677920 的中 ��� 279（342番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―14．0―12．6―12．6―13．0―13．0―13．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―39．1―51．7―1：04．3―1：17．3―1：30．3―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バリアントバイオ �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 アルデバランⅡ 初出走

2020．5．5生 牡2栗 母 エスカレートバイオ 母母 アマゾネスバイオ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨシノフラワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月22日まで平地競

走に出走できない。
※ジーファー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2806410月22日 晴 良 （4阪神4） 第6日 第4競走 1，400�2歳新馬
発走11時35分 （芝・右）

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
1：20．1
1：20．1

良
良

35 サザーランド 牝2鹿 54 北村 友一�下河辺牧場 小林 真也 日高 下河辺牧場 432 ―1：21．9 8．0�
11 ユ リ ー シ ャ 牝2栗 54 松若 風馬竹下 佳利氏 中村 直也 新冠 スカイビーチステーブル 462 ―1：22．0� 12．9�
24 フクノカトレア 牝2鹿 54 和田 竜二佐藤 範夫氏 鈴木 孝志 新ひだか 下屋敷牧場 430 ―1：22．1クビ 11．7�
713 ベ ガ リ ス 牝2鹿 54 秋山真一郎杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 426 ― 〃 クビ 50．2�
48 ローズバルサム 牝2黒鹿54 浜中 俊�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434 ―1：22．2� 11．1	
47 サンポーニャ 牝2鹿 54 坂井 瑠星金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 436 ― 〃 ハナ 2．3

59 コ ト ヴ ィ ア 牝2鹿 54 松田 大作広尾レース� 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 454 ―1：22．4� 19．2�
12 ミヤジトレヴ 牝2青鹿54 吉田 隼人曽我 司氏 川村 禎彦 日高 天羽牧場 512 ―1：22．72 36．4�
23 オリビアミノル 牝2鹿 54 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 470 ―1：22．8クビ 25．1
817 ジューンオレンジ 牝2芦 54 藤岡 康太吉川 潤氏 長谷川浩大 浦河 ヒダカフアーム 460 ―1：22．9� 6．4�
714 コイニョウボウ 牝2黒鹿54 酒井 学岡 浩二氏 中尾 秀正 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 402 ― 〃 アタマ 108．9�
611 ニシノルーナ 牝2青鹿54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 前田ファーム 416 ―1：23．43 104．9�
510 タイセイシャルム 牝2鹿 54 国分 恭介田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 飛野牧場 472 ―1：23．5� 56．1�
36 ケンブレンデント 牝2鹿 54 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454 ― 〃 クビ 210．3�
612 デュアルモーション 牝2青鹿54 岩田 康誠前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 436 ―1：24．13� 69．5�
818 ホッコーアリス 牝2鹿 54 池添 謙一北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 450 ―1：25．05 56．4�
816 ベルフランシール 牝2黒鹿 54

51 ▲大久保友雅内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 400 ―1：25．21� 320．3�
715 セントランサス 牝2鹿 54 �島 克駿 �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 394 ―1：25．73 64．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，869，200円 複勝： 39，600，300円 枠連： 14，114，300円
馬連： 41，151，700円 馬単： 19，155，100円 ワイド： 42，738，700円
3連複： 67，526，200円 3連単： 66，607，300円 計： 327，762，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 240円 � 330円 � 310円 枠 連（1－3） 2，350円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，290円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 11，160円 3 連 単 ��� 51，750円

票 数

単勝票数 計 368692 的中 � 38354（3番人気）
複勝票数 計 396003 的中 � 47749（3番人気）� 29445（6番人気）� 32170（4番人気）
枠連票数 計 141143 的中 （1－3） 4654（12番人気）
馬連票数 計 411517 的中 �� 11630（8番人気）
馬単票数 計 191551 的中 �� 2654（16番人気）
ワイド票数 計 427387 的中 �� 12700（8番人気）�� 8479（11番人気）�� 5866（18番人気）
3連複票数 計 675262 的中 ��� 4536（32番人気）
3連単票数 計 666073 的中 ��� 933（140番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―11．8―11．5―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―46．9―58．4―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 5，7（1，10，13）2（4，3）（9，14）6，11（17，18）－8－（12，15）16 4 ・（5，7，13）（1，10）（4，2）（9，3）14，6（11，17）8，18，12－15－16

勝馬の
紹 介

サザーランド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sinndar 初出走

2020．4．16生 牝2鹿 母 タ ー キ ー 母母 カーラパワー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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 アズワンウイッシュ号



2806510月22日 晴 良 （4阪神4） 第6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 900，000
900，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

89 シングザットソング 牝2黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432 ―1：37．6 3．0�

55 セーヌドゥレーヴ 牝2栗 54 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 460 ― 〃 クビ 3．5�

810 ア ラ メ ダ 牝2青鹿54 �島 克駿金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444 ―1：37．91� 5．1�

11 ワイドカイゼリン 牝2鹿 54 和田 竜二幅田 昌伸氏 奥村 豊 日高 槇本牧場 482 ― 〃 クビ 17．0�
22 マ チ カ ゼ 牡2鹿 55 武 豊藤田 晋氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 494 ― 〃 同着 8．3	
66 ヒルデブランド 牡2黒鹿55 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 502 ―1：38．21� 40．4

77 ロードフォーステル 牡2鹿 55 松若 風馬 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 460 ―1：38．31 7．8�
33 カッティングジェム 牡2黒鹿55 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 498 ―1：38．4� 30．4�
44 テイエムアンジェロ 牝2鹿 54 国分 優作竹園 正繼氏 畑端 省吾 新ひだか 田上 徹 456 ―1：38．93 191．5
78 プレンティーハーツ 牝2鹿 54 北村 友一中村 孝氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：41．6大差 78．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，086，800円 複勝： 41，038，700円 枠連： 9，723，800円
馬連： 46，560，100円 馬単： 22，358，800円 ワイド： 38，205，100円
3連複： 66，716，300円 3連単： 86，062，400円 計： 350，752，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（5－8） 310円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 240円 �� 240円 �� 240円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 2，310円

票 数

単勝票数 計 400868 的中 � 110469（1番人気）
複勝票数 計 410387 的中 � 101360（1番人気）� 77331（3番人気）� 80453（2番人気）
枠連票数 計 97238 的中 （5－8） 23779（1番人気）
馬連票数 計 465601 的中 �� 67125（1番人気）
馬単票数 計 223588 的中 �� 16939（1番人気）
ワイド票数 計 382051 的中 �� 41001（1番人気）�� 40123（3番人気）�� 40369（2番人気）
3連複票数 計 667163 的中 ��� 103567（1番人気）
3連単票数 計 860624 的中 ��� 26923（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．7―37．8―51．0―1：03．6―1：15．6―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．0
3 ・（6，7）（5，2，8）（1，9，10）3，4 4 ・（6，7）（5，2，8）（1，9，10）（3，4）

勝馬の
紹 介

シングザットソング �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 My Golden Song 初出走

2020．1．27生 牝2黒鹿 母 ザガールインザットソング 母母 Belle of the Band 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 セーヌドゥレーヴ号の騎手坂井瑠星は，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：2番）

2806610月22日 晴 良 （4阪神4） 第6日 第6競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 デルマセドナ 牝3青鹿53 坂井 瑠星浅沼 廣幸氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 470± 01：53．8 5．2�
33 メイショウホタルビ 牝4栗 55 和田 竜二松本 和子氏 大橋 勇樹 浦河 赤田牧場 432＋ 2 〃 クビ 10．7�
78 ワイドアウェイク 牝4栗 55 �島 克駿 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 492－ 41：54．22 85．6�
811 ドゥライトアルディ 牝3鹿 53 藤岡 康太安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 B502± 01：54．3� 8．6�
67 カレンラファータ 牝3鹿 53 池添 謙一鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 平取 びらとり牧場 438－ 21：54．4� 3．3�
79 テリオスリノ 牝3黒鹿53 国分 優作鈴木美江子氏 松下 武士 森 笹川大晃牧場 436－ 41：54．5� 113．7	
22 マリオンエール 牝4鹿 55 森 裕太朗サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 470－ 41：54．92� 21．4

66 エ グ モ ン ト 牝3黒鹿53 田中 健 KAJIMOTOホー

ルディングス� 中村 直也 日高 前川 義則 522＋ 41：55．96 8．4�
44 � リ ツ ィ タ ル 牝4栗 55 北村 友一永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 402＋ 11：56．11 98．0�
55 ヤマカツパトリシア 牝5青 55

52 ▲大久保友雅山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 21：56．2� 11．9
810 ルクスレガート 牝3芦 53 幸 英明�ルクス 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 436＋121：57．47 3．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，060，600円 複勝： 35，303，700円 枠連： 9，483，700円
馬連： 45，379，600円 馬単： 19，284，600円 ワイド： 37，559，700円
3連複： 64，502，100円 3連単： 72，696，700円 計： 308，270，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 260円 � 1，760円 枠 連（1－3） 1，990円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 590円 �� 5，050円 �� 6，090円

3 連 複 ��� 37，550円 3 連 単 ��� 110，950円

票 数

単勝票数 計 240606 的中 � 36680（3番人気）
複勝票数 計 353037 的中 � 47666（3番人気）� 38116（4番人気）� 4160（9番人気）
枠連票数 計 94837 的中 （1－3） 3682（8番人気）
馬連票数 計 453796 的中 �� 21405（8番人気）
馬単票数 計 192846 的中 �� 4963（12番人気）
ワイド票数 計 375597 的中 �� 17782（6番人気）�� 1838（34番人気）�� 1521（37番人気）
3連複票数 計 645021 的中 ��� 1288（76番人気）
3連単票数 計 726967 的中 ��� 475（312番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．4―12．6―12．6―12．4―12．7―12．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．8―50．4―1：03．0―1：15．4―1：28．1―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

デルマセドナ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．12．25 阪神4着

2019．5．17生 牝3青鹿 母 ブランニューカップ 母母 シルヴァーカップ 7戦2勝 賞金 17，300，000円



2806710月22日 晴 良 （4阪神4） 第6日 第7競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

22 ダークエクリプス 牡3青鹿55 吉田 隼人矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 480± 01：59．9 7．6�
33 � マテンロウアレス �4鹿 57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 492＋ 6 〃 アタマ 10．7�
44 オメガデラックス �5黒鹿57 池添 謙一原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 442＋102：00．11 18．2�
55 インザオベーション 牝3黒鹿53 藤岡 康太フィールドレーシング 武 幸四郎 洞	湖 レイクヴィラファーム 460－ 42：00．21 2．8�
66 アルファヒディ 牡3鹿 55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B492＋ 42：00．41
 2．6�
89 アランヴェリテ 牡3芦 55 �島 克駿加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 22：00．71� 30．5	
77 バリコノユメ 牝4栗 55 藤懸 貴志大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 496＋162：00．91
 5．5

88 ヴィンテージボンド 牡3黒鹿55 和田 竜二 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 ハナ 43．9�
11 エ バ ー マ ノ 牝5黒鹿55 幸 英明宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 476－ 62：01．0 100．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，989，400円 複勝： 39，406，500円 枠連： 7，778，500円
馬連： 47，190，900円 馬単： 24，416，600円 ワイド： 41，312，100円
3連複： 69，735，600円 3連単： 98，448，000円 計： 370，277，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 220円 � 280円 � 380円 枠 連（2－3） 3，750円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，350円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 11，470円 3 連 単 ��� 51，420円

票 数

単勝票数 計 419894 的中 � 43834（4番人気）
複勝票数 計 394065 的中 � 51772（4番人気）� 36942（5番人気）� 24200（6番人気）
枠連票数 計 77785 的中 （2－3） 1605（16番人気）
馬連票数 計 471909 的中 �� 10916（14番人気）
馬単票数 計 244166 的中 �� 2982（26番人気）
ワイド票数 計 413121 的中 �� 9780（14番人気）�� 7875（17番人気）�� 7148（19番人気）
3連複票数 計 697356 的中 ��� 4558（35番人気）
3連単票数 計 984480 的中 ��� 1388（168番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．1―34．9―47．4―59．9―1：12．5―1：25．0―1：36．4―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．9
1
3
9－6－8（5，7）2，3，4－1
9，6，7（5，8，4）2－3，1

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

勝馬の
紹 介

ダークエクリプス 
�
父 ドゥラメンテ 

�
母父 Woodman デビュー 2021．8．8 函館1着

2019．4．14生 牡3青鹿 母 スターズインハーアイズ 母母 Wind In Her Hair 4戦2勝 賞金 16，200，000円

2806810月22日 晴 良 （4阪神4） 第6日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時55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
1：48．5
1：47．6

重
重

22 ケイアイシェルビー 牡4鹿 57 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 472± 01：52．9 3．5�
11 ワンダフルトゥデイ 牡3黒鹿55 幸 英明 �京都ホースレーシング 中尾 秀正 新ひだか 前谷 武志 514＋101：53．0クビ 3．7�
33 ワールドハート 牡3黒鹿55 岡田 祥嗣 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 438± 01：53．53 18．1�
44 ワンダーウィルク 牡3芦 55 和田 竜二山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 502＋ 41：53．82 4．1�
77 キングレリック 牡3栗 55 松若 風馬�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 534－ 41：54．43� 26．3	
55 � メイショウピスカリ 牡4黒鹿57 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 斉藤英牧場 436± 01：54．71� 148．7

66 マリオロード 牡3鹿 55 吉田 隼人サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 488＋ 61：55．02 9．8�
88 マルモルーラー 牡4黒鹿57 池添 謙一まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 532＋ 81：55．53 12．1�
89 � ミッドナイトバード 牡3黒鹿55 岩田 康誠�レッドマジック寺島 良 日高 下河辺牧場 522－ 71：55．92� 5．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 36，746，900円 複勝： 43，482，400円 枠連： 8，685，800円
馬連： 51，412，200円 馬単： 23，966，400円 ワイド： 39，683，500円
3連複： 74，961，100円 3連単： 101，682，000円 計： 380，620，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 150円 � 250円 枠 連（1－2） 530円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 290円 �� 710円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 7，380円

票 数

単勝票数 計 367469 的中 � 83941（1番人気）
複勝票数 計 434824 的中 � 112052（1番人気）� 77351（3番人気）� 33065（6番人気）
枠連票数 計 86858 的中 （1－2） 12504（1番人気）
馬連票数 計 514122 的中 �� 73550（1番人気）
馬単票数 計 239664 的中 �� 15146（2番人気）
ワイド票数 計 396835 的中 �� 39865（2番人気）�� 13400（12番人気）�� 10714（15番人気）
3連複票数 計 749611 的中 ��� 27963（8番人気）
3連単票数 計1016820 的中 ��� 9983（17番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―13．6―12．6―12．4―12．6―12．7―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―37．3―49．9―1：02．3―1：14．9―1：27．6―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイシェルビー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smarty Jones デビュー 2020．11．21 阪神8着

2018．5．3生 牡4鹿 母 ケイアイガーベラ 母母 アンナステルツ 9戦2勝 賞金 22，130，000円



2806910月22日 晴 良 （4阪神4） 第6日 第9競走 ��2，000�北 國 新 聞 杯
発走14時25分 （ダート・右）

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
北國新聞社賞（1着）

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

78 ハ イ エ ン ド 牡3鹿 55 坂井 瑠星石川 達絵氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 526－ 22：05．7 2．0�
22 シゲルバクハツ 牡4栗 57 秋山真一郎森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 504± 02：06．02 8．1�
66 ジ ロ ー 牡5鹿 57 水口 優也エムズレーシング 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 482＋ 42：06．42� 86．0�
55 メイショウコジョウ 牡5鹿 57 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 B466± 02：06．5クビ 10．6�
44 フォレストキャット 牝4鹿 55 藤岡 康太武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 476－122：06．6� 6．1�
77 クリノナイスガイ �5栗 57 和田 竜二栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 ダイヤモンドファーム 476＋ 62：07．77 16．4�
11 シルバーエース 牡5芦 57 	島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 470＋102：07．91 4．0	
89 メイショウシロガネ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 464± 02：08．11� 30．9

33 ワイドレッジャドロ 牡5黒鹿57 浜中 俊幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 520＋ 62：09．05 136．7�
810 レッドエンヴィー 牡6鹿 57 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム B502－ 22：09．42� 56．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，753，200円 複勝： 52，761，000円 枠連： 11，735，200円
馬連： 68，239，200円 馬単： 31，702，700円 ワイド： 53，377，500円
3連複： 99，383，300円 3連単： 140，812，900円 計： 500，765，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 190円 � 840円 枠 連（2－7） 710円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，530円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 5，740円 3 連 単 ��� 13，950円

票 数

単勝票数 計 427532 的中 � 167853（1番人気）
複勝票数 計 527610 的中 � 151920（1番人気）� 68319（3番人気）� 10324（9番人気）
枠連票数 計 117352 的中 （2－7） 12808（3番人気）
馬連票数 計 682392 的中 �� 76043（3番人気）
馬単票数 計 317027 的中 �� 24601（3番人気）
ワイド票数 計 533775 的中 �� 45672（3番人気）�� 8401（19番人気）�� 4594（26番人気）
3連複票数 計 993833 的中 ��� 12973（20番人気）
3連単票数 計1408129 的中 ��� 7318（48番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．6―14．0―12．6―11．5―12．0―12．4―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．4―51．4―1：04．0―1：15．5―1：27．5―1：39．9―1：52．7

コーナー
通過順位

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

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

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 7戦3勝 賞金 31，538，000円

2807010月22日 晴 良 （4阪神4） 第6日 第10競走 ��2，400�
ひ ょ う ご

兵 庫 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス，R3．10．23以降R4．10．16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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

810 イ ン プ レ ス 牡3黒鹿53 �島 克駿前田 幸治氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 520－ 42：25．6 4．0�
79 レッドバリエンテ 牡3黒鹿53 和田 竜二 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 474＋ 42：25．7クビ 2．4�
811 タイムオブフライト 牡3鹿 53 池添 謙一�G1レーシング 辻野 泰之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 42：25．8� 5．1�
33 ジ ェ ン ヌ 牝3鹿 51 吉田 隼人エムズレーシング 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 414－ 6 〃 クビ 5．1�
66 � イ ヤ サ カ 牝4芦 53 坂井 瑠星岡田 壮史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 486－ 42：25．9クビ 16．6�
22 レットミーアウト 牝5黒鹿52 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B488－ 22：26．22 29．0	
11 ダノングレーター �6黒鹿54 幸 英明�ダノックス 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B472＋182：26．3クビ 20．9

55 シューラヴァラ 牡4黒鹿55 北村 友一高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 456＋ 82：26．4	 39．3�
78 ナオミラフィネ 牝5栗 53 松若 風馬塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B468± 02：26．82� 86．4�
44 クリノカポネ �7鹿 51 酒井 学栗本 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± 02：27．11� 223．2
67 � リリーブライト 牡4鹿 54 江田 照男 �グリーンファーム西田雄一郎 千歳 社台ファーム 474－ 42：27．42 69．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，086，700円 複勝： 56，503，500円 枠連： 17，336，900円
馬連： 88，814，600円 馬単： 39，813，300円 ワイド： 65，482，700円
3連複： 133，535，700円 3連単： 184，290，100円 計： 634，863，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 110円 � 150円 枠 連（7－8） 270円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 210円 �� 380円 �� 260円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 3，750円

票 数

単勝票数 計 490867 的中 � 97298（2番人気）
複勝票数 計 565035 的中 � 99731（2番人気）� 159975（1番人気）� 82934（4番人気）
枠連票数 計 173369 的中 （7－8） 48653（1番人気）
馬連票数 計 888146 的中 �� 137541（1番人気）
馬単票数 計 398133 的中 �� 25526（4番人気）
ワイド票数 計 654827 的中 �� 87882（1番人気）�� 39248（5番人気）�� 64917（3番人気）
3連複票数 計1335357 的中 ��� 137858（1番人気）
3連単票数 計1842901 的中 ��� 35609（7番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．7―12．5―12．5―12．1―12．3―12．0―11．8―11．8―11．0―12．1

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―24．8―37．5―50．0―1：02．5―1：14．6―1：26．9―1：38．9―1：50．7―2：02．5―2：13．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イ ン プ レ ス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Dr Fong デビュー 2021．9．26 中京2着

2019．3．24生 牡3黒鹿 母 ベアトリスⅡ 母母 Brangane 6戦3勝 賞金 35，244，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2807110月22日 晴 良 （4阪神4） 第6日 第11競走 ��
��1，400�オータムリーフステークス

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600万円毎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）

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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

36 オーヴァーネクサス 牡5鹿 57 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± 01：23．6 8．0�

815 ケイアイドリー 牡5鹿 59 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 520－ 4 〃 ハナ 4．6�
816 デンコウリジエール 牡5鹿 59 秋山真一郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 478＋ 41：23．91	 51．3�
59 ゼンノアンジュ 牝4鹿 55 
島 克駿大迫久美子氏 中村 直也 新冠 川島牧場 498＋ 61：24．0� 35．4�
714 メイショウテンスイ 牡5栗 59 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 532＋ 4 〃 アタマ 30．4�
12 � イモータルスモーク 牡5鹿 57 吉田 隼人�レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

512－ 6 〃 ハナ 23．0	
24 メイショウダジン 牡5栗 57 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 482＋14 〃 ハナ 64．3

11 スウィープザボード 4芦 56 松田 大作杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 B472－ 21：24．1クビ 75．3�
612 ボイラーハウス 牡4鹿 57 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 504± 0 〃 クビ 12．2�
48 ヴァニラアイス 牝6鹿 54 松若 風馬ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 21：24．2� 11．3�
47 ボンディマンシュ 6黒鹿57 和田 竜二 シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 494± 01：24．3� 14．6�
510 シゲルタイタン 牡5鹿 57 幸 英明森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B494＋ 61：24．51� 3．7�
35 シゲルホサヤク 牡4鹿 57 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 472－ 61：24．6クビ 11．5�
713 ショウナンアニメ 牡5鹿 57 浜中 俊湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：25．23� 154．1�
23 ヴェスターヴァルト 5鹿 57 国分 優作 キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 464－ 61：26．15 95．5�
611� ア テ ィ ー ド 牡4栗 57 坂井 瑠星髙瀬 正志氏 加藤士津八 浦河 小林 仁 510－ 4 （競走中止） 6．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，153，500円 複勝： 132，366，200円 枠連： 58，312，500円
馬連： 261，714，300円 馬単： 84，179，500円 ワイド： 192，107，800円
3連複： 453，444，700円 3連単： 431，673，200円 計： 1，700，951，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 270円 � 220円 � 960円 枠 連（3－8） 1，180円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 900円 �� 5，050円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 22，160円 3 連 単 ��� 110，900円

票 数

単勝票数 計 871535 的中 � 86945（4番人気）
複勝票数 計1323662 的中 � 135809（3番人気）� 180611（2番人気）� 29483（12番人気）
枠連票数 計 583125 的中 （3－8） 38049（7番人気）
馬連票数 計2617143 的中 �� 97043（5番人気）
馬単票数 計 841795 的中 �� 14189（12番人気）
ワイド票数 計1921078 的中 �� 57583（6番人気）�� 9525（55番人気）�� 19519（34番人気）
3連複票数 計4534447 的中 ��� 15340（83番人気）
3連単票数 計4316732 的中 ��� 2822（395番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．7―12．5―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．1―45．8―58．3―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーヴァーネクサス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2020．5．16 京都11着

2017．3．7生 牡5鹿 母 オーヴァーアンダー 母母 Princess Mitterand 16戦5勝 賞金 82，984，000円
〔発走状況〕 アティード号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 アティード号は，発走合図直後，騎手が発馬機の一部をつかみバランスをくずして落馬したため競走中止。
〔制裁〕 アティード号の騎手坂井瑠星は，発馬機内での御法（発馬機の一部をつかみバランスをくずして落馬した）について過怠金

30，000円。
※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。
（非抽選馬） 1頭 ゲンパチフォルツァ号

2807210月22日 晴 良 （4阪神4） 第6日 第12競走 1，200�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
1：08．8
1：08．4

重
不良

45 サンライズアムール 牡3栗 55 池添 謙一�ライフハウス 小林 真也 日高 下河辺牧場 514＋141：10．7 2．4�
33 イスラアネーロ 牡3栗 55 和田 竜二堂守 貴志氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 440－ 6 〃 クビ 19．7�
813 カフジエニアゴン 牝3栗 53 北村 友一加藤 守氏 木原 一良 浦河 ヒダカフアーム 492－ 21：11．55 5．1�
46 ニューフロンティア 牡4鹿 57 吉田 隼人平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 492＋10 〃 アタマ 10．1�
712 ハクサンライラック 牝6栗 55 酒井 学河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 506＋ 41：11．6� 14．3�
58 シホノディレット 牡3鹿 55 藤岡 康太村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム B526－ 81：11．7クビ 9．8	
22 サウンドサンビーム 牡5黒鹿57 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 488－ 4 〃 クビ 15．9

34 オ カ リ ナ 牡5栗 57 岩田 康誠八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 532＋ 21：11．8クビ 28．2�
69 モリノカワセミ 牝6鹿 55 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 470－ 81：12．43� 169．7�
814 ネオトゥルー 牡5鹿 57 幸 英明西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 484－ 21：12．61� 130．6
711 メイショウカイト 牝4黒鹿55 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 464± 01：12．7� 94．3�
610 バーニングソウル 牝5芦 55 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 428＋ 4 〃 アタマ 102．5�
57 ルヴァンヴェール 	5鹿 57 坂井 瑠星 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B494＋ 41：13．55 107．9�
11 テキサスフィズ 牝3鹿 53 �島 克駿 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 462－ 21：14．03 5．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 74，280，900円 複勝： 91，221，700円 枠連： 24，526，000円
馬連： 130，614，600円 馬単： 50，560，600円 ワイド： 115，074，000円
3連複： 208，111，100円 3連単： 234，637，600円 計： 929，026，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 370円 � 200円 枠 連（3－4） 970円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 550円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 20，850円

票 数

単勝票数 計 742809 的中 � 243692（1番人気）
複勝票数 計 912217 的中 � 205209（1番人気）� 48646（8番人気）� 112238（3番人気）
枠連票数 計 245260 的中 （3－4） 19513（3番人気）
馬連票数 計1306146 的中 �� 42528（9番人気）
馬単票数 計 505606 的中 �� 11171（11番人気）
ワイド票数 計1150740 的中 �� 29124（12番人気）�� 56696（3番人気）�� 17444（22番人気）
3連複票数 計2081111 的中 ��� 33016（14番人気）
3連単票数 計2346376 的中 ��� 8157（52番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―12．0―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―46．3―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズアムール �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2022．3．27 阪神10着

2019．2．27生 牡3栗 母 ジ ル コ ニ ア 母母 スパイシークラウン 5戦3勝 賞金 24，000，000円
〔制裁〕 サウンドサンビーム号の騎手武豊は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・7番・14番・

11番）
※モリノカワセミ号は，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6日 10月22日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 140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

224，340，000円
8，210，000円
37，410，000円
1，290，000円
28，530，000円
63，856，000円
3，850，000円
1，344，000円

勝馬投票券売得金
543，093，000円
743，145，000円
184，156，800円
909，114，000円
387，673，600円
743，496，000円
1，421，184，500円
1，688，311，100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 6，620，174，000円

総入場人員 9，142名 （有料入場人員 8，857名）
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