
2807310月23日 晴 良 （4阪神4） 第7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

11 カレンアルカンタラ 牡2鹿 55 川田 将雅鈴木 隆司氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 492－ 41：55．4 2．6�
68 エイシンセラフィム 牡2栗 55 富田 暁�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 500± 01：55．61 10．7�
44 ピエナパイロ 牝2栗 54 太宰 啓介本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 日高 沖田牧場 468＋ 2 〃 クビ 5．8�
22 ジャスパーバローズ 牡2黒鹿55 岩田 望来猪熊 広次氏 清水 久詞 浦河 桑田フアーム 496－ 2 〃 アタマ 4．7�
812 メイショウジェンマ 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 466－ 61：56．23� 11．0�
55 ダノンクロム 牡2栗 55 松山 弘平�ダノックス 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋101：56．3� 6．4	
56 ハ ン マ 牝2栗 54 横山 和生�NICKS 昆 貢 浦河 辻 牧場 496＋101：57．15 18．1

811 フェアリーハイ 牝2青鹿54 松若 風馬水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 476－ 41：57．63 196．1�
33 アイファーテイオー 牡2黒鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 �島 一歩 日高 株式会社

アースファーム 428－ 21：57．81� 133．2�
79 ジョータルマエ 牡2芦 55

54 ☆泉谷 楓真上田けい子氏 中竹 和也 浦河 斉藤 政志 512－ 81：58．22� 75．5
67 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 550＋ 41：58．94 348．1�
710 パガファンタス 牡2鹿 55

52 ▲角田 大河�前川企画 角田 晃一 新冠 ハシモトフアーム 466－ 2 〃 クビ 62．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 42，029，200円 複勝： 56，576，700円 枠連： 8，411，000円
馬連： 56，517，400円 馬単： 26，684，500円 ワイド： 56，073，200円
3連複： 93，836，300円 3連単： 105，089，700円 計： 445，218，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 220円 � 160円 枠 連（1－6） 1，680円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 450円 �� 250円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 8，660円

票 数

単勝票数 計 420292 的中 � 130359（1番人気）
複勝票数 計 565767 的中 � 155209（1番人気）� 50727（5番人気）� 86024（3番人気）
枠連票数 計 84110 的中 （1－6） 3861（8番人気）
馬連票数 計 565174 的中 �� 29025（7番人気）
馬単票数 計 266845 的中 �� 7839（10番人気）
ワイド票数 計 560732 的中 �� 30069（6番人気）�� 65943（1番人気）�� 20431（10番人気）
3連複票数 計 938363 的中 ��� 37862（5番人気）
3連単票数 計1050897 的中 ��� 8794（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．9―51．0―1：04．2―1：17．3―1：30．0―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンアルカンタラ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．10．9 東京4着

2020．3．14生 牡2鹿 母 ラセレシオン 母母 アルゼンチンスター 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ジョータルマエ号の調教師中竹和也は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

2807410月23日 晴 良 （4阪神4） 第7日 第2競走 1，600�2歳未勝利
発走10時35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
1：32．3
1：32．3

良
良

811 ムーンプローブ 牝2鹿 54 北村 友一吉田 晴哉氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 470－ 21：34．0 15．0�
22 マイネルメモリー 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 61：34．1� 2．1�
79 タロントゥーズ 牡2鹿 55 川田 将雅前田 晋二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 460＋10 〃 クビ 7．1�
66 ベルビューポイント 牝2鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 450＋121：34．2� 3．4�
11 ゴーフォマームード 牝2黒鹿54 岩田 望来前田 剛氏 長谷川浩大 浦河 笹島 智則 424＋ 21：34．41� 16．5	
67 ツ ク ヨ ミ 牡2鹿 55 藤岡 康太ゴドルフィン 坂口 智康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 61：34．71� 168．4

44 クリノジルバ 牝2鹿 54

51 ▲角田 大河栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 上井農場 388－ 2 〃 クビ 82．5�
810 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± 01：34．8クビ 8．3�
33 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 468－101：35．22� 84．3
78 アナベルヒマワリ 牝2鹿 54 幸 英明 YMホース 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 442＋141：35．41� 272．9�
55 タカサンフェイス 牡2栗 55 �島 克駿 STレーシング 森田 直行 日高 出口牧場 460＋ 21：35．5� 134．5�
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売 得 金
単勝： 50，325，900円 複勝： 86，994，400円 枠連： 12，381，800円
馬連： 58，332，500円 馬単： 29，766，700円 ワイド： 49，234，700円
3連複： 84，272，100円 3連単： 128，940，800円 計： 500，248，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 220円 � 110円 � 170円 枠 連（2－8） 500円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 460円 �� 900円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 16，830円

票 数

単勝票数 計 503259 的中 � 28291（5番人気）
複勝票数 計 869944 的中 � 46058（5番人気）� 499568（1番人気）� 70464（3番人気）
枠連票数 計 123818 的中 （2－8） 18849（2番人気）
馬連票数 計 583325 的中 �� 32759（5番人気）
馬単票数 計 297667 的中 �� 5953（15番人気）
ワイド票数 計 492347 的中 �� 27634（5番人気）�� 12781（11番人気）�� 42211（2番人気）
3連複票数 計 842721 的中 ��� 25228（7番人気）
3連単票数 計1289408 的中 ��� 5553（55番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．6―12．1―12．1―12．0―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．0―34．6―46．7―58．8―1：10．8―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンプローブ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．10．1 中京5着

2020．3．7生 牝2鹿 母 スマイリングムーン 母母 スプレッドスマイル 2戦1勝 賞金 5，900，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 阪神競馬 第７日



2807510月23日 晴 良 （4阪神4） 第7日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時05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

11 サトノクローク 牡2黒鹿55 川田 将雅里見 治氏 橋口 慎介 浦河 辻 牧場 476＋ 62：01．6 2．5�
55 ファームツエンティ 牡2青鹿55 池添 謙一�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 千代田牧場 452＋ 82：01．7� 5．6�
44 リ コ ッ チ 牝2鹿 54 横山 武史谷川 昭雄氏 四位 洋文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 02：01．91� 22．5�
22 ギリギリチョップ 牡2黒鹿55 坂井 瑠星風早 信昭氏 大久保龍志 浦河 富菜牧場 532± 02：02．0� 12．5�
66 ポワンキュルミナン 牡2栗 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 434± 02：02．21� 6．0�
89 アルナージェイン 牝2鹿 54 C．ルメール MKレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：02．51� 3．7	
33 ネ ー ブ ル 牝2黒鹿54 藤懸 貴志飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 452＋ 42：02．6クビ 98．4

77 ピエナナイスガイ 牡2黒鹿55 武 豊本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 492＋182：03．02� 46．0�
810 イ ス ト ロ ス 牡2鹿 55 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 518± 02：03．31� 37．0�
78 ムーンプライド 牝2黒鹿54 丹内 祐次 ブルースターズファーム 吉田 直弘 新ひだか 飯岡牧場 400± 02：06．1大差 308．7�
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売 得 金
単勝： 53，081，500円 複勝： 55，091，500円 枠連： 13，036，300円
馬連： 68，236，500円 馬単： 30，922，400円 ワイド： 52，475，200円
3連複： 88，268，800円 3連単： 121，283，400円 計： 482，395，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 160円 � 330円 枠 連（1－5） 580円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 300円 �� 670円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 9，940円

票 数

単勝票数 計 530815 的中 � 175365（1番人気）
複勝票数 計 550915 的中 � 148729（1番人気）� 88645（4番人気）� 29287（6番人気）
枠連票数 計 130363 的中 （1－5） 17136（3番人気）
馬連票数 計 682365 的中 �� 80397（2番人気）
馬単票数 計 309224 的中 �� 20660（3番人気）
ワイド票数 計 524752 的中 �� 50271（3番人気）�� 19093（8番人気）�� 10551（13番人気）
3連複票数 計 882688 的中 ��� 21032（9番人気）
3連単票数 計1212834 的中 ��� 8844（32番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―12．6―12．6―12．5―12．4―12．3―11．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．7―36．3―48．9―1：01．4―1：13．8―1：26．1―1：37．9―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノクローク �
�
父 サトノクラウン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．7．3 小倉4着

2020．4．21生 牡2黒鹿 母 トーコーユズキ 母母 ピンクプルメリア 3戦1勝 賞金 8，400，000円

2807610月23日 晴 良 （4阪神4） 第7日 第4競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

良
不良

22 タカネノハナコサン 牝2鹿 54 岩田 望来三宅 勝俊氏 飯田 雄三 新冠 つつみ牧場 482 ―1：12．8 3．5�
712 スマートハンター 牡2黒鹿55 �島 克駿大川 徹氏 中村 直也 新ひだか 静内山田牧場 510 ―1：13．65 14．4�
713� ジャスパーロイヤル 牡2栗 55 松若 風馬加藤 和夫氏 森 秀行 米 SF Blood-

stock LLC 480 ―1：14．23� 16．1�
611 フォーウィンド 牡2鹿 55

52 ▲角田 大河 �カナヤマホール
ディングス 高橋 亮 新ひだか 下屋敷牧場 468 ―1：14．3� 18．5�

58 テイエムヒショウ 牡2鹿 55
52 ▲川端 海翼竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 天羽牧場 492 ―1：14．4クビ 43．2�

47 ロ ー ズ ミ カ 牝2栗 54 坂井 瑠星冨沢 敦子氏 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 440 ― 〃 ハナ 28．3	
815� フ ス カ ル 牡2鹿 55 松山 弘平合同会社雅苑興業 池添 学 米 Dennis A.

Drazin 478 ― 〃 ハナ 2．2

814 メイショウスイセン 牝2黒鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 450 ― 〃 ハナ 124．9�
59 ヴィヴラガレット 牝2栗 54 �島 良太橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 430 ―1：14．5クビ 40．5�
46 カモンザファースト 牡2栗 55 松田 大作中野 秀樹氏 武 英智 日高 奥山牧場 440 ―1：15．45 146．4
610 ライクアフラワー 牡2黒鹿55 吉田 隼人大倉 佑介氏 新谷 功一 日高 日西牧場 492 ―1：15．61 6．8�
23 シンプルガール 牝2鹿 54 藤懸 貴志小川眞査雄氏 村山 明 平取 清水牧場 442 ―1：15．81	 127．0�
34 ディオスビエント 牡2鹿 55

54 ☆泉谷 楓真野嶋 祥二氏 高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 428 ―1：18．4大差 123．3�
11 カシノグランツ 牝2栗 54 幸 英明柏木 務氏 谷 潔 新冠 村上牧場 450 ― 〃 ハナ 129．4�
35 セカンドチャプター 牝2鹿 54 森 裕太朗﨏 文彦氏 天間 昭一 新ひだか 畠山牧場 460 ―1：20．4大差 244．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，510，600円 複勝： 37，136，400円 枠連： 13，018，900円
馬連： 50，895，400円 馬単： 25，762，700円 ワイド： 47，499，200円
3連複： 76，843，200円 3連単： 93，861，700円 計： 388，528，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 260円 � 350円 枠 連（2－7） 1，170円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 800円 �� 960円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 7，780円 3 連 単 ��� 27，620円

票 数

単勝票数 計 435106 的中 � 105345（2番人気）
複勝票数 計 371364 的中 � 80795（2番人気）� 32989（4番人気）� 23134（5番人気）
枠連票数 計 130189 的中 （2－7） 8599（5番人気）
馬連票数 計 508954 的中 �� 15333（8番人気）
馬単票数 計 257627 的中 �� 5586（11番人気）
ワイド票数 計 474992 的中 �� 15538（7番人気）�� 12853（9番人気）�� 6770（20番人気）
3連複票数 計 768432 的中 ��� 7407（22番人気）
3連単票数 計 938617 的中 ��� 2463（78番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―12．2―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．8―47．0―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 ・（2，13）15－9，12（6，11）7，1－（8，10）－4，14－3＝5 4 ・（2，13）15－12，9，11，6－7（1，10）8－14－4，3＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タカネノハナコサン �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 デザートキング 初出走

2020．4．9生 牝2鹿 母 ジャムトウショウ 母母 ダーリントウショウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 タカネノハナコサン号の騎手岩田望来は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・15番）
〔その他〕 タカネノハナコサン号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディオスビエント号・カシノグランツ号・セカンドチャプター号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和4年11月23日まで平地競走に出走できない。



2807710月23日 晴 良 （4阪神4） 第7日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：45．6
1：44．5

良
良

67 ドクタードリトル 牡2鹿 55 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464 ―1：48．3 18．0�
79 エルトンバローズ 牡2鹿 55 福永 祐一猪熊 広次氏 杉山 晴紀 浦河 桑田牧場 502 ―1：48．62 5．3�
11 コレペティトール 牡2栗 55 岩田 望来加藤 誠氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 468 ―1：48．81� 58．8�
810 ハイアーレルム 牝2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480 ―1：48．9� 7．9�
44 ホウオウスーペリア 牡2鹿 55 坂井 瑠星小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 448 ― 〃 クビ 74．4�
66 ハギノアルデバラン 牡2黒鹿55 幸 英明安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 496 ―1：49．0� 16．1	
78 ル ナ ビ ス 牝2鹿 54 池添 謙一阿部東亜子氏 森田 直行 浦河 谷川牧場 474 ―1：49．1� 53．5

55 サトノグランツ 牡2鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480 ―1：49．2� 1．5�
33 ハ ッ ト リ 牡2鹿 55 横山 武史 �CHEVAL AT-

TACHE 吉村 圭司 平取 北島牧場 526 ―1：49．73 15．0
22 ウインラフィネ 牝2鹿 54 国分 優作�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 452 ―1：50．12� 95．5�
811 テキーラプリティ 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 482 ―1：50．73� 84．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，825，800円 複勝： 72，053，500円 枠連： 12，486，200円
馬連： 57，099，900円 馬単： 34，287，400円 ワイド： 47，670，500円
3連複： 76，726，600円 3連単： 131，593，600円 計： 487，743，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 470円 � 230円 � 1，330円 枠 連（6－7） 1，860円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 8，470円

ワ イ ド �� 820円 �� 4，940円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 27，660円 3 連 単 ��� 221，870円

票 数

単勝票数 計 558258 的中 � 26165（6番人気）
複勝票数 計 720535 的中 � 38736（6番人気）� 96155（2番人気）� 12152（7番人気）
枠連票数 計 124862 的中 （6－7） 5178（5番人気）
馬連票数 計 570999 的中 �� 11796（11番人気）
馬単票数 計 342874 的中 �� 3035（22番人気）
ワイド票数 計 476705 的中 �� 15601（9番人気）�� 2413（36番人気）�� 4315（24番人気）
3連複票数 計 767266 的中 ��� 2080（60番人気）
3連単票数 計1315936 的中 ��� 430（333番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．2―12．7―12．9―12．6―12．0―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．9―48．6―1：01．5―1：14．1―1：26．1―1：37．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドクタードリトル �
�
父 デクラレーションオブウォー �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．2．26生 牡2鹿 母 ブルックデイル 母母 マンハッタンセレブ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 エルトンバローズ号の騎手福永祐一は，下見所集合について注意義務を怠り戒告。

2807810月23日 晴 良 （4阪神4） 第7日 第6競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走12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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

22 メイショウフンケイ 牡4栗 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 522－ 21：24．1 3．0�
58 レッドラマンシュ 牡3黒鹿55 武 豊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 浦河 富田牧場 470± 01：24．63 6．9�
46 ウインアウォード 牡3栗 55 松若 風馬�ウイン 杉山 晴紀 日高 木村牧場 510＋ 21：24．81� 4．2�
610 オースミリン 牝3栗 53 太宰 啓介�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 444± 01：25．22� 45．8�
59 � タガノトランキーロ 牡5鹿 57

54 ▲角田 大河八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 492－ 4 〃 クビ 10．9�

713� フリークボンバー 牡5黒鹿57 幸 英明吉永 清美氏 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 488± 01：25．3� 41．4	
611� ブールタング �4青鹿57 C．ルメール 前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ B516－111：25．4クビ 5．8

34 タロファイター 牡3鹿 55 吉田 隼人髙岡 浩行氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B450± 01：25．61� 18．8�
815� スナークレジスト 牡5鹿 57 岩田 望来杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 高昭牧場 504± 01：25．81� 81．1�
35 ル シ ョ コ ラ 牝3青鹿53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 484＋16 〃 アタマ 28．6
712 アスターナランハ 牡4黒鹿57 国分 優作加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 高村牧場 B466± 01：26．43� 188．1�
814 ド ッ ト 牡3鹿 55 坂井 瑠星市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B504＋ 11：26．5� 41．0�
23 グレアミラージュ 牡5鹿 57 富田 暁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B472± 01：26．81	 165．3�
47 スカイトレイル 牝3鹿 53 �島 克駿小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 460－ 61：27．86 54．4�
11 エトワールジェンヌ 牝3鹿 53 福永 祐一福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 502＋ 21：27．9� 13．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，405，600円 複勝： 67，834，700円 枠連： 20，078，300円
馬連： 83，750，100円 馬単： 29，907，000円 ワイド： 75，334，800円
3連複： 124，701，700円 3連単： 122，471，400円 計： 569，483，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 210円 � 160円 枠 連（2－5） 520円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 500円 �� 300円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 8，850円

票 数

単勝票数 計 454056 的中 � 120332（1番人気）
複勝票数 計 678347 的中 � 174839（1番人気）� 63650（4番人気）� 105944（2番人気）
枠連票数 計 200783 的中 （2－5） 29675（1番人気）
馬連票数 計 837501 的中 �� 65503（2番人気）
馬単票数 計 299070 的中 �� 12119（3番人気）
ワイド票数 計 753348 的中 �� 36833（3番人気）�� 70660（1番人気）�� 32771（5番人気）
3連複票数 計1247017 的中 ��� 49003（2番人気）
3連単票数 計1224714 的中 ��� 10032（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．0―46．7―59．0―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウフンケイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．11．23 阪神1着

2018．3．28生 牡4栗 母 メイショウスズラン 母母 クィーンズダガー 18戦2勝 賞金 33，052，000円



2807910月23日 晴 良 （4阪神4） 第7日 第7競走 1，800�3歳以上2勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

815 ド ラ イ ゼ 牝3栗 53 横山 和生 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 498＋ 41：52．4 3．0�
11 レミニシェンザ 牝5鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 478＋121：52．71� 11．2�
714 カラフルキューブ 牝3鹿 53 藤岡 佑介�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 41：52．91� 6．2�
47 ラグラスドシエル 牝4黒鹿55 丹内 祐次 KAJIMOTOホー

ルディングス� 中村 直也 新ひだか 小河 豊水 468＋101：53．0� 110．0�
48 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± 01：53．42� 66．2	
611 サンバデジャネイロ 牝4黒鹿55 C．ルメール 幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B454＋ 21：53．72 55．7

35 ヴェールアップ 牝4芦 55 �島 克駿 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 492－ 41：53．8クビ 49．7�
612 ジョウショーリード 牝5黒鹿55 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 494＋141：54．01� 164．8�
713 メイショウイッコン 牝4芦 55

52 ▲角田 大河松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 462－ 21：54．1� 12．0
12 ウィシンクアスク 牝3黒鹿53 富田 暁廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 492＋181：54．31� 3．5�
24 アメリカンスター 牝3鹿 53 秋山真一郎ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 61：54．5� 13．1�
36 カラレーション 牝4黒鹿55 坂井 瑠星 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 434＋14 〃 アタマ 24．6�
510 エ ル ソ ー ル 牝4鹿 55 横山 武史 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 飛野牧場 440＋ 61：54．71� 36．0�
23 コンスタンティン 牝3鹿 53 松若 風馬�OUMA 石坂 公一 日高 新井 昭二 B474＋ 8 〃 ハナ 20．2�
816 ヴァランシエンヌ 牝3鹿 53 藤岡 康太 �シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476＋121：54．8クビ 53．1�
59 フローラルビアンカ 牝3黒鹿53 北村 友一ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 478－ 41：55．54 34．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，929，100円 複勝： 71，862，500円 枠連： 20，745，000円
馬連： 84，640，100円 馬単： 29，775，400円 ワイド： 79，580，300円
3連複： 135，016，700円 3連単： 125，599，200円 計： 602，148，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 270円 � 180円 枠 連（1－8） 470円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 750円 �� 400円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 13，280円

票 数

単勝票数 計 549291 的中 � 144026（1番人気）
複勝票数 計 718625 的中 � 164187（1番人気）� 54277（4番人気）� 100858（3番人気）
枠連票数 計 207450 的中 （1－8） 34067（1番人気）
馬連票数 計 846401 的中 �� 39546（5番人気）
馬単票数 計 297754 的中 �� 8984（5番人気）
ワイド票数 計 795803 的中 �� 26747（5番人気）�� 55401（2番人気）�� 14229（13番人気）
3連複票数 計1350167 的中 ��� 29324（4番人気）
3連単票数 計1255992 的中 ��� 6853（15番人気）

ハロンタイム 12．9―10．5―13．1―12．9―12．8―12．9―12．5―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．4―36．5―49．4―1：02．2―1：15．1―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

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

2
4
5，16，9，12（2，13）15（3，6）（7，11）（1，8）14（10，4）・（5，16，12）15（9，4）11（2，13，10，14）8，6（3，7）1

勝馬の
紹 介

ド ラ イ ゼ �
�
父 Gun Runner �

�
母父 Seattle Fitz デビュー 2022．3．27 中京1着

2019．1．17生 牝3栗 母 ジュリエットシアトル 母母 Giulie－Halo 4戦3勝 賞金 28，200，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 コンスタンティン号の騎手松若風馬は，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：6番）

2808010月23日 晴 良 （4阪神4） 第7日 第8競走 ��
��1，400�な で し こ 賞

発走13時55分 （ダート・右）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

66 フェルヴェンテ 牡2鹿 55 浜中 俊ロイヤルパーク 加用 正 日高 日高大洋牧場 470＋ 41：25．2 6．4�
44 コパノハンプトン 牡2黒鹿55 岩田 康誠小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 服部 牧場 486－141：25．51� 3．4�
77 � マ ニ バ ド ラ 牡2栗 55 武 豊冨士井直哉氏 森 秀行 米 Corser Thor-

oughbreds LLC 506＋ 41：25．92 4．6�
88 ダンスインザリング 牡2鹿 55 岩田 望来古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 B428－ 81：26．32	 29．5�
33 タマモブラックタイ 牡2鹿 55 角田 大河タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 516＋ 2 〃 クビ 6．1�
22 
 ラブミーモナコ 牝2栗 54 松若 風馬小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 432＋ 41：26．93	 70．4	
55 シナジーエフェクト 牡2鹿 55 川田 将雅ゴドルフィン 坂口 智康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋221：27．32	 4．6

89 タガノタント 牡2栗 55 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 21：28．47 9．8�
11 スカイラピス 牝2栗 54 �島 克駿小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 418＋ 81：29．35 204．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 59，367，500円 複勝： 54，177，100円 枠連： 12，825，200円
馬連： 76，856，700円 馬単： 33，905，200円 ワイド： 55，311，600円
3連複： 102，293，900円 3連単： 151，308，200円 計： 546，045，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 140円 � 140円 枠 連（4－6） 1，200円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 350円 �� 390円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 8，420円

票 数

単勝票数 計 593675 的中 � 77729（5番人気）
複勝票数 計 541771 的中 � 71013（4番人気）� 109273（1番人気）� 105375（2番人気）
枠連票数 計 128252 的中 （4－6） 8222（4番人気）
馬連票数 計 768567 的中 �� 59282（3番人気）
馬単票数 計 339052 的中 �� 11788（8番人気）
ワイド票数 計 553116 的中 �� 40134（4番人気）�� 34577（7番人気）�� 50160（1番人気）
3連複票数 計1022939 的中 ��� 71774（2番人気）
3連単票数 計1513082 的中 ��� 13027（25番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．9―12．4―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―35．0―47．4―1：00．0―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェルヴェンテ 
�
父 ダノンバラード 

�
母父 Exceed And Excel デビュー 2022．6．11 中京8着

2020．2．29生 牡2鹿 母 オリジンファースト 母母 Westphalia 6戦2勝 賞金 18，576，000円
〔発走状況〕 マニバドラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイラピス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月23日まで平地競走

に出走できない。



2808110月23日 晴 良 （4阪神4） 第7日 第9競走 ��
��1，200�

ほ く せ つ

北 摂 特 別
発走14時25分 （芝・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

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

812 スリーパーダ 牝3栗 53 横山 武史 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 414± 01：08．7 3．6�
69 ショウナンマッハ 牡3鹿 55 岩田 康誠国本 哲秀氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 494－ 4 〃 クビ 3．0�
711 メイショウハボタン 牝4鹿 55 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 472＋ 21：08．91 12．0�
33 ダテボレアス 牡3鹿 55 幸 英明渡邉 直樹氏 西園 正都 浦河 川越ファーム 488± 0 〃 クビ 19．0�
45 テーオーディエス 牝4鹿 55 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット

ファーム 440－ 4 〃 アタマ 86．1�
56 ラストリージョ 牝4鹿 55 丹内 祐次 	ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 454－ 61：09．0アタマ 52．9

813	 デ ュ ガ 牡3鹿 55 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Erv Woolsey &

Ralph Kinder 504＋ 81：09．1
 8．1�
44 ワンダーカタリナ 牡5鹿 57 松若 風馬山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 518＋ 2 〃 ハナ 4．4�
710 ベルウッドブラボー 牡3鹿 55 岩田 望来鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 チェスナット

ファーム 462＋ 41：09．2
 39．0
57 トーホウラビアン 牝3鹿 53 北村 友一東豊物産	 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 434＋261：09．41� 20．4�

11 ララマカロン 牝4鹿 55 藤岡 康太フジイ興産	 田中 博康 千歳 社台ファーム B474－ 61：09．5� 27．3�
（法942）

68 メイショウユリシス 牝5黒鹿55 �島 克駿松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 490± 0 〃 ハナ 53．2�
22 アイアンムスメ 牝4鹿 55 富田 暁西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 450＋241：10．14 280．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，655，600円 複勝： 69，162，800円 枠連： 22，548，900円
馬連： 110，847，100円 馬単： 41，250，000円 ワイド： 80，151，700円
3連複： 150，074，800円 3連単： 181，331，000円 計： 710，021，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 140円 � 210円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 280円 �� 580円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 8，400円

票 数

単勝票数 計 546556 的中 � 119841（2番人気）
複勝票数 計 691628 的中 � 149323（1番人気）� 138910（2番人気）� 67773（5番人気）
枠連票数 計 225489 的中 （6－8） 50281（1番人気）
馬連票数 計1108471 的中 �� 140753（1番人気）
馬単票数 計 412500 的中 �� 25521（2番人気）
ワイド票数 計 801517 的中 �� 80386（1番人気）�� 33201（7番人気）�� 30066（8番人気）
3連複票数 計1500748 的中 ��� 49107（4番人気）
3連単票数 計1813310 的中 ��� 15644（14番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．3―11．0―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．4―34．7―45．7―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．0
3 9（3，7）（6，12）（1，8）11（2，4）10，5，13 4 ・（9，3）（6，7）12（1，8，11）4（2，5，10）13

勝馬の
紹 介

スリーパーダ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Singspiel デビュー 2021．7．17 小倉1着

2019．2．28生 牝3栗 母 シンハリーズ 母母 Baize 6戦2勝 賞金 40，582，000円

2808210月23日 晴 良 （4阪神4） 第7日 第10競走 ��
��1，600�

もとまち

元町ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス，除3歳未出走馬および未勝利馬；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 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

78 フラーズダルム 牝4鹿 55 坂井 瑠星吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 500± 01：32．3 9．3�
22 ゾ ン ニ ッ ヒ 牡4鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 平取 坂東牧場 464± 01：32．61� 2．5�
77 メイショウホシアイ 牝4栗 55 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 494－ 21：32．92 6．1�
44 コスタボニータ 牝3芦 53 藤岡 康太谷掛 龍夫氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 462± 01：33．0	 4．3�
11 シャイニングフジ 牝4鹿 55 富田 暁林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 510＋121：33．21 29．0�
66 マルカエイペックス 牝5黒鹿55 吉田 隼人日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 ハナ 35．6	
810 サトノラムセス 牡4鹿 57 
島 克駿里見 治氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 478＋101：33．41� 24．0

55 � コスモエスパーダ 牡6青 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 494－ 21：33．61� 25．5�
89 ヴィアルークス 牡4鹿 57 岩田 望来�フクキタル 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 506＋ 4 〃 アタマ 5．3
33 クロスマジェスティ 牝3鹿 53 藤岡 佑介辻 高史氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 476＋101：34．66 40．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 73，627，300円 複勝： 86，471，700円 枠連： 19，266，200円
馬連： 127，074，100円 馬単： 54，639，300円 ワイド： 98，259，300円
3連複： 181，825，600円 3連単： 254，030，600円 計： 895，194，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 220円 � 130円 � 160円 枠 連（2－7） 480円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 540円 �� 870円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 21，300円

票 数

単勝票数 計 736273 的中 � 63007（5番人気）
複勝票数 計 864717 的中 � 82371（5番人気）� 212310（1番人気）� 132746（4番人気）
枠連票数 計 192662 的中 （2－7） 30730（1番人気）
馬連票数 計1270741 的中 �� 71910（6番人気）
馬単票数 計 546393 的中 �� 9234（17番人気）
ワイド票数 計 982593 的中 �� 45402（7番人気）�� 26352（10番人気）�� 93588（2番人気）
3連複票数 計1818256 的中 ��� 51826（7番人気）
3連単票数 計2540306 的中 ��� 8644（68番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―11．7―11．6―11．4―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．2―46．9―58．5―1：09．9―1：20．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フラーズダルム �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．6．14 阪神1着

2018．3．1生 牝4鹿 母 クーデグレイス 母母 グレイスルーマー 17戦4勝 賞金 79，017，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 コスタボニータ号の騎手藤岡康太は，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：9番）

２レース目



2808310月23日 晴 良 （4阪神4） 第7日 第11競走 ��
��3，000�第83回菊 花 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

内閣総理大臣賞・朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 30，653，000円 8，758，000円 4，379，000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

3：02．5
3：01．0
3：01．0

良
良
良

714 アスクビクターモア 牡3鹿 57 田辺 裕信廣崎利洋HD� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 476± 03：02．4レコード 4．1�
24 ボルドグフーシュ 牡3栗 57 吉田 隼人 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 ハナ 11．5�
817 ジャスティンパレス 牡3青鹿57 �島 克駿三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 452± 03：02．5� 9．7�
611 ドゥラドーレス 牡3鹿 57 横山 武史吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 490－ 43：03．45 7．0�
59 シホノスペランツァ 牡3青鹿57 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞	湖 レイクヴィラファーム 478± 0 〃 クビ 149．4	
35 ヤマニンゼスト 牡3鹿 57 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 500＋ 63：03．61
 33．8

23 プ ラ ダ リ ア 牡3鹿 57 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 458＋ 2 〃 クビ 10．2�
11 ガイアフォース 牡3芦 57 松山 弘平 KRジャパン 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 494－ 43：04．02� 3．5�
47 アスクワイルドモア 牡3黒鹿57 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472＋ 83：04．21 98．3
12 シェルビーズアイ 牡3黒鹿57 松田 大作�桑田牧場 武 英智 浦河 桑田牧場 470＋ 23：04．41 164．4�
818 セ レ シ オ ン 牡3黒鹿57 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B464－103：04．82� 24．6�
612 ヴェローナシチー 牡3芦 57 川田 将雅 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 498± 03：05．22� 11．1�
36 ビーアストニッシド 牡3黒鹿57 岩田 康誠村中 徹氏 飯田 雄三 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 466＋103：05．62 123．7�
713 ディナースタ 牡3栗 57 横山 和生 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻野 泰之 日高 クラウン日高牧場 462＋ 43：06．13 18．8�
816 フェーングロッテン 牡3鹿 57 松若 風馬 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム B472± 03：06．2� 40．1�
715 ポッドボレット 牡3鹿 57 坂井 瑠星小川眞査雄氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 504－ 63：06．83� 144．9�
510 セイウンハーデス 牡3黒鹿57 幸 英明西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 �川 啓一 B466－ 83：07．65 61．1�
48 マイネルトルファン 牡3黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 492± 03：08．98 72．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 966，279，400円 複勝： 971，805，400円 枠連： 559，919，100円 馬連： 2，384，800，200円 馬単： 866，857，800円
ワイド： 1，618，409，100円 3連複： 4，803，145，500円 3連単： 6，211，015，900円 5重勝： 716，908，600円 計： 19，099，141，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 290円 � 330円 枠 連（2－7） 850円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 790円 �� 770円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 6，440円 3 連 単 ��� 30，010円

5 重 勝
対象競走：東京10R／阪神10R／新潟11R／東京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 3，116，990円

票 数

単勝票数 計9662794 的中 � 1842611（2番人気）
複勝票数 計9718054 的中 � 1967945（1番人気）� 766240（4番人気）� 664106（7番人気）
枠連票数 計5599191 的中 （2－7） 510391（2番人気）
馬連票数 計23848002 的中 �� 910400（9番人気）
馬単票数 計8668578 的中 �� 192556（10番人気）
ワイド票数 計16184091 的中 �� 533948（8番人気）�� 553892（7番人気）�� 208222（25番人気）
3連複票数 計48031455 的中 ��� 558828（23番人気）
3連単票数 計62110159 的中 ��� 150048（79番人気）
5重勝票数 計7169086 的中 ����� 161

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―11．9―11．9―12．1―12．6―13．3―12．6―12．1―12．1―11．9―11．9―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．3―23．2―34．9―46．8―58．7―1：10．8―1：23．4―1：36．7―1：49．3―2：01．4―2：13．5―2：25．4

2，600� 2，800�
―2：37．3―2：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．9―3F37．0
1
�

10，14，13（6，15）（1，18）17（2，3，16）（4，11）（5，7）－9，12－8
10，14（6，13，18）17（1，15，16）（2，4，3，11）（7，5）（9，12）－8

2
�
10－14（6，13）15（1，17，18）（3，16）2，11，4，7，5，9，12，8
14－（10，6）（1，17，13，18，4）（2，16，11）3（9，5）（7，12）15＝8

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスクビクターモア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2021．6．26 東京3着

2019．4．1生 牡3鹿 母 カ ル テ ィ カ 母母 Cayman Sunset 9戦4勝 賞金 345，275，000円
〔制裁〕 ボルドグフーシュ号の騎手吉田隼人は，2周目4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：16

番・11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 インプレス号・ジェンヌ号・タイムオブフライト号・ボーンディスウェイ号・レッドバリエンテ号

2808410月23日 晴 良 （4阪神4） 第7日 第12競走 ��1，400�
てんのうじ

天王寺ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．10．23以降R4．10．16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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

816 レディオマジック 牡5黒鹿54 田辺 裕信 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 498＋ 61：23．6 14．9�

713 ジョディーズマロン 牡4栗 54 池添 謙一 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 2 〃 クビ 25．0�
59 ブ ッ チ ー ニ 牝6白 53 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 436－101：23．92 18．0�
815 ワイドカント 牡5栗 54 幸 英明幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 516－ 21：24．0クビ 51．6�
611 ヤマニンペダラーダ 牡8黒鹿53 �島 克駿土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 482＋101：24．21� 94．8�
612 ヴァーチャリティ 牝4鹿 51 角田 大河	桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 B464＋ 6 〃 ハナ 87．6

23 バーニングペスカ 牡7鹿 55 武 豊山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 480＋ 61：24．51� 92．6�
48 ジ レ ト ー ル 牡3鹿 55 川田 将雅 	キャロットファーム 松永 幹夫 新ひだか グランド牧場 474－ 61：24．6� 1．9�
35 カセノダンサー 牝3栗 52 吉田 隼人平川 進氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 484＋ 41：24．7クビ 3．9
24 マ テ ィ ア ス 牡5栗 53 泉谷 楓真本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 492－ 2 〃 クビ 185．4�
36 スズカカナロア 牡6鹿 54 岩田 望来永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 500± 01：25．12� 139．6�
11 ソルトイブキ 牡6黒鹿53 富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 488＋ 41：25．31 218．7�
714 エースレイジング 牡5黒鹿53 丹内 祐次三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 462± 0 〃 クビ 157．0�
510 サンタナブルー 牡10黒鹿52 川端 海翼 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 476－ 8 〃 アタマ 232．8�
47 ワンダーイチョウ 牡4鹿 55 松山 弘平山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 490± 01：25．93� 11．7�
12 ロ ー ウ ェ ル 	4黒鹿56 坂井 瑠星 	シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 552＋221：33．9大差 6．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 153，382，400円 複勝： 167，178，700円 枠連： 57，058，500円
馬連： 274，700，700円 馬単： 135，498，600円 ワイド： 242，461，300円
3連複： 457，035，700円 3連単： 708，893，500円 計： 2，196，209，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 390円 � 580円 � 370円 枠 連（7－8） 4，530円

馬 連 �� 9，510円 馬 単 �� 21，070円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 2，370円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 41，660円 3 連 単 ��� 233，710円

票 数

単勝票数 計1533824 的中 � 82035（5番人気）
複勝票数 計1671787 的中 � 116007（6番人気）� 72188（7番人気）� 121245（5番人気）
枠連票数 計 570585 的中 （7－8） 9748（14番人気）
馬連票数 計2747007 的中 �� 22373（20番人気）
馬単票数 計1354986 的中 �� 4823（44番人気）
ワイド票数 計2424613 的中 �� 26555（19番人気）�� 26463（20番人気）�� 17098（28番人気）
3連複票数 計4570357 的中 ��� 8226（83番人気）
3連単票数 計7088935 的中 ��� 2199（413番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．9―12．4―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―33．6―45．5―57．9―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．1
3 ・（2，5，8）12，15－（14，13）3－（9，11，16）4，6（1，10）＝7 4 ・（2，5，8）12，15，13，3，14－（9，16）11－4，6－（1，10）＝7

勝馬の
紹 介

レディオマジック �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．6．30 中京6着

2017．4．9生 牡5黒鹿 母 ストリートキャット 母母 スターエンジェル 22戦4勝 賞金 58，746，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローウェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月23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 エグレムニ号・ワイドソロモン号

５レース目



（4阪神4）第7日 10月23日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

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

496，600，000円
39，970，000円
45，300，000円
65，240，000円
70，149，000円
4，956，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
1，652，419，900円
1，796，345，400円
771，775，400円
3，433，750，700円
1，339，257，000円
2，502，460，900円
6，374，040，900円
8，335，419，000円
716，908，600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 26，922，377，800円

総入場人員 20，602名 （有料入場人員 19，923名）
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