
3101311月6日 晴 良 （4阪神5） 第2日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

44 ドゥラリアル 牡2栗 55 岩田 康誠藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 488＋ 61：54．6 1．4�
66 アズマサクラエモン 牡2鹿 55 松山 弘平東 哲次氏 加用 正 日高 木村牧場 528－ 21：56．19 25．8�
88 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 484＋ 21：56．63 7．6�
33 マコトヴィクラント 牡2栗 55 松若 風馬�ディアマント �島 一歩 新ひだか 木村 秀則 462＋ 81：56．7� 21．7�
55 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 494＋ 21：56．81 8．2�
22 アグネスシュウ �2鹿 55 和田 竜二渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 508± 01：57．86 24．3	
77 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 536－ 21：58．75 6．9

11 ア ン ド ゥ 牡2栗 55 団野 大成�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 516－10 〃 クビ 76．6�
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売 得 金
単勝： 38，247，700円 複勝： 82，378，800円 枠連： 発売なし
馬連： 45，450，000円 馬単： 29，796，300円 ワイド： 41，687，400円
3連複： 70，898，500円 3連単： 139，888，400円 計： 448，347，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 330円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 470円 �� 210円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 7，700円

票 数

単勝票数 計 382477 的中 � 209493（1番人気）
複勝票数 計 823788 的中 � 604694（1番人気）� 16019（7番人気）� 47864（3番人気）
馬連票数 計 454500 的中 �� 30400（4番人気）
馬単票数 計 297963 的中 �� 14118（7番人気）
ワイド票数 計 416874 的中 �� 21425（7番人気）�� 60836（2番人気）�� 6418（18番人気）
3連複票数 計 708985 的中 ��� 21275（11番人気）
3連単票数 計1398884 的中 ��� 13165（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．7―50．4―1：03．3―1：16．1―1：29．2―1：41．8

コーナー
通過順位

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

2
4
2，3（8，5，4）7，1，6
4，5（2，3）（8，1，7）6

勝馬の
紹 介

ドゥラリアル �

父 ドゥラメンテ �


母父 Indian Charlie デビュー 2022．9．19 中京2着

2020．2．28生 牡2栗 母 イ リ デ 母母 Red Duchess 2戦1勝 賞金 8，000，000円

3101411月6日 晴 良 （4阪神5） 第2日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時40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

55 アームズレイン 牡2鹿 55 横山 武史杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 492－ 21：25．7 6．8�
68 レゾルシオン 牡2黒鹿55 松山 弘平前田 幸貴氏 鈴木 孝志 浦河 高昭牧場 466＋ 41：25．8� 3．1�
33 � ディキシーガンナー 牡2鹿 55 川田 将雅ゴドルフィン 中内田充正 米

J. D. Stuart, P. C.
Bance, AR Enter-
prises, G. Todaro

500＋ 4 〃 クビ 2．4�
67 アナベルヒマワリ 牝2鹿 54

53 ☆小沢 大仁 YMホース 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 438－ 41：26．43� 86．8�
710� ゴールデンマイク 牡2栗 55 岩田 康誠藤田 晋氏 森 秀行 米 CHC Inc 494＋ 21：26．93 10．2�
56 ダンツターセル 牡2鹿 55 藤岡 康太山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 矢野牧場 490＋ 41：27．0� 46．9�
811 トーホウキザン 牡2栗 55 団野 大成東豊物産	 高橋 康之 日高 竹島 幸治 466－ 21：27．1� 15．9

11 エイユーマックス 牡2青鹿55 幸 英明笹部 和子氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 474＋ 41：27．2� 26．1�
44 ハ ン マ 牝2栗 54 横山 和生	NICKS 昆 貢 浦河 辻 牧場 496± 01：27．62 158．2�
79 タイセイヴィゴーレ 牡2栗 55 和田 竜二田中 成奉氏 松下 武士 新冠 松本 信行 502± 01：27．91� 110．2
22 ホワイトキャンバス 牡2芦 55

53 △角田 大河	フクキタル 小林 真也 新冠 パカパカ
ファーム 476＋ 21：28．43 351．7�

812 エイシンジェンマ 牝2栗 54 吉田 隼人	栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 476＋ 41：28．72 12．1�
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売 得 金
単勝： 53，142，400円 複勝： 57，093，900円 枠連： 10，691，700円
馬連： 59，107，800円 馬単： 28，682，800円 ワイド： 59，444，500円
3連複： 92，768，400円 3連単： 114，533，500円 計： 475，465，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 150円 � 110円 � 110円 枠 連（5－6） 650円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 340円 �� 250円 �� 160円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 5，170円

票 数

単勝票数 計 531424 的中 � 65546（3番人気）
複勝票数 計 570939 的中 � 69033（3番人気）� 164958（1番人気）� 154908（2番人気）
枠連票数 計 106917 的中 （5－6） 12698（3番人気）
馬連票数 計 591078 的中 �� 47452（3番人気）
馬単票数 計 286828 的中 �� 9946（7番人気）
ワイド票数 計 594445 的中 �� 37753（3番人気）�� 55689（2番人気）�� 113937（1番人気）
3連複票数 計 927684 的中 ��� 124896（1番人気）
3連単票数 計1145335 的中 ��� 16050（8番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．2―12．4―12．3―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．8―48．2―1：00．5―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アームズレイン �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2022．7．30 新潟3着

2020．2．3生 牡2鹿 母 アームズトウショウ 母母 マザートウショウ 2戦1勝 賞金 7，000，000円

第５回 阪神競馬 第２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



3101511月6日 晴 良 （4阪神5） 第2日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時10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 フリームファクシ 牡2青鹿55 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504－ 82：03．9 1．2�

44 アンタッチャブル 牡2栗 55 福永 祐一�NICKS 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518＋ 22：04．32� 4．4�
55 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 458＋ 42：04．51� 7．4�
22 テ ィ リ ア 牝2鹿 54

51 ▲今村 聖奈德永 博氏 村山 明 新冠 村上 進治 450± 02：04．81� 54．4�
33 ウインラフィネ 牝2鹿 54

52 △角田 大河�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 452± 02：06．18 65．6�
66 メイショウヤッコ 牡2鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 木原 一良 新ひだか 水上 習孝 478± 0 〃 クビ 117．6	
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売 得 金
単勝： 43，773，800円 複勝： 73，407，800円 枠連： 発売なし
馬連： 28，426，800円 馬単： 30，937，300円 ワイド： 34，213，200円
3連複： 41，355，100円 3連単： 180，423，100円 計： 432，537，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 190円

ワ イ ド �� 110円 �� 110円 �� 120円

3 連 複 ��� 120円 3 連 単 ��� 240円

票 数

単勝票数 計 437738 的中 � 290169（1番人気）
複勝票数 計 734078 的中 � 587918（1番人気）� 71612（2番人気）
馬連票数 計 284268 的中 �� 142267（1番人気）
馬単票数 計 309373 的中 �� 120746（1番人気）
ワイド票数 計 342132 的中 �� 204013（1番人気）�� 57289（2番人気）�� 26879（3番人気）
3連複票数 計 413551 的中 ��� 245133（1番人気）
3連単票数 計1804231 的中 ��� 532143（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．8―51．0―1：04．1―1：17．2―1：29．5―1：41．3―1：52．6

コーナー
通過順位

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

2
4
2，4，5，1－6，3
2，4，5，1－（6，3）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フリームファクシ 

�
父 ルーラーシップ 


�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．10．9 東京2着

2020．4．7生 牡2青鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 リコッチ号の騎手横山武史は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：4番・1番）
※ウインラフィネ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3101611月6日 晴 良 （4阪神5） 第2日 第4競走 ��1，200�2歳新馬
発走11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
1：11．0
1：10．2

良
不良

812 ル イ ス 牡2鹿 55
53 △角田 大河古賀 禎彦氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 482 ―1：14．2 2．6�

22 エーテルノカゼ 牝2栗 54 団野 大成藤田 岳彦氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426 ―1：14．83� 24．0�

55 アルティジャナーレ 牝2栗 54 松山 弘平 �吉澤ホールディングス 茶木 太樹 新ひだか 佐藤 鉄也 466 ―1：14．9� 2．4�
79 レイナアレナ 牝2栗 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 岡田 稲男 新冠 イワミ牧場 486 ―1：15．0� 8．5�
67 スマートソニック 牡2鹿 55

52 ▲大久保友雅大川 徹氏 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 508 ―1：15．53 82．0�
68 フォルティーナ 牝2栗 54 幸 英明猪又 晶介氏 石橋 守 新ひだか 山野牧場 438 ―1：15．92� 11．1	
11 キクノミヤビ 牝2青 54

51 ▲今村 聖奈菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 382 ―1：16．43 26．9

710� スターリングナウ 牡2鹿 55 横山 典弘古賀 和夫氏 昆 貢 米 Murakami

Farm LLC 456 ―1：17．25 25．6�
811 ゴールドマリー 牝2栗 54 加藤 祥太間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド 418 ―1：18．79 79．0�
44 テーオービスケット 牝2鹿 54 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 510 ―1：19．87 18．5
33 コパノモンテカルロ 牡2鹿 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 水丸牧場 486 ― 〃 ハナ 64．4�
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56 ザ ゴ ー ト 牝2栗 54 �島 克駿深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 新井 昭二 450 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，660，800円 複勝： 28，751，700円 枠連： 11，111，300円
馬連： 35，440，000円 馬単： 15，935，500円 ワイド： 30，836，300円
3連複： 40，449，500円 3連単： 48，200，100円 計： 246，385，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 320円 � 130円 枠 連（2－8） 3，260円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 710円 �� 200円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 9，690円

票 数

単勝票数 差引計 356608（返還計 49950） 的中 � 111021（2番人気）
複勝票数 差引計 287517（返還計 52004） 的中 � 75561（1番人気）� 14641（6番人気）� 63458（2番人気）
枠連票数 差引計 111113（返還計 16055） 的中 （2－8） 2640（11番人気）
馬連票数 差引計 354400（返還計161365） 的中 �� 11082（9番人気）
馬単票数 差引計 159355（返還計 70567） 的中 �� 3517（13番人気）
ワイド票数 差引計 308363（返還計119921） 的中 �� 9689（10番人気）�� 47700（1番人気）�� 10323（8番人気）
3連複票数 差引計 404495（返還計329465） 的中 ��� 17585（4番人気）
3連単票数 差引計 482001（返還計404089） 的中 ��� 3604（26番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．1―12．5―12．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―24．1―36．2―48．7―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル イ ス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2020．4．26生 牡2鹿 母 ラ ド ゥ ガ 母母 エイコーンリング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ザゴート号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオービスケット号・コパノモンテカルロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4年12月6日まで平地競走に出走できない。
※テーオービスケット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3101711月6日 晴 良 （4阪神5） 第2日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時30分 （芝・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
1：59．7
1：58．5

良
良

11 ノーブルクライ 牡2黒鹿55 福永 祐一窪田 芳郎氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 484 ―2：02．5 5．1�
44 センチュリヒロイン 牝2鹿 54

51 ▲今村 聖奈吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 488 ―2：03．24 7．3�
56 セ ッ シ ョ ン 牡2黒鹿55 松山 弘平林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 514 ―2：03．3� 2．6�
68 ト ノ パ ー 牡2鹿 55 藤岡 佑介小田 吉男氏 四位 洋文 日高 白井牧場 488 ―2：03．72� 12．1�
45 メ ン ヒ 牡2鹿 55 松若 風馬畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 498 ―2：04．33� 103．4�
813 ブレイヴロッカー 牡2芦 55 藤岡 康太吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 458 ―2：04．4� 12．7�
710 ポルトドール 牡2栗 55 川田 将雅	G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484 ―2：04．5� 5．5

69 シビッククール 牝2鹿 54 �島 克駿國枝久美子氏 高柳 大輔 平取 二風谷ファーム 446 ―2：04．6� 23．1�
57 マテンロウガイ 牡2鹿 55

53 △角田 大河寺田千代乃氏 角田 晃一 平取 稲原牧場 514 ― 〃 クビ 101．6�
22 エムズシップ 牝2黒鹿54 幸 英明本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 488 ―2：04．81� 39．2
812 ウインエクラン 牡2栗 55 国分 優作	ウイン 宮 徹 新ひだか 前田ファーム 478 ―2：04．9アタマ 155．6�
711 ボ ン 牡2鹿 55 横山 武史市川義美ホール

ディングス	 吉村 圭司 新ひだか 三石川上牧場 498 ― 〃 クビ 35．8�
33 グ ロ リ ア ン 牝2鹿 54 団野 大成辻 助氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 448 ―2：05．0� 132．3�
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売 得 金
単勝： 47，255，400円 複勝： 49，582，200円 枠連： 10，082，100円
馬連： 55，394，900円 馬単： 25，406，200円 ワイド： 46，403，700円
3連複： 83，394，700円 3連単： 97，946，400円 計： 415，465，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 180円 � 110円 枠 連（1－4） 990円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 540円 �� 290円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 8，250円

票 数

単勝票数 計 472554 的中 � 78279（2番人気）
複勝票数 計 495822 的中 � 74272（3番人気）� 55225（4番人気）� 148500（1番人気）
枠連票数 計 100821 的中 （1－4） 7884（4番人気）
馬連票数 計 553949 的中 �� 29793（5番人気）
馬単票数 計 254062 的中 �� 6934（11番人気）
ワイド票数 計 464037 的中 �� 20215（6番人気）�� 43324（1番人気）�� 34063（3番人気）
3連複票数 計 833947 的中 ��� 56547（2番人気）
3連単票数 計 979464 的中 ��� 8605（18番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．0―13．4―12．4―12．2―11．7―11．7―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―37．7―51．1―1：03．5―1：15．7―1：27．4―1：39．1―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノーブルクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Smarty Jones 初出走

2020．3．18生 牡2黒鹿 母 ノーブルジュエリー 母母 Noble Stella 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3101811月6日 晴 良 （4阪神5） 第2日 第6競走 1，600�2歳新馬
発走13時00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

510 バースクライ 牝2鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478 ―1：35．8 2．7�

816 ベルシャンブル 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460 ―1：35．9� 7．8�
612 サウンドレイラ 牝2栗 54 幸 英明増田 雄一氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 468 ―1：36．0クビ 9．7�
23 ドナウパール 牝2鹿 54 団野 大成 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 432 ―1：36．11 7．0�
11 ブラックフラミンゴ 牝2黒鹿54 岩田 康誠 Him Rock Racing

ホールディングス� 辻野 泰之 日高 北田 剛 434 ―1：36．31� 45．6	
714 カフェノワール 牝2鹿 54 川田 将雅石川 達絵氏 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 464 ―1：36．51� 4．2

59 ホウオウロザリー 牝2鹿 54 吉田 隼人小笹 芳央氏 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 470 ―1：36．92 17．2�
48 レ ガ リ ア 牝2芦 54 北村 友一 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 新ひだか 前谷 武志 436 ― 〃 アタマ 87．6�
47 ユ ア ソ ン グ 牝2青鹿54 �島 克駿三田 昌宏氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 444 ―1：37．0� 152．5
35 ポピュラーダンサー 牝2鹿 54 松山 弘平吉田 千津氏 加用 正 千歳 社台ファーム 444 ―1：37．1� 63．2�
817 ミ ラ ン ダ 牝2鹿 54 和田 竜二鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新ひだか 小河 豊水 464 ―1：37．31� 77．7�
36 リ ヴ ァ ー レ 牝2栗 54 横山 典弘寺田 寿男氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 382 ― 〃 クビ 104．1�
12 ストーリーテラー 牝2鹿 54

52 △角田 大河ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504 ―1：37．4� 65．9�

713 クリーデンス 牝2芦 54 浜中 俊橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 496 ― 〃 アタマ 38．6�
24 ミッドナイトワルツ 牝2栗 54

51 ▲今村 聖奈三田 昌宏氏 寺島 良 平取 高橋 啓 442 ―1：37．61� 29．4�
815 ア ン ニ ー ナ 牝2黒鹿54 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 日高 下河辺牧場 426 ― 〃 ハナ 126．2�
611 シャンドゥルン 牝2鹿 54 藤岡 康太玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 460 ― 〃 クビ 159．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 54，130，900円 複勝： 51，799，700円 枠連： 15，255，300円
馬連： 59，953，800円 馬単： 24，809，600円 ワイド： 54，044，000円
3連複： 87，591，800円 3連単： 92，009，600円 計： 439，594，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 210円 � 250円 枠 連（5－8） 890円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 460円 �� 500円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 9，640円

票 数

単勝票数 計 541309 的中 � 161856（1番人気）
複勝票数 計 517997 的中 � 114702（1番人気）� 60589（4番人気）� 46091（5番人気）
枠連票数 計 152553 的中 （5－8） 13165（3番人気）
馬連票数 計 599538 的中 �� 46383（2番人気）
馬単票数 計 248096 的中 �� 11344（3番人気）
ワイド票数 計 540440 的中 �� 31327（3番人気）�� 27840（4番人気）�� 17400（9番人気）
3連複票数 計 875918 的中 ��� 30965（4番人気）
3連単票数 計 920096 的中 ��� 6914（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．9―49．8―1：02．2―1：13．5―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．6
3 ・（13，12）14（1，2，7）（5，10）（3，16）（8，15，17）（4，9）－6，11 4 ・（13，12）14（1，2，7）（5，10）（3，16）（8，15，17）（4，9）（11，6）

勝馬の
紹 介

バースクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Dubawi 初出走

2020．3．9生 牝2鹿 母 ティップトップ 母母 ア ド ニ ー タ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。



3101911月6日 晴 良 （4阪神5） 第2日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時30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

44 パーティーベル 牡3鹿 55 横山 和生原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456－ 81：52．2 6．0�
811 メイクアリープ 牡3栗 55 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 482＋ 61：52．41� 9．4�
55 モズタンジロウ 牡3芦 55 �島 克駿 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 486＋ 41：53．99 2．6�
56 ドゥライトアルディ 牝3鹿 53 福永 祐一安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 B506＋ 4 〃 ハナ 48．4�
68 	 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± 01：54．11 7．4�
79 	 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± 01：54．31 222．4	
11 インテンスフレイム 牡4黒鹿57 松山 弘平ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B526＋ 6 〃 クビ 17．0

812� モズブーナー 牝3鹿 53

50 ▲今村 聖奈 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC B474－101：54．61� 15．8�

710 テイエムシニスター 牡3栗 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 488＋161：55．13 93．4�
22 キングリスティア 
6青 57 和田 竜二廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 512－ 61：55．2 57．4
67 ナムラスワガー 牡4鹿 57 団野 大成奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 482－ 81：55．41 62．8�
33 � フーリッシュホビー 牝3芦 53 藤岡 康太吉田 千津氏 杉山 佳明 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 474± 01：58．5大差 3．6�
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売 得 金
単勝： 44，234，600円 複勝： 60，100，200円 枠連： 12，240，800円
馬連： 71，486，100円 馬単： 29，224，700円 ワイド： 60，555，800円
3連複： 110，274，900円 3連単： 125，650，800円 計： 513，767，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 250円 � 130円 枠 連（4－8） 1，700円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 830円 �� 310円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 15，260円

票 数

単勝票数 計 442346 的中 � 58455（3番人気）
複勝票数 計 601002 的中 � 89198（3番人気）� 48951（5番人気）� 149606（1番人気）
枠連票数 計 122408 的中 （4－8） 5572（9番人気）
馬連票数 計 714861 的中 �� 22121（10番人気）
馬単票数 計 292247 的中 �� 4312（20番人気）
ワイド票数 計 605558 的中 �� 17288（10番人気）�� 55416（2番人気）�� 26272（6番人気）
3連複票数 計1102749 的中 ��� 47298（4番人気）
3連単票数 計1256508 的中 ��� 5966（41番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．8―12．2―12．5―12．9―12．9―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．3―48．5―1：01．0―1：13．9―1：26．8―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パーティーベル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 デュランダル デビュー 2021．10．23 阪神2着

2019．5．6生 牡3鹿 母 パーティードレス 母母 グロンシャール 13戦2勝 賞金 29，220，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フーリッシュホビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月6日まで平地

競走に出走できない。

3102011月6日 晴 良 （4阪神5） 第2日 第8競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

負担重量は，3歳56�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

36 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± 01：11．9 4．6�
47 ミユキアイラブユー 牡3鹿 56 北村 友一長井 純一氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 570＋ 61：12．1� 5．6�
816 エスシーミホーク �5鹿 57 酒井 学工藤 圭司氏 辻野 泰之 日高 三宅 正弘 478＋ 41：12．2� 16．3�
23 スカーレットジンク 牡4芦 57

55 △角田 大河�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 2 〃 アタマ 7．0�
35 スズカマクフィ 牝4鹿 55 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 438－ 41：12．3� 8．5�
59 ゴールドフィンガー 牝4栗 55 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 476＋ 21：12．4アタマ 39．4	
48 デアリングウーマン 牝4鹿 55 幸 英明岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 アタマ 38．5

11 サウンドサンビーム 牡5黒鹿57 団野 大成増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 492＋ 4 〃 クビ 33．7�
713 ジューンヨシツネ 牡3栗 56 	島 克駿吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 468＋101：12．5� 32．3�
510 クリノイコライザー �5栗 57 高倉 稜栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 460＋ 8 〃 アタマ 50．3
611 ヨッシーフェイス 牡4芦 57

54 ▲今村 聖奈 STレーシング 寺島 良 新ひだか グランド牧場 496＋ 61：12．6クビ 5．9�
714 ロードサージュ 牡4栗 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 464＋10 〃 クビ 23．5�
24 ヒ ヤ 牡4鹿 57 藤岡 康太山口 正行氏 	島 一歩 日高 若林 順一 454－ 41：12．92 87．7�
612 オースミメッシーナ 牝3栗 54 松山 弘平�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 456± 01：13．0クビ 16．4�
12 イ プ ノ ー ズ 牝3青鹿54 川田 将雅�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 21：13．32 8．5�
815 レッドブロンクス 牡5黒鹿57 池添 謙一 �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム B494＋ 21：13．4� 160．8�
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売 得 金
単勝： 53，449，400円 複勝： 83，561，800円 枠連： 20，575，000円
馬連： 96，858，100円 馬単： 33，152，000円 ワイド： 93，534，700円
3連複： 161，541，600円 3連単： 154，288，500円 計： 696，961，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 240円 � 430円 枠 連（3－4） 880円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，400円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 7，380円 3 連 単 ��� 38，340円

票 数

単勝票数 計 534494 的中 � 91471（1番人気）
複勝票数 計 835618 的中 � 175924（1番人気）� 87299（3番人気）� 40006（8番人気）
枠連票数 計 205750 的中 （3－4） 18054（2番人気）
馬連票数 計 968581 的中 �� 47757（3番人気）
馬単票数 計 331520 的中 �� 8179（4番人気）
ワイド票数 計 935347 的中 �� 39372（3番人気）�� 16833（16番人気）�� 12467（25番人気）
3連複票数 計1615416 的中 ��� 16410（16番人気）
3連単票数 計1542885 的中 ��� 2917（91番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．8―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．5―46．3―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．4
3 ・（2，7，11）12，6（5，14，15）（9，16）（13，10）3（4，8）1 4 ・（2，7，11）（6，12）（5，14，15）（9，16）（13，10）（3，8）4，1

勝馬の
紹 介

ニューフロンティア �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 Danehill デビュー 2021．1．10 中京5着

2018．3．18生 牡4鹿 母 セントフロンティア 母母 Cashelmara 15戦3勝 賞金 38，850，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ミユキアイラブユー号の騎手北村友一は，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：6

番・11番・12番）
〔その他〕 エスシーミホーク号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エスシーミホーク号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年12月6日まで出走できない。



3102111月6日 晴 良 （4阪神5） 第2日 第9競走 ��
��1，800�

き

も ち の 木 賞
発走14時35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 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

66 デルマソトガケ 牡2栗 55 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 498＋ 61：55．3 5．8�
33 コンティノアール 牡2栗 55 福永 祐一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 536＋ 6 〃 ハナ 14．6�
22 サトノミスチーフ 牡2鹿 55 藤岡 佑介里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 476＋ 41：55．41 65．5�
11 テーオーリカード 牡2栗 55 松山 弘平小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 486＋ 61：55．5� 11．5�
77 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 508－ 4 〃 ハナ 4．4�
55 ツウカイリアル 牡2鹿 55 幸 英明木村 直樹氏 庄野 靖志 新ひだか 増本牧場 490＋101：55．92 30．1	
44 エルデストサン 牡2鹿 55 川田 将雅大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：56．22 1．7


（7頭）

売 得 金
単勝： 66，689，800円 複勝： 54，223，600円 枠連： 発売なし
馬連： 66，900，300円 馬単： 47，271，600円 ワイド： 46，019，600円
3連複： 89，636，200円 3連単： 250，613，000円 計： 621，354，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 320円 � 680円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 6，990円

ワ イ ド �� 850円 �� 2，080円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 20，500円 3 連 単 ��� 100，770円

票 数

単勝票数 計 666898 的中 � 95534（3番人気）
複勝票数 計 542236 的中 � 71718（2番人気）� 29375（5番人気）
馬連票数 計 669003 的中 �� 16883（11番人気）
馬単票数 計 472716 的中 �� 5065（19番人気）
ワイド票数 計 460196 的中 �� 14553（11番人気）�� 5624（18番人気）�� 3341（20番人気）
3連複票数 計 896362 的中 ��� 3279（31番人気）
3連単票数 計2506130 的中 ��� 1803（150番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．8―13．2―13．4―13．1―12．7―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．9―51．1―1：04．5―1：17．6―1：30．3―1：42．7

コーナー
通過順位

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

2
4
1－2，3，6（4，5）7
1（2，3）（6，5）4，7

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デルマソトガケ �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．6．26 阪神6着

2020．4．28生 牡2栗 母 アムールポエジー 母母 ハッピーリクエスト 5戦2勝 賞金 17，734，000円
〔制裁〕 バリアントバイオ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

3102211月6日 晴 良 （4阪神5） 第2日 第10競走 ��
��1，200�

どうとんぼり

道頓堀ステークス
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

22 � ジャスパージャック 牡6鹿 57 川田 将雅加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas
Park Stud B542＋ 21：08．3 4．3�

66 キミワクイーン 牝3鹿 54 横山 武史浦邊 輝實氏 奥村 武 安平 追分ファーム 426－14 〃 ハナ 2．6�
33 ワ ン ス カ イ 牡5青鹿57 福永 祐一平井 裕氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 500－ 21：08．61	 15．6�
78 オメガラヴィサン 
7鹿 57 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B474－ 2 〃 ハナ 6．6�
89 エ グ レ ム ニ 牡5鹿 57 松若 風馬吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 504＋ 41：08．81� 31．6�
810 ジョニーズララバイ 牡6鹿 57 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞湖 レイクヴィラファーム 466－ 81：08．9� 50．7	
77 ブレスレスリー 牝3芦 54 藤岡 康太ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 2 〃 アタマ 4．6

11 モンファボリ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 クビ 6．7�
44 タイキスウォード 牡5栗 57 浜中 俊�大樹ファーム 橋田 満 新ひだか 木村 秀則 476± 01：09．0クビ 127．8
55 � ロ ジ ー ナ 牝5黒鹿55 団野 大成 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 480＋ 6 〃 クビ 95．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 66，944，000円 複勝： 70，166，900円 枠連： 19，026，100円
馬連： 124，450，400円 馬単： 50，631，800円 ワイド： 81，614，500円
3連複： 164，871，400円 3連単： 243，381，500円 計： 821，086，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 160円 � 270円 枠 連（2－6） 660円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 330円 �� 940円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 9，020円

票 数

単勝票数 計 669440 的中 � 123379（2番人気）
複勝票数 計 701669 的中 � 112583（3番人気）� 126927（2番人気）� 54426（6番人気）
枠連票数 計 190261 的中 （2－6） 22093（3番人気）
馬連票数 計1244504 的中 �� 158214（1番人気）
馬単票数 計 506318 的中 �� 29440（3番人気）
ワイド票数 計 816145 的中 �� 68439（2番人気）�� 20698（13番人気）�� 34423（10番人気）
3連複票数 計1648714 的中 ��� 55960（10番人気）
3連単票数 計2433815 的中 ��� 19560（33番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．3―11．2―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．5―45．7―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャスパージャック �
�
父 Declaration of War �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2018．9．2 新潟1着

2016．4．26生 牡6鹿 母 Crescent Moon 母母 Wandering Star 18戦3勝 賞金 68，638，000円
［他本会外：4戦1勝］

※出走取消馬 フォイアーロート号（疾病〔左前肢挫創〕のため）

２レース目



3102311月6日 晴 良 （4阪神5） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第12回みやこステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，R3．11．6以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，
R3．11．5以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

714 サンライズホープ 牡5鹿 56 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B538± 01：51．6 90．7�
612 ハギノアレグリアス 牡5鹿 56 福永 祐一日隈 良江氏 四位 洋文 新ひだか 岡田スタツド 490－ 2 〃 アタマ 4．5�
23 オメガパフューム 牡7芦 59 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 462＋ 21：51．7クビ 3．2�
48 ハ ピ 牡3黒鹿54 横山 典弘寺田 寿男氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466± 0 〃 クビ 4．6�
59 タイセイドレフォン 牡3鹿 54 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 494－ 61：51．8	 7．2�
713
 ヴァンヤール 牡4栗 56 団野 大成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 524± 01：51．9� 158．3	
816
 ヒストリーメイカー 牡8黒鹿56 小沢 大仁岩﨑 僖澄氏 新谷 功一 登別 青藍牧場 534＋ 61：52．21	 91．7

36 メイショウフンジン 牡4黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 522＋ 6 〃 クビ 70．4�
11 サクラアリュール 牡7栗 56 藤岡 康太�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B484± 01：52．3クビ 74．4�
815 クリンチャー 牡8鹿 57 藤岡 佑介前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 488＋ 11：52．83 31．5
12 タガノディアマンテ 牡6栗 56 松若 風馬八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488－ 21：53．11� 44．4�
510 ブリッツファング 牡3鹿 56 池添 謙一ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 大久保龍志 浦河 山春牧場 466－ 11：53．52	 18．1�
611 アメリカンフェイス 牡5栗 56 今村 聖奈 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 George

Krikorian 498－ 41：53．81	 225．1�
35 ウィリアムバローズ 牡4鹿 56 横山 武史猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 中原牧場 488－ 81：54．01� 5．2�
24 アイオライト 牡5黒鹿56 �島 克駿田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 480± 01：54．31	 114．2�
47 メイショウドヒョウ 牡5栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 496－ 21：54．72	 218．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 303，592，300円 複勝： 359，445，300円 枠連： 108，826，800円 馬連： 687，629，400円 馬単： 246，194，300円
ワイド： 502，480，900円 3連複： 1，298，846，000円 3連単： 1，619，053，300円 5重勝： 730，751，700円 計： 5，856，820，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，070円 複 勝 � 1，380円 � 190円 � 160円 枠 連（6－7） 7，220円

馬 連 �� 17，220円 馬 単 �� 57，110円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 5，200円 �� 460円

3 連 複 ��� 21，150円 3 連 単 ��� 267，560円

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

キャリーオーバー なし����� 15，500，790円

票 数

単勝票数 計3035923 的中 � 26777（11番人気）
複勝票数 計3594453 的中 � 47008（12番人気）� 518647（4番人気）� 725297（1番人気）
枠連票数 計1088268 的中 （6－7） 11670（23番人気）
馬連票数 計6876294 的中 �� 30935（37番人気）
馬単票数 計2461943 的中 �� 3233（96番人気）
ワイド票数 計5024809 的中 �� 29426（37番人気）�� 23484（42番人気）�� 307924（4番人気）
3連複票数 計12988460 的中 ��� 46046（60番人気）
3連単票数 計16190533 的中 ��� 4387（555番人気）
5重勝票数 計7307517 的中 ����� 33

ハロンタイム 12．4―11．2―13．7―12．3―12．1―12．5―12．4―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―37．3―49．6―1：01．7―1：14．2―1：26．6―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズホープ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．11．9 京都1着

2017．3．29生 牡5鹿 母 オーパスクイーン 母母 オーパスワン 20戦7勝 賞金 168，973，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサンライズホープ号は，チャンピオンズカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

3102411月6日 晴 良 （4阪神5） 第2日 第12競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走16時25分 （芝・右・外）
負担重量は，3歳56�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
1：31．1
1：30．3

良
良

44 ルージュスティリア 牝3鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 白老 社台牧場 486＋ 21：32．6 2．6�
88 � ダノンティンパニー 牡4鹿 57 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 浦河 三嶋牧場 480± 0 〃 ハナ 2．5�
22 セ ル バ ー グ 牡3鹿 56

53 ▲今村 聖奈桑畑 夏美氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 430－ 21：32．81 4．8�
66 ジュンブルースカイ 牡4鹿 57 川田 将雅河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：33．22	 6．8�
77 シューラヴァラ 牡4黒鹿 57

55 △角田 大河高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 454－ 21：33．52 83．2�
11 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 520－ 41：34．24 13．2	
89 オーマイダーリン 牝5鹿 55 吉田 隼人廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 476－ 61：34．3	 32．1

55 リメンバーメモリー 牡5鹿 57 
島 克駿前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 482± 01：34．61	 79．3�
33 � フローラルドレス 牝5鹿 55 幸 英明髙橋 正雄氏 森田 直行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 424± 01：35．02	 124．0�
（9頭）

売 得 金
単勝： 166，252，600円 複勝： 110，680，100円 枠連： 31，636，400円
馬連： 194，960，100円 馬単： 106，284，000円 ワイド： 140，640，900円
3連複： 268，054，300円 3連単： 630，466，800円 計： 1，648，975，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（4－8） 270円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 160円 �� 210円 �� 220円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，550円

票 数

単勝票数 計1662526 的中 � 493022（2番人気）
複勝票数 計1106801 的中 � 293357（1番人気）� 266695（2番人気）� 155096（3番人気）
枠連票数 計 316364 的中 （4－8） 89439（1番人気）
馬連票数 計1949601 的中 �� 495278（1番人気）
馬単票数 計1062840 的中 �� 135591（2番人気）
ワイド票数 計1406409 的中 �� 246388（1番人気）�� 157674（2番人気）�� 151489（3番人気）
3連複票数 計2680543 的中 ��� 542517（1番人気）
3連単票数 計6304668 的中 ��� 293030（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．6―35．9―47．0―58．0―1：09．3―1：20．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．6
3 2，7－4－8（5，9）6－（1，3） 4 2－7－4－8（5，6，9）（1，3）

勝馬の
紹 介

ルージュスティリア 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Storm Cat デビュー 2021．8．1 新潟1着

2019．3．19生 牝3鹿 母 ドライヴンスノー 母母 Wandesta 5戦3勝 賞金 25，800，000円
〔制裁〕 ルージュスティリア号の騎手福永祐一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

５レース目



（4阪神5）第2日 11月6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 137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

257，360，000円
36，260，000円
1，400，000円
30，460，000円
62，630，000円
4，039，500円
1，315，200円

勝馬投票券売得金
973，373，700円
1，081，192，000円
239，445，500円
1，526，057，700円
668，326，100円
1，191，475，500円
2，509，682，400円
3，696，455，000円
730，751，700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 12，616，759，600円

総入場人員 9，174名 （有料入場人員 8，812名）
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