
3104911月19日 晴 良 （4阪神5） 第5日 第1競走 ��1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

23 レゾルシオン 牡2黒鹿55 岩田 望来前田 幸貴氏 鈴木 孝志 浦河 高昭牧場 468＋ 21：26．1 1．9�
712 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 494＋ 41：26．2� 5．6�
814 マーブルロック 牡2黒鹿55 幸 英明下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 496＋ 81：26．3� 18．1�
58 グ ッ ジ ョ ブ 牡2鹿 55

53 △角田 大河馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 平取 雅 牧場 436± 01：26．61� 12．8�
713 ラ イ ヴ リ ー 牝2栗 54 池添 謙一吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 466－ 21：26．7� 24．8�
610 テクノゴールド 牡2栗 55 �島 克駿西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 静内フアーム 484－ 6 〃 アタマ 6．0	
22 ヘヴンズタイム 牡2芦 55 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 4 〃 クビ 30．9

11 クリノヒーロー 牡2栗 55 和田 翼栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 466＋ 61：26．8クビ 228．3�
815 キールロワイヤル 牡2鹿 55 坂井 瑠星�G1レーシング 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 458＋ 61：27．43� 23．6�
34 ユキノソックス 牝2栗 54

51 ▲大久保友雅重野 心平氏 宮本 博 日高 浜本牧場 450＋ 41：27．71� 309．4
35 ヤマニンブルトンヌ 牝2栗 54 酒井 学土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 466－ 2 〃 クビ 369．0�
46 パワポケプレミア 牝2鹿 54

51 ▲今村 聖奈柳原 達也氏 牧田 和弥 新ひだか 前田ファーム 394－ 61：27．91� 229．3�
59 モズスナイパー 牡2鹿 55 松若 風馬 �キャピタル・システム 村山 明 新ひだか 千代田牧場 504＋121：28．32� 33．6�
47 ウインターズテイル 牝2芦 54 C．デムーロ �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：28．72� 32．3�

（仏）

611 モルデュール 牡2芦 55 水口 優也 �京都ホースレーシング 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 462－ 81：31．1大差 355．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，803，800円 複勝： 150，982，800円 枠連： 11，016，000円
馬連： 50，824，400円 馬単： 30，872，800円 ワイド： 53，694，900円
3連複： 84，160，700円 3連単： 117，635，800円 計： 544，991，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 290円 枠 連（2－7） 360円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 200円 �� 540円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 5，230円

票 数

単勝票数 計 458038 的中 � 199821（1番人気）
複勝票数 計1509828 的中 � 1050837（1番人気）� 109855（2番人気）� 39183（5番人気）
枠連票数 計 110160 的中 （2－7） 23338（1番人気）
馬連票数 計 508244 的中 �� 85566（1番人気）
馬単票数 計 308728 的中 �� 37626（1番人気）
ワイド票数 計 536949 的中 �� 86310（1番人気）�� 22846（5番人気）�� 15107（9番人気）
3連複票数 計 841607 的中 ��� 31937（5番人気）
3連単票数 計1176358 的中 ��� 16304（8番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．2―12．3―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．4―47．6―59．9―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レゾルシオン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2022．6．11 中京2着

2020．2．22生 牡2黒鹿 母 ミュゲプリンセス 母母 カワカミプリンセス 5戦1勝 賞金 12，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モルデュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月19日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3105011月19日 晴 良 （4阪神5） 第5日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時30分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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 ペイシャハヤブサ 牡2青鹿 55
53 △角田 大河北所 直人氏 吉田 直弘 日高 中川 欽一 498＋ 81：55．7 3．8�

78 ロングウッド 牡2鹿 55 �島 克駿ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496＋ 41：56．02 22．6�

810 タイガースパーク 牡2青鹿55 国分 優作伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 446－ 2 〃 アタマ 23．2�
811 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 458－ 81：56．74 5．1�
66 ヴァレンティヌス 牡2鹿 55 坂井 瑠星小川眞査雄氏 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 502± 01：57．12� 5．6�
22 プレミアマイン 牝2鹿 54 吉田 隼人吉田 勝己氏 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 490－ 41：57．42 124．8�
55 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 B512＋ 41：57．5� 45．9	
44 ハクアイジュピター 牡2黒鹿 55

52 ▲今村 聖奈 
H.Iコーポレーション 松永 昌博 浦河 中神牧場 496－101：57．6� 44．3�
67 サンクスギビング 牡2鹿 55 城戸 義政吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田牧場 474－ 41：57．7� 200．3�
33 アリクテラー 牡2鹿 55 C．デムーロ
ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518± 01：58．44 2．4
（仏）

79 テイエムジンリョク 牡2黒鹿55 和田 竜二竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 タニグチ牧場 546－ 41：59．78 348．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，306，900円 複勝： 32，711，100円 枠連： 6，617，100円
馬連： 37，827，100円 馬単： 21，040，400円 ワイド： 34，803，500円
3連複： 60，646，300円 3連単： 82，575，200円 計： 310，527，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 520円 � 480円 枠 連（1－7） 4，580円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 7，800円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，430円 �� 4，650円

3 連 複 ��� 22，520円 3 連 単 ��� 102，160円

票 数

単勝票数 計 343069 的中 � 74316（2番人気）
複勝票数 計 327111 的中 � 59560（2番人気）� 14175（6番人気）� 15486（5番人気）
枠連票数 計 66171 的中 （1－7） 1118（14番人気）
馬連票数 計 378271 的中 �� 6096（15番人気）
馬単票数 計 210404 的中 �� 2022（20番人気）
ワイド票数 計 348035 的中 �� 6002（16番人気）�� 6335（14番人気）�� 1884（28番人気）
3連複票数 計 606463 的中 ��� 2019（46番人気）
3連単票数 計 825752 的中 ��� 586（213番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．9―13．3―13．1―12．7―12．7―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．6―51．9―1：05．0―1：17．7―1：30．4―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペイシャハヤブサ �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2022．6．26 阪神10着

2020．3．15生 牡2青鹿 母 デルマハヤブサ 母母 レ デ ィ イ ン 5戦1勝 賞金 8，600，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 阪神競馬 第５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

追 加 記 事（第 5回阪神競馬第 3日第 1競走）
〔その他〕　　ミッドナイトワルツ号は，競走中に疾病〔右第 3手根骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3105111月19日 晴 良 （4阪神5） 第5日 第3競走 1，800�2歳未勝利
発走11時00分 （芝・右・外）

牝；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
1：45．6
1：44．5

良
良

44 ミ タ マ 牝2鹿 54 岩田 望来 �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± 01：47．9 3．6�

33 ハッピーアズラリー 牝2鹿 54 �島 克駿金子真人ホール
ディングス� 安田 翔伍 平取 坂東牧場 434－ 61：48．0� 15．7�

711 タイセイフェリーク 牝2黒鹿54 藤岡 康太田中 成奉氏 田中 克典 安平 ノーザンファーム 424± 0 〃 ハナ 71．7�
22 サーマルソアリング 牝2鹿 54 C．デムーロ �キャロットファーム 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 6 〃 クビ 2．5�
（仏）

813 エ リ ム 牝2黒鹿54 池添 謙一吉田 照哉氏 石坂 公一 千歳 社台ファーム 422－ 61：48．21� 3．6	
710 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 428－ 21：48．3� 12．7

56 ミ カ ヅ キ 牝2青鹿54 武 豊 �インゼルレーシング 四位 洋文 浦河 三嶋牧場 470＋ 81：48．62 21．1�
45 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± 01：48．7� 176．5�
11 モ イ ル 牝2鹿 54 浜中 俊�前川企画 角田 晃一 日高 浜本牧場 468＋ 41：48．8� 115．0
69 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 508－ 41：49．33 77．8�
812 メイショウヒエイ 牝2鹿 54

51 ▲今村 聖奈松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 斉藤英牧場 446＋ 61：49．51� 101．0�
68 ウインドアカネール 牝2黒鹿 54

52 △角田 大河福原 正博氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 474± 01：50．35 108．0�
57 ウインラフィネ 牝2鹿 54 松若 風馬�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 444－ 81：50．51� 281．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，020，100円 複勝： 49，946，400円 枠連： 8，578，200円
馬連： 52，427，400円 馬単： 24，872，400円 ワイド： 47，627，400円
3連複： 76，732，500円 3連単： 90，841，200円 計： 394，045，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 300円 � 860円 枠 連（3－4） 1，930円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，350円 �� 6，150円

3 連 複 ��� 24，490円 3 連 単 ��� 90，090円

票 数

単勝票数 計 430201 的中 � 100281（2番人気）
複勝票数 計 499464 的中 � 95103（3番人気）� 41945（5番人気）� 11907（7番人気）
枠連票数 計 85782 的中 （3－4） 3431（8番人気）
馬連票数 計 524274 的中 �� 20194（8番人気）
馬単票数 計 248724 的中 �� 6295（11番人気）
ワイド票数 計 476274 的中 �� 22883（7番人気）�� 5057（20番人気）�� 1899（36番人気）
3連複票数 計 767325 的中 ��� 2349（50番人気）
3連単票数 計 908412 的中 ��� 731（205番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―11．7―12．4―12．4―12．3―11．9―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．2―48．6―1：01．0―1：13．3―1：25．2―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．6
3 6，9，2，11（4，7，12）（1，10）（3，13）5，8 4 ・（6，9）2，11（4，7，12）（1，10，13）（5，3）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミ タ マ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2022．8．6 新潟2着

2020．2．19生 牝2鹿 母 モ ナ リ ザ 母母 Colorsnap 4戦1勝 賞金 9，560，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3105211月19日 晴 良 （4阪神5） 第5日 第4競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時30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

22 ジュンツバメガエシ 牡2黒鹿55 C．デムーロ 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498－ 62：02．3 3．0�
（仏）

710 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± 02：02．4� 5．4�
45 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± 02：02．61 45．4�
68 アレンテージョ 牡2鹿 55 坂井 瑠星�G1レーシング 坂口 智康 安平 追分ファーム 458＋ 2 〃 アタマ 5．3�
56 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 494－ 2 〃 ハナ 7．1�
44 スマートファントム 牡2鹿 55

53 △角田 大河大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 静内山田牧場 474＋ 22：02．91� 21．5	
11 ラミアストラーダ 牡2鹿 55 �島 克駿前田 幸治氏 田中 克典 日高 木村牧場 456＋ 4 〃 ハナ 24．3

812 ネ ー ブ ル 牝2黒鹿54 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 444－ 8 〃 クビ 156．1�
57 レジェンドシップ 牡2芦 55 城戸 義政 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 458± 02：03．0� 4．6�
711 メイショウアポロン 牡2黒鹿55 古川 吉洋松本 好氏 南井 克巳 浦河 田中スタッド 444－102：03．32 208．1�
33 ティーティースター 牡2黒鹿55 川須 栄彦康本 利幸氏 羽月 友彦 新ひだか タガミファーム 428－ 42：03．4� 95．5�
69 ザレットイットビー 牡2青鹿 55

51 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 梅田 智之 新冠 マリオステー
ブル 414＋ 42：03．5� 238．1�

813 フルコンタクト 牡2鹿 55 松若 風馬安原 浩司氏 角田 晃一 浦河 中神牧場 468－122：05．6大差 332．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 46，911，100円 複勝： 58，494，500円 枠連： 10，595，300円
馬連： 54，946，100円 馬単： 27，127，000円 ワイド： 54，782，800円
3連複： 91，063，500円 3連単： 104，378，300円 計： 448，298，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 190円 � 630円 枠 連（2－7） 1，130円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，610円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 10，200円 3 連 単 ��� 30，690円

票 数

単勝票数 計 469111 的中 � 126160（1番人気）
複勝票数 計 584945 的中 � 139317（1番人気）� 80350（4番人気）� 16822（8番人気）
枠連票数 計 105953 的中 （2－7） 7217（5番人気）
馬連票数 計 549461 的中 �� 37687（4番人気）
馬単票数 計 271270 的中 �� 10349（5番人気）
ワイド票数 計 547828 的中 �� 32269（7番人気）�� 8434（20番人気）�� 6007（23番人気）
3連複票数 計 910635 的中 ��� 6690（35番人気）
3連単票数 計1043783 的中 ��� 2465（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．8―49．7―1：02．2―1：14．8―1：27．1―1：38．8―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンツバメガエシ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2022．8．21 札幌2着

2020．3．22生 牡2黒鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド 2戦1勝 賞金 8，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3105311月19日 晴 良 （4阪神5） 第5日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時20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
1：08．6
1：07．5

良
良

711 グランテスト 牝2芦 54 坂井 瑠星下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 454 ―1：10．3 4．6�
610� スモーキンビリー 牡2鹿 55 武 豊江馬 由将氏 音無 秀孝 米 Mullikin Thor-

oughbreds 490 ―1：10．51� 3．1�
46 サイレンスタイム 牡2鹿 55 藤岡 康太 �京都ホースレーシング 安達 昭夫 新ひだか 坂本 春雄 488 ―1：10．6クビ 10．4�
34 スーパーファルクス 牝2芦 54 C．デムーロ 吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 438 ―1：11．02� 4．0�

（仏）

33 ル ソ レ イ ユ 牡2鹿 55 松田 大作サクラターフィークラブ 北出 成人 浦河 バンブー牧場 510 ―1：11．1� 37．2�
58 メイショウタイジュ 牡2栗 55 田中 健松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 438 ― 〃 ハナ 8．1	
813 コーヒーブレイク 牝2青鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 442 ― 〃 クビ 29．3

57 プリモカヴァロ 牝2栗 54 池添 謙一猪又 晶介氏 飯田 祐史 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 426 ― 〃 ハナ 37．4�
69 ビビアナローズ 牝2黒鹿54 吉田 隼人上山 牧氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 460 ―1：11．31 43．3�
11 タガノソフィア 牝2黒鹿54 酒井 学八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 420 ― 〃 ハナ 70．4
45 キ ャ ロ リ ン 牝2栗 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 新冠 村上 欽哉 414 ― 〃 ハナ 110．2�
814 ニトウリュウ 牝2鹿 54 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 396 ―1：11．83 29．7�
712 ファインギフト 牝2黒鹿54 �島 克駿窪田 芳郎氏 浜田多実雄 浦河 恵比寿牧場 444 ―1：12．01� 37．1�
22 ケンヴァイザッハ 牡2栗 55 古川 吉洋中西 宏彰氏 大根田裕之 宮城 早坂牧場 442 ―1：12．42� 295．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，791，300円 複勝： 41，722，900円 枠連： 10，719，800円
馬連： 47，040，400円 馬単： 22，631，400円 ワイド： 46，137，000円
3連複： 72，934，100円 3連単： 79，211，600円 計： 363，188，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 140円 � 210円 枠 連（6－7） 780円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 400円 �� 780円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 14，590円

票 数

単勝票数 計 427913 的中 � 76659（3番人気）
複勝票数 計 417229 的中 � 64737（3番人気）� 86578（2番人気）� 45044（4番人気）
枠連票数 計 107198 的中 （6－7） 10530（2番人気）
馬連票数 計 470404 的中 �� 37016（3番人気）
馬単票数 計 226314 的中 �� 8806（6番人気）
ワイド票数 計 461370 的中 �� 31094（2番人気）�� 14173（9番人気）�� 25679（4番人気）
3連複票数 計 729341 的中 ��� 19079（7番人気）
3連単票数 計 792116 的中 ��� 3935（34番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―11．7―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．4―47．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランテスト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2020．3．19生 牝2芦 母 オーヴィレール 母母 シャンパンフルート 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3105411月19日 晴 良 （4阪神5） 第5日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時50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
1：23．0
1：23．0

重
重

611 スマートフォルス 牡2鹿 55 武 豊大川 徹氏 吉村 圭司 日高 株式会社ス
マート 472 ―1：26．3 14．9�

35 � ジョヴィアン 牡2鹿 55 C．デムーロ 吉田 和美氏 奥村 豊 米 DS Stable,
LLC 512 ―1：26．82� 2．2�

（仏）

48 ヘ ン リ ー 牡2栗 55 坂井 瑠星サイプレスホール
ディングス合同会社 吉岡 辰弥 新冠 秋田牧場 528 ―1：27．22� 3．6�

816 メイショウフラム 牝2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 430 ―1：27．72� 10．2�
11 � エッセンシャルワン 牝2鹿 54 横山 典弘�NICKS 昆 貢 米

Ocala Stud, J Mi-
chael O’Farrell Jr. &
William J. Terrill

478 ―1：28．12� 10．7�
612 ピュアマークス 牡2黒鹿55 国分 優作�マークス 畑端 省吾 様似 清水スタッド 490 ― 〃 クビ 156．5	
47 テイエムマタドール 牡2鹿 55 幸 英明竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 日高テイエム

牧場株式会社 496 ―1：29．16 44．3

24 アルフェニン 牝2芦 54 �島 克駿�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 464 ― 〃 アタマ 67．8�
59 リ ュ ウ 牡2栗 55 岩田 望来石川 達絵氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 516 ―1：29．52� 8．3�
36 ナムラレナード 牡2黒鹿 55

53 △角田 大河奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 426 ―1：30．13� 106．1
510 ハクサンメガミ 牝2栗 54 �島 良太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 404 ―1：30．2クビ 159．8�
714 デルマアビセタオシ 牡2鹿 55 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 480 ―1：30．73 180．2�
815 ア ル ベ ル ト 牡2栗 55 藤岡 康太中辻 明氏 杉山 佳明 新ひだか 岡田牧場 452 ― 〃 クビ 67．2�
713 シアワセノアシオト 牝2黒鹿54 和田 竜二 �キャピタル・システム 平田 修 苫小牧 アスラン 442 ―1：31．65 94．4�
12 アスクトニーロッソ 牡2鹿 55 川須 栄彦廣崎利洋HD� 梅田 智之 新冠 川上牧場 498 ―1：32．66 131．6�
23 キリシマレインボー 牡2鹿 55 城戸 義政西村新一郎氏 牧田 和弥 新冠 村上 進治 470 ―1：32．91� 298．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，604，900円 複勝： 40，482，400円 枠連： 11，501，300円
馬連： 50，738，300円 馬単： 24，362，200円 ワイド： 47，076，700円
3連複： 74，884，600円 3連単： 87，719，000円 計： 383，369，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 210円 � 120円 � 140円 枠 連（3－6） 1，300円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 580円 �� 540円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 15，400円

票 数

単勝票数 計 466049 的中 � 26355（6番人気）
複勝票数 計 404824 的中 � 35713（6番人気）� 105968（1番人気）� 79736（2番人気）
枠連票数 計 115013 的中 （3－6） 6846（6番人気）
馬連票数 計 507383 的中 �� 29013（6番人気）
馬単票数 計 243622 的中 �� 4383（15番人気）
ワイド票数 計 470767 的中 �� 18814（8番人気）�� 20371（7番人気）�� 60742（1番人気）
3連複票数 計 748846 的中 ��� 37753（4番人気）
3連単票数 計 877190 的中 ��� 4129（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．6―49．2―1：01．8―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートフォルス �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ロードカナロア 初出走

2020．5．8生 牡2鹿 母 スマートレグルス 母母 ルビーレジェンド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シアワセノアシオト号・アスクトニーロッソ号・キリシマレインボー号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，令和4年12月19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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カネトシフラム号・コロネット号・ファニーボーイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3105511月19日 晴 良 （4阪神5） 第5日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時20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

22 プレミアムスマイル 牝3鹿 53 C．デムーロ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 490－ 21：53．4 1．5�
（仏）

810 メタルゴッド 牝3青 53 坂井 瑠星田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 秋場牧場 450＋ 21：54．35 4．9�
66 アウトオブサイト 牝4鹿 55 岩田 望来ゴドルフィン 斉藤 崇史 新冠 対馬 正 510＋ 41：54．83 4．9�
78 シゲルオトヒメ 牝3芦 53 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 432＋ 2 〃 ハナ 70．3�
55 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 498＋ 61：55．22 44．5	
44 ラ ピ ド ゥ ス 牝3鹿 53 吉田 隼人�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 490± 01：55．41� 28．9

811� タツオウカケンラン 牝5青鹿55 松若 風馬鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 458＋ 21：55．93 91．2�
67 � シアープレジャー 牝5鹿 55

53 △角田 大河岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 434± 01：56．0� 257．1�
79 ジューンレインボー 牝3青鹿53 和田 竜二吉川 潤氏 武 英智 浦河 高昭牧場 432－ 21：56．21� 21．8
33 レディズビーク 牝3青鹿 53

50 ▲今村 聖奈青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450－121：56．41 17．3�
11 サルサディーバ 牝3栗 53 幸 英明吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム B494－ 61：56．61� 43．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，690，900円 複勝： 131，938，900円 枠連： 17，755，000円
馬連： 65，816，300円 馬単： 36，915，700円 ワイド： 48，780，000円
3連複： 89，765，700円 3連単： 137，817，300円 計： 568，479，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（2－8） 240円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 160円 �� 170円 �� 280円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 1，310円

票 数

単勝票数 計 396909 的中 � 201735（1番人気）
複勝票数 計1319389 的中 � 967393（1番人気）� 110218（2番人気）� 89293（3番人気）
枠連票数 計 177550 的中 （2－8） 55997（1番人気）
馬連票数 計 658163 的中 �� 198452（1番人気）
馬単票数 計 369157 的中 �� 85195（1番人気）
ワイド票数 計 487800 的中 �� 86393（1番人気）�� 73594（2番人気）�� 35984（3番人気）
3連複票数 計 897657 的中 ��� 175604（1番人気）
3連単票数 計1378173 的中 ��� 75909（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―13．9―13．2―13．3―12．7―12．2―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―37．2―50．4―1：03．7―1：16．4―1：28．6―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．0
1
3
・（2，10）7－6，11－1（5，9）－8（3，4）・（2，10）（7，6）11，4，5，1（8，9）3

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

勝馬の
紹 介

プレミアムスマイル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Awesome Again デビュー 2021．6．12 中京9着

2019．4．4生 牝3鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 8戦2勝 賞金 20，000，000円
※シアープレジャー号・ジューンレインボー号・タツオウカケンラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3105611月19日 晴 良 （4阪神5） 第5日 第8競走 1，200�3歳以上2勝クラス
発走13時55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

35 イスラアネーロ 牡3栗 56 和田 竜二堂守 貴志氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 440± 01：11．2 2．2�
713 ユスティニアン 牡4鹿 57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 21：12．05 63．1�
714 ファーンヒル 牡3黒鹿56 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 468＋ 21：12．42� 3．7�
815� クローリスノキセキ 牝4鹿 55 坂井 瑠星嶋田 賢氏 西田雄一郎 新ひだか 岡田牧場 450－ 61：12．5クビ 37．0�
611 フォックススリープ �4鹿 57

55 △角田 大河石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B464＋ 21：12．6� 26．9�
816 ミユキアイラブユー 牡3鹿 56 幸 英明長井 純一氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 568－ 21：12．7� 3．4	
36 � チャーミングアクト 牝5鹿 55 岩田 康誠橋本 浩氏 飯田 雄三 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 61：12．8クビ 96．4

47 ジューンステータス 牡6青鹿57 松若 風馬吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 B494－ 21：12．9� 74．5�
12 ビーアイフェリペ 牡4栗 57 柴山 雄一馬場 祥晃氏 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 528＋10 〃 ハナ 39．3�
24 オンザダブル 牡3栗 56

53 ▲大久保友雅 社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 514－101：13．0� 14．2�
48 ウキウキホリデー 牝4芦 55 国分 優作 ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 480－ 41：13．53 161．2�
23 � クリノカサット 牝7栗 55 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 480＋ 81：13．71� 367．5�
510 ポ メ ラ ー ト 牝3黒鹿54 C．デムーロ 合同会社雅苑興業 茶木 太樹 新冠 津田牧場 476－201：13．8� 48．3�

（仏）

59 � スズカサウスソング 牡5鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B508± 01：13．9� 134．7�
11 サウンドブライアン 牡4芦 57 池添 謙一増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 480－ 61：14．0クビ 156．7�
612 ファンタジックラン 牝3黒鹿 54

51 ▲今村 聖奈 社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 446－10 〃 クビ 66．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，424，000円 複勝： 60，037，000円 枠連： 22，164，100円
馬連： 90，216，700円 馬単： 33，419，900円 ワイド： 69，189，600円
3連複： 120，811，700円 3連単： 127，685，300円 計： 579，948，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 570円 � 140円 枠 連（3－7） 290円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 260円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 26，610円

票 数

単勝票数 計 564240 的中 � 197476（1番人気）
複勝票数 計 600370 的中 � 153471（1番人気）� 16716（9番人気）� 122511（2番人気）
枠連票数 計 221641 的中 （3－7） 58049（1番人気）
馬連票数 計 902167 的中 �� 12659（15番人気）
馬単票数 計 334199 的中 �� 3310（23番人気）
ワイド票数 計 691896 的中 �� 11212（16番人気）�� 80195（1番人気）�� 9221（21番人気）
3連複票数 計1208117 的中 ��� 18005（13番人気）
3連単票数 計1276853 的中 ��� 3478（75番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―11．8―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．9―46．7―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．3
3 5，9（6，13，10）16，15，4（11，14）（1，3）（7，12）（2，8） 4 5，9，13（6，10）（15，16）（11，14）4（3，7，12）1（2，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イスラアネーロ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 シニスターミニスター デビュー 2021．12．5 阪神2着

2019．4．6生 牡3栗 母 エリモフェザー 母母 リトルマーメード 10戦3勝 賞金 37，200，000円
〔制裁〕 オンザダブル号の騎手大久保友雅は，3コーナーでの御法（内柵に接触した）について戒告。（被害馬：1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 ゴールドフィンガー号・サウンドサンビーム号・シホノディレット号・ハギノオーロ号・バーニングソウル号・

ペイシャリルキス号・メイショウカイト号・ルーリング号・ロードサージュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3105711月19日 晴 良 （4阪神5） 第5日 第9競走 ��
��1，800�

い ず し

出 石 特 別
発走14時30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

但馬國出石観光協会理事長賞（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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

36 オ デ ィ ロ ン 牡3鹿 55 池添 謙一橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 496＋101：53．2 3．0�
611 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 510＋ 61：53．3� 5．3�
815 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 474－ 21：53．4クビ 24．1�
48 ニホンピロハーバー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 518＋101：53．5
 12．8�
12 ヒミノフラッシュ 牡4黒鹿57 �島 克駿佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 556± 01：53．6
 125．7�
35 � フランスゴデイナ 牡4栗 57 岩田 康誠稻井田有司氏 森 秀行 米

Betz, Kidder, B
& K Canetti &
Jim Betz

490－ 61：53．7
 3．1�
23 メイショウオキビ 牡4栗 57 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 512＋101：54．01� 7．6	
47 メイショウヨシテル 牡4黒鹿57 横山 典弘松本 好
氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 478＋ 61：54．21 20．0�
11 スズカルビコン 牡4栗 57 岩田 望来永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B522＋ 21：54．41
 41．9�
612 ロードグリュック 牡5鹿 57 川須 栄彦 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 470± 0 〃 ハナ 263．6�
713 イルミネーター 牡5鹿 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 488＋ 21：54．71
 59．2�
510 ペイルライダー 牝4鹿 55 角田 大河市川義美ホール

ディングス 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 484± 01：55．76 212．0�
816 シンゼンデレヤ 牡5鹿 57 城戸 義政原 司郎氏 荒川 義之 新冠 川上牧場 532－ 61：55．91 423．5�
24  ガ ム ラ ン 牡4栗 57 松若 風馬ニットー商事 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 B512＋ 71：56．32
 80．4�
59 ル モ ン ド 牡6鹿 57 C．デムーロ山紫水明 坂口 智康 日高 下河辺牧場 482＋ 61：56．72
 26．9�

（仏）

714 ア ク セ ル 牡4黒鹿57 松田 大作中辻 明氏 小手川 準 様似 髙村 伸一 520＋ 21：57．44 223．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，695，700円 複勝： 46，372，500円 枠連： 35，522，600円
馬連： 98，749，100円 馬単： 28，656，800円 ワイド： 62，100，700円
3連複： 123，002，700円 3連単： 118，471，300円 計： 550，571，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 160円 � 480円 枠 連（3－6） 460円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，330円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 18，600円

票 数

単勝票数 計 376957 的中 � 99450（1番人気）
複勝票数 計 463725 的中 � 83385（3番人気）� 84898（2番人気）� 18378（8番人気）
枠連票数 計 355226 的中 （3－6） 59410（3番人気）
馬連票数 計 987491 的中 �� 77447（3番人気）
馬単票数 計 286568 的中 �� 13592（4番人気）
ワイド票数 計 621007 的中 �� 42910（3番人気）�� 11395（15番人気）�� 10315（16番人気）
3連複票数 計1230027 的中 ��� 16669（18番人気）
3連単票数 計1184713 的中 ��� 4617（53番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．4―12．1―12．0―12．4―12．5―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．7―49．8―1：01．8―1：14．2―1：26．7―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．0
1
3
5，6，15（1，3）（4，14）2，9，8，13，12－（7，10）－11，16
5（6，15）（1，3）（4，14）2，9，8－13（10，11）12－7－16

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

勝馬の
紹 介

オ デ ィ ロ ン �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Pivotal デビュー 2021．7．25 函館6着

2019．3．26生 牡3鹿 母 パラフレーズ 母母 Epitome 9戦3勝 賞金 42，964，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
〔制裁〕 オディロン号の騎手池添謙一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番）
※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 メイショウジブリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3105811月19日 晴 良 （4阪神5） 第5日 第10競走 ��
��2，400�

あまがさき

尼崎ステークス
発走15時05分 （芝・右・外）
3歳以上，3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 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
2：24．1
2：20．6

良
良

33 イ ン プ レ ス 牡3黒鹿55 �島 克駿前田 幸治氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 524＋ 42：27．9 5．1�
710 ストリクトコード 牝5黒鹿55 和田 竜二�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 460＋ 42：28．0	 5．6�
44 レッドヴェロシティ 牡4黒鹿57 C．デムーロ �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 534－ 82：28．1
 2．1�

（仏）

79 タイセイモナーク 牡6鹿 57 吉田 隼人田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 502＋ 22：28．2クビ 52．5�
68 シ ロ ニ イ 牡8白 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B516＋12 〃 アタマ 82．5�
811 テ ン カ ハ ル 牡4栗 57 池添 謙一ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 ハナ 20．2	
812 ウォルフズハウル 牡6黒鹿57 幸 英明ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 62：28．3
 31．3

22 ゼ ー ゲ ン 牡7青鹿57 浜中 俊�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 42：28．4
 104．2�
11 リリーピュアハート 牝5鹿 55 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460＋ 8 〃 クビ 10．3
67 マイネルコロンブス 牡5鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B470－ 22：28．5
 71．7�
56 ロードプレジール 牡4黒鹿57 坂井 瑠星 �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 488＋ 42：28．71� 5．7�
55 ドンアルゴス 牡7黒鹿57 川島 信二山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524± 0 〃 クビ 254．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 63，762，000円 複勝： 66，221，800円 枠連： 34，516，600円
馬連： 109，049，900円 馬単： 40，723，600円 ワイド： 77，454，400円
3連複： 151，610，300円 3連単： 194，049，500円 計： 737，388，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 140円 � 110円 枠 連（3－7） 2，040円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 390円 �� 260円 �� 250円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 637620 的中 � 98692（2番人気）
複勝票数 計 662218 的中 � 101827（3番人気）� 106464（2番人気）� 184847（1番人気）
枠連票数 計 345166 的中 （3－7） 13092（5番人気）
馬連票数 計1090499 的中 �� 73236（5番人気）
馬単票数 計 407236 的中 �� 13945（9番人気）
ワイド票数 計 774544 的中 �� 46029（5番人気）�� 79568（2番人気）�� 83493（1番人気）
3連複票数 計1516103 的中 ��� 137066（1番人気）
3連単票数 計1940495 的中 ��� 27125（10番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．0―13．2―13．0―13．2―12．6―12．3―11．9―11．1―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．0―38．0―51．2―1：04．2―1：17．4―1：30．0―1：42．3―1：54．2―2：05．3―2：16．4

コーナー
通過順位

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

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

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 7戦4勝 賞金 53，896，000円
〔制裁〕 レッドヴェロシティ号の騎手C．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和4年12月3日から令和4年

12月4日まで騎乗停止。（被害馬：6番・7番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3105911月19日 晴 良 （4阪神5） 第5日 第11競走 ��
��2，000�アンドロメダステークス（Ｌ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，R3．11．20以降R4．11．13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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000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
1：57．2
1：56．1

良
良

44 マテンロウレオ 牡3黒鹿54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 472－ 41：59．3 10．1�
22 ディープモンスター 牡4青鹿56 岩田 望来 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 464－ 21：59．51� 3．3�
79 ソフトフルート 牝5黒鹿53 坂井 瑠星ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－12 〃 アタマ 3．8�
33 サンテローズ 牝5栗 53 C．デムーロ �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 532＋ 21：59．6� 4．0�

（仏）

78 アイコンテーラー 牝4栗 52 和田 竜二中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 474＋101：59．91� 11．2	
11 ブラックマジック 牡5青鹿54 武 豊窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 454± 02：00．0� 9．6

811 ゴールドギア 牡7黒鹿55 池添 謙一有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 B482± 02：00．21 58．4�
66 ショウナンバルディ 牡6黒鹿56．5 松若 風馬国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 454＋ 6 〃 アタマ 38．8�
55 ヒルノダカール 牡6青鹿54 浜中 俊�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 B518＋ 62：00．3� 18．0
810 ヒュミドール 	6鹿 56 幸 英明�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 462－142：01．04 24．9�
67 アドマイヤジャスタ 牡6鹿 55 岩田 康誠近藤 旬子氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム B518± 02：01．53 78．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 139，934，400円 複勝： 143，982，000円 枠連： 45，596，000円
馬連： 269，490，800円 馬単： 102，979，500円 ワイド： 194，602，200円
3連複： 406，973，800円 3連単： 528，801，900円 計： 1，832，360，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 200円 � 140円 � 140円 枠 連（2－4） 1，590円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 600円 �� 710円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 14，330円

票 数

単勝票数 計1399344 的中 � 110792（5番人気）
複勝票数 計1439820 的中 � 147927（4番人気）� 292417（2番人気）� 292453（1番人気）
枠連票数 計 455960 的中 （2－4） 22139（6番人気）
馬連票数 計2694908 的中 �� 134163（5番人気）
馬単票数 計1029795 的中 �� 21466（11番人気）
ワイド票数 計1946022 的中 �� 78890（6番人気）�� 65086（10番人気）�� 184647（2番人気）
3連複票数 計4069738 的中 ��� 146167（5番人気）
3連単票数 計5288019 的中 ��� 26745（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．4―48．4―1：00．2―1：12．2―1：24．0―1：35．6―1：47．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

マテンロウレオ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．10．30 阪神1着

2019．4．22生 牡3黒鹿 母 サラトガヴィーナス 母母 レディダンジグ 7戦3勝 賞金 73，644，000円
〔制裁〕 ディープモンスター号の騎手岩田望来は，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）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3106011月19日 晴 良 （4阪神5） 第5日 第12競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走16時20分 （芝・右・外）

負担重量は，3歳56�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
1：31．1
1：30．3

良
良

59 レベレンシア 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488－ 21：35．7 15．0�

611 ムーンリットナイト 牡3鹿 56 吉田 隼人 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 クビ 19．8�
47 ポ ー カ ー 牡3黒鹿56 池添 謙一石川 達絵氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 454－ 21：35．8� 2．6�
36 ド リ ア ー ド 牝4青鹿 55

53 △角田 大河 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480＋ 41：35．9� 15．8�

23 サトノルフィアン 牡3鹿 56 古川 吉洋里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B492－22 〃 ハナ 111．0�
817 マイシンフォニー 牝3青鹿54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：36．0クビ 3．9	
714 バレエマスター 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 照哉氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 クビ 7．7

715 ウナギノボリ 牡3黒鹿56 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 464－ 81：36．1� 57．2�
713 フローレンスハニー 牝3芦 54 岩田 望来 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 日高 白井牧場 434± 01：36．2クビ 34．6�
35 ゴールドローズ 牝3芦 54 秋山真一郎髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 454－ 61：36．41	 26．9�
818 デルマグレムリン 牡3栗 56 和田 竜二浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 446－ 2 〃 同着 20．3�
48 ヴィースバーデン 牝5鹿 55 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 442± 0 〃 ハナ 274．6�
24 バリコノユメ 牝4栗 55

52 ▲今村 聖奈大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 486－ 21：36．61	 25．9�
612 アメイジングタイム 牡4鹿 57 C．デムーロ サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 440－ 81：36．71 17．3�

（仏）

11 フ ラ リ オ ナ 牝4青鹿55 藤岡 佑介大冨 智弘氏 平田 修 千歳 社台ファーム 422＋ 21：36．8クビ 28．7�
510 サ ク 牝3鹿 54 幸 英明増田江利子氏 北出 成人 日高 前野牧場 434－14 〃 クビ 73．6�
816 ピースキーパー 牝3栗 54 浜中 俊 �ゴールドアップ・

カンパニー 奥村 豊 新ひだか ゴールドアップカンパニー 438＋ 21：37．33 56．0�
12 ランスオブミューズ 牝4鹿 55 城戸 義政五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム B432－ 61：38．78 130．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 91，750，800円 複勝： 124，477，800円 枠連： 43，170，000円
馬連： 170，214，900円 馬単： 60，894，000円 ワイド： 167，825，100円
3連複： 272，440，100円 3連単： 279，048，700円 計： 1，209，821，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 430円 � 470円 � 150円 枠 連（5－6） 5，410円

馬 連 �� 12，130円 馬 単 �� 22，920円

ワ イ ド �� 3，580円 �� 890円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 12，420円 3 連 単 ��� 102，220円

票 数

単勝票数 計 917508 的中 � 48812（4番人気）
複勝票数 計1244778 的中 � 62060（5番人気）� 55136（8番人気）� 307515（1番人気）
枠連票数 計 431700 的中 （5－6） 6173（19番人気）
馬連票数 計1702149 的中 �� 10869（32番人気）
馬単票数 計 608940 的中 �� 1992（61番人気）
ワイド票数 計1678251 的中 �� 11587（38番人気）�� 49949（5番人気）�� 42870（6番人気）
3連複票数 計2724401 的中 ��� 16449（34番人気）
3連単票数 計2790487 的中 ��� 1979（304番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．1―12．7―12．5―11．8―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―35．2―47．9―1：00．4―1：12．2―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レベレンシア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．12．28 阪神1着

2019．4．15生 牡3鹿 母 ブルーモーメント 母母 シネマスコープ 4戦2勝 賞金 14，700，000円
〔制裁〕 レベレンシア号の騎手�島克駿は，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：7番・16

番）
バレエマスター号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで内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）
レベレンシア号の騎手�島克駿は，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：7番・17
番）

※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 エスオーライアン号・クワイエット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（4阪神5）第5日 11月19日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

229，600，000円
13，830，000円
34，370，000円
1，230，000円
29，530，000円
76，488，000円
4，537，500円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
688，695，900円
947，370，100円
257，752，000円
1，097，341，400円
454，495，700円
904，074，300円
1，625，026，000円
1，948，235，100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 7，922，990，500円

総入場人員 8，847名 （有料入場人員 8，601名）
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