
2804910月23日 晴 良 （3阪神4） 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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

813 クロジシジョー 牡2青鹿55 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 日高 増尾牧場 428－ 21：25．5 5．4�
45 レッドバロッサ �2鹿 55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B494＋ 21：26．03 10．6�
610 フ ル ム 牡2黒鹿 55

54 ☆泉谷 楓真 �京都ホースレーシング 浜田多実雄 新ひだか 高橋フアーム 472＋ 21：26．1� 3．0�
69 クチャモザクワジャ 牡2栗 55 岩田 望来幅田 京子氏 奥村 豊 新冠 カミイスタット 496＋ 41：26．84 24．7�
712� ヨ ー デ ル 牡2栗 55 岩田 康誠小松 達昌氏 森 秀行 米 Mercedes

Stable LLC 506－121：26．9� 50．5�
46 アルコローザ 牝2黒鹿54 中井 裕二飯田 良枝氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 448－ 21：27．0クビ 44．7	
11 サンライズスコール 牡2芦 55 酒井 学松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 446＋ 21：27．21� 8．7

34 ミギーフェイス 牝2鹿 54 松山 弘平 STレーシング 新谷 功一 新冠 パカパカ

ファーム 500± 0 〃 アタマ 3．8�
57 ファンタジックラン 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大和 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 436＋ 21：27．73 110．7
22 ザ ヴ ォ ー グ 牡2栗 55 国分 恭介 �静内白井牧場 加用 正 新ひだか 静内白井牧場 494＋ 81：27．91� 184．8�
814 タマモワカムシャ 牡2鹿 55 和田 竜二タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 468－ 21：28．64 32．8�
711 クリエースト 牝2黒鹿54 加藤 祥太永山 勝敏氏 杉山 晴紀 日高 荒井ファーム B452＋ 21：28．81� 360．5�
58 エムズジャガー 牡2黒鹿55 幸 英明柴田実千代氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 484－ 61：29．33 78．2�
33 コルティーナ 牝2黒鹿54 	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 482－ 21：29．51 15．0�
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売 得 金
単勝： 42，419，000円 複勝： 55，885，900円 枠連： 10，771，400円
馬連： 59，741，400円 馬単： 25，936，300円 ワイド： 55，208，600円
3連複： 97，499，900円 3連単： 98，119，400円 計： 445，581，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 290円 � 130円 枠 連（4－8） 2，040円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 850円 �� 240円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 15，020円

票 数

単勝票数 計 424190 的中 � 66236（3番人気）
複勝票数 計 558859 的中 � 78186（3番人気）� 37010（6番人気）� 143731（1番人気）
枠連票数 計 107714 的中 （4－8） 4082（10番人気）
馬連票数 計 597414 的中 �� 16657（12番人気）
馬単票数 計 259363 的中 �� 4008（21番人気）
ワイド票数 計 552086 的中 �� 14945（12番人気）�� 68707（1番人気）�� 20078（8番人気）
3連複票数 計 974999 的中 ��� 35261（5番人気）
3連単票数 計 981194 的中 ��� 4733（40番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．9―12．4―12．2―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―35．0―47．4―59．6―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロジシジョー �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．29 小倉8着

2019．4．13生 牡2青鹿 母 サイレンスラヴ 母母 ラヴリージョウ 4戦1勝 賞金 7，170，000円

2805010月23日 晴 良 （3阪神4） 第5日 第2競走 1，600�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・右・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

68 コントディヴェール 牝2芦 54 酒井 学前田 幸治氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470－ 81：34．6 5．2�

710 マンクスホップ 牝2栗 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422＋ 41：34．7� 4．3�

811 カンティプール 牝2鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 484＋18 〃 クビ 10．2�
812 ル ミ ネ イ ト 牝2鹿 54 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508± 01：35．12� 5．7�
44 ビ ジ ン 牝2黒鹿54 古川 吉洋菅藤 宗一氏 武 英智 新ひだか 飛野牧場 462± 01：35．2� 4．8�
56 シ ロ ン 牝2鹿 54 松若 風馬山本 律氏 高柳 大輔 日高 藤本 直弘 518－101：35．41� 5．8	
11 エイユーカリーナ 牝2鹿 54 菱田 裕二笹部 和子氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 432＋ 21：35．71� 63．5

22 アンブロジアーナ 牝2黒鹿54 �島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430＋161：35．8� 23．5�
67 ガールズパワー 牝2青鹿54 国分 優作山下 良子氏 服部 利之 浦河 村中牧場 444± 0 〃 クビ 31．1�
79 ス カ イ 牝2鹿 54 岩田 康誠 ニッシンホール

ディングス 茶木 太樹 新ひだか チャンピオンズファーム 416＋201：35．9クビ 141．6�
33 クインズグレイト 牝2青鹿54 藤岡 康太 ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 松田牧場 438－ 61：36．96 49．1�
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55 ビップシュプリーム 牝2鹿 54 �島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，628，400円 複勝： 44，217，900円 枠連： 7，455，600円
馬連： 43，812，500円 馬単： 18，137，800円 ワイド： 35，726，700円
3連複： 58，490，800円 3連単： 66，130，000円 計： 302，599，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 160円 � 290円 枠 連（6－7） 1，220円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，010円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 22，970円

票 数

単勝票数 差引計 286284（返還計 2285） 的中 � 46345（3番人気）
複勝票数 差引計 442179（返還計 1635） 的中 � 63261（4番人気）� 81517（2番人気）� 32820（6番人気）
枠連票数 差引計 74556（返還計 128） 的中 （6－7） 4703（7番人気）
馬連票数 差引計 438125（返還計 5736） 的中 �� 23805（8番人気）
馬単票数 差引計 181378（返還計 2437） 的中 �� 4939（15番人気）
ワイド票数 差引計 357267（返還計 3894） 的中 �� 18559（6番人気）�� 8723（15番人気）�� 11739（12番人気）
3連複票数 差引計 584908（返還計 11926） 的中 ��� 9714（19番人気）
3連単票数 差引計 661300（返還計 17943） 的中 ��� 2087（95番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．3―12．4―11．7―11．2―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．1―36．4―48．8―1：00．5―1：11．7―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コントディヴェール �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．9．26 中山5着

2019．4．13生 牝2芦 母 ヴァイセフラウ 母母 ラ テ ィ ー ル 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔出走取消〕 ビップシュプリーム号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 コントディヴェール号の騎手酒井学は，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：10番）

第４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



2805110月23日 晴 良 （3阪神4） 第5日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時05分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：44．5

良
良

44 テ ン ダ ン ス 牡2鹿 55 和田 竜二前田 葉子氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 490＋ 41：46．9 1．5�
22 ウッドショック 牡2黒鹿55 田中 健小林 善一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 514＋ 41：47．64 81．9�
77 セレブレイトガイズ 牡2黒鹿55 岩田 望来大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 ハナ 6．2�
55 テーオーサンドニ 牡2鹿 55 松若 風馬小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 460＋ 41：47．92 9．3�
66 ブルーグラス 牝2栗 54 幸 英明三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 466－ 21：48．32 5．1�
11 エ ン バ ー ス 牡2鹿 55

52 ▲角田 大和飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 474＋ 21：48．4� 52．4�
33 ソーマレイオウ 牡2鹿 55 藤岡 康太 MASAレーシング 加用 正 日高 タバタファーム B496－ 61：48．61� 35．8	
88 ポ メ ラ ー ト 牝2黒鹿54 松山 弘平合同会社雅苑興業 茶木 太樹 新冠 津田牧場 486± 01：48．7� 25．7

89 ジューンクラマ 牡2鹿 55 古川 吉洋吉川 潤氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 B494± 01：53．0大差 167．6�
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売 得 金
単勝： 30，858，500円 複勝： 124，980，400円 枠連： 5，578，100円
馬連： 32，747，100円 馬単： 26，394，900円 ワイド： 29，594，700円
3連複： 53，232，900円 3連単： 131，746，500円 計： 435，133，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 890円 � 150円 枠 連（2－4） 4，730円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 210円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 26，040円

票 数

単勝票数 計 308585 的中 � 160663（1番人気）
複勝票数 計1249804 的中 � 1029394（1番人気）� 5220（8番人気）� 55440（3番人気）
枠連票数 計 55781 的中 （2－4） 913（11番人気）
馬連票数 計 327471 的中 �� 5069（10番人気）
馬単票数 計 263949 的中 �� 3020（16番人気）
ワイド票数 計 295947 的中 �� 4370（13番人気）�� 46480（2番人気）�� 1898（23番人気）
3連複票数 計 532329 的中 ��� 6309（16番人気）
3連単票数 計1317465 的中 ��� 3668（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．4―47．6―59．8―1：11．5―1：23．1―1：34．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ン ダ ン ス �

父 ジャスタウェイ �


母父 French Deputy デビュー 2021．10．2 中京2着

2019．2．27生 牡2鹿 母 フレンチリヴィエラ 母母 Actinella 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 テンダンス号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被

害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジューンクラマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月23日まで平地競

走に出走できない。

2805210月23日 晴 良 （3阪神4） 第5日 第4競走 ��1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

11 � ペ ル ア ア 牝2鹿 54 岩田 望来 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Zayat Sta-

bles, LLC 484 ―1：25．9 3．2�
811 パーティーベル 牡2鹿 55 和田 竜二原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446 ―1：26．11� 10．2�
710 イーサンアイ 牡2黒鹿55 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 新冠 高瀬牧場 444 ―1：27．16 12．9�
33 ピエナケープ 牡2栗 55 太宰 啓介本谷 兼三氏 奥村 豊 日高 沖田牧場 454 ―1：28．05 27．8�
79 テーオーヴィヴァン 牡2鹿 55 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 秋田育成牧場 506 ―1：28．21� 5．6�
812 カ ル ド 牡2鹿 55

51 ★古川 奈穂山口 敦広氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 442 ―1：28．41 5．6	
68 オースピシャス 牝2鹿 54 藤懸 貴志 �京都ホースレーシング 小崎 憲 新冠 イワミ牧場 456 ―1：28．72 18．7

56 � アドバンスドリーム 牡2栗 55 松山 弘平久保田典秀氏 森 秀行 米 Mountmellick

Farm, LLC 488 ―1：29．01� 5．4�
44 ビ ー ガ ー ル 牝2栗 54 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 428 ―1：29．21� 83．9�
55 ライブリインパクト 牡2鹿 55 和田 翼加藤 哲郎氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 462 ―1：29．51� 20．2
22 ヤマカツハニー 牝2黒鹿54 国分 優作山田 博康氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 422 ―1：30．67 165．3�
67 キ ン グ コ コ 牡2芦 55 川島 信二副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 574 ―1：40．2大差 101．8�
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売 得 金
単勝： 27，052，300円 複勝： 28，124，000円 枠連： 7，243，000円
馬連： 34，329，100円 馬単： 16，908，800円 ワイド： 27，363，400円
3連複： 48，879，100円 3連単： 57，406，300円 計： 247，306，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 260円 � 430円 枠 連（1－8） 590円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 490円 �� 850円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 16，500円

票 数

単勝票数 計 270523 的中 � 68439（1番人気）
複勝票数 計 281240 的中 � 62368（1番人気）� 25458（5番人気）� 13364（8番人気）
枠連票数 計 72430 的中 （1－8） 9371（2番人気）
馬連票数 計 343291 的中 �� 20935（4番人気）
馬単票数 計 169088 的中 �� 6523（6番人気）
ワイド票数 計 273634 的中 �� 15000（3番人気）�� 8114（10番人気）�� 5559（18番人気）
3連複票数 計 488791 的中 ��� 9112（14番人気）
3連単票数 計 574063 的中 ��� 2522（45番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―12．6―12．6―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．7―48．3―1：00．9―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ペ ル ア ア �
�
父 American Pharoah �

�
母父 City Zip 初出走

2019．3．25生 牝2鹿 母 Nomee 母母 Miss Utada 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ビーガール号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻9分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングココ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月23日まで平地競走に

出走できない。



2805310月23日 晴 良 （3阪神4） 第5日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時25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

33 ナムラデイリリー 牝2黒鹿 54
53 ☆泉谷 楓真奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 462 ―1：10．1 8．8�

79 プレヴォール 牡2栗 55 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460 ―1：10．41� 3．1�
55 オウケンミッキー 牝2鹿 54 岩田 望来福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 辻 牧場 462 ―1：10．71� 6．1�
710 トウカイエクラン 牝2栗 54 松山 弘平内村 正則氏 茶木 太樹 新ひだか 平野牧場 456 ―1：10．91� 3．6�
68 フェデフルール 牝2鹿 54 国分 優作 �コスモヴューファーム 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 434 ― 〃 ハナ 11．5�
811 クリノガイア 牝2栗 54 国分 恭介栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 秋田牧場 428 ―1：11．11� 45．5	
67 セイウンナナセマル 牝2黒鹿54 幸 英明西山 茂行氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 438 ―1：11．2� 11．3

56 ニホンピロオーサー 	2鹿 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 398 ―1：11．51� 76．6�
11 シ ゲ ル ブ リ 牡2鹿 55

52 ▲角田 大和森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 日高大洋牧場 420 ―1：11．6� 73．7�
44 グラトゥリーレ 牡2鹿 55 川須 栄彦�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 448 ―1：11．92 22．2
812 テイケイレジーナ 牝2鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 460 ―1：12．32� 27．8�
22 テイエムフォンテ 牡2鹿 55 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 504 ―1：13．47 84．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，032，200円 複勝： 26，435，400円 枠連： 9，452，600円
馬連： 39，159，600円 馬単： 19，765，600円 ワイド： 31，305，800円
3連複： 56，209，900円 3連単： 64，419，500円 計： 275，780，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 180円 � 140円 � 170円 枠 連（3－7） 900円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 600円 �� 660円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 22，600円

票 数

単勝票数 計 290322 的中 � 27850（4番人気）
複勝票数 計 264354 的中 � 34326（4番人気）� 55751（1番人気）� 36832（3番人気）
枠連票数 計 94526 的中 （3－7） 8097（4番人気）
馬連票数 計 391596 的中 �� 17989（6番人気）
馬単票数 計 197656 的中 �� 3682（14番人気）
ワイド票数 計 313058 的中 �� 13013（7番人気）�� 11760（8番人気）�� 22436（3番人気）
3連複票数 計 562099 的中 ��� 14138（9番人気）
3連単票数 計 644195 的中 ��� 2066（76番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．2―11．1―11．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―34．8―45．9―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラデイリリー �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ケイムホーム 初出走

2019．3．18生 牝2黒鹿 母 ナムラケイオス 母母 ナムラキャサリン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2805410月23日 晴 良 （3阪神4） 第5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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

78 ヴェールアップ 牝3芦 53 松山 弘平 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：52．6 2．7�
79 メイショウホタルビ 牝3栗 53

52 ☆泉谷 楓真松本 和子氏 大橋 勇樹 浦河 赤田牧場 422－ 21：54．19 157．8�
44 ナオミゴゼン 牝3黒鹿53 浜中 俊塩澤 正樹氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム B484＋ 81：54．31� 15．8�
811 タイセイヴィーナス 牝3鹿 53 和田 竜二田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 466＋ 2 〃 ハナ 3．4�
33 ハートウォーミング 牝5青鹿 55

52 ▲角田 大和ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466－ 61：54．61� 5．8�

22 ハッピーオーサム 牝3黒鹿53 岩田 望来馬場 幸夫氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：55．02� 7．5	
810 レッドエステーラ 牝5鹿 55 藤岡 佑介 
東京ホースレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 416－101：55．21� 23．7�
11 パレドジュスティス 牝3芦 53 幸 英明 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 470＋ 41：55．41 51．8�
55 バージョンアップ 牝3栗 53 松若 風馬高橋 宏弥氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 482＋121：55．5� 8．4
67 ワイドアウェイク 牝3栗 53 藤岡 康太 
グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 486± 01：56．35 51．0�
66 トーホウエンジェル 牝3栗 53 �島 克駿東豊物産
 川村 禎彦 新ひだか 有限会社プライドロック B470－ 41：57．15 53．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，835，300円 複勝： 42，580，300円 枠連： 7，470，300円
馬連： 49，756，700円 馬単： 23，628，600円 ワイド： 41，079，000円
3連複： 68，874，100円 3連単： 89，256，600円 計： 357，480，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 1，980円 � 340円 枠 連（7－7） 12，750円

馬 連 �� 18，890円 馬 単 �� 24，170円

ワ イ ド �� 5，180円 �� 780円 �� 14，880円

3 連 複 ��� 63，070円 3 連 単 ��� 285，070円

票 数

単勝票数 計 348353 的中 � 103035（1番人気）
複勝票数 計 425803 的中 � 108474（1番人気）� 3985（11番人気）� 29083（6番人気）
枠連票数 計 74703 的中 （7－7） 454（25番人気）
馬連票数 計 497567 的中 �� 2041（32番人気）
馬単票数 計 236286 的中 �� 733（50番人気）
ワイド票数 計 410790 的中 �� 1990（36番人気）�� 14396（10番人気）�� 687（49番人気）
3連複票数 計 688741 的中 ��� 819（95番人気）
3連単票数 計 892566 的中 ��� 227（463番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．5―12．3―12．2―12．5―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．1―50．4―1：02．6―1：15．1―1：27．5―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェールアップ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．9．13 中京12着

2018．5．6生 牝3芦 母 ツィンクルヴェール 母母 ツィンクルブライド 8戦2勝 賞金 19，370，000円



2805510月23日 晴 良 （3阪神4） 第5日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

46 テーオーダヴィンチ 牡3栗 55 松山 弘平小笹 公也氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 502＋121：25．3 8．7�
35 スナークシュンソウ 牡3黒鹿55 国分 恭介杉本 豊氏 野中 賢二 新冠 小泉牧場 514＋ 3 〃 クビ 20．8�
814 タガノネクステージ 牡3栗 55 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 八木牧場 494＋ 41：25．4� 10．9�

610� ララシャンドン 牡3黒鹿55 和田 竜二フジイ興産� 坂口 智康 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 500－ 81：25．61� 2．8�

（法942）

58 	 ヒロシゲペッパー 牡4栗 57
54 ▲角田 大和�岡 隆氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 494＋ 8 〃 クビ 79．4	

712 テイエムファルコン 牡4栗 57 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 516＋ 61：25．7クビ 3．2

22 シューラヴァラ 牡3黒鹿55 
島 克駿高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 458－ 81：25．8� 19．0�
11 スリーヘリオス �6黒鹿57 中井 裕二永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B478＋101：25．91 202．5�
815	 メイショウカリスマ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 和子氏 高橋 亮 青森 諏訪牧場 B516＋ 21：26．0クビ 35．8
713	 ク レ ア ー レ 牡4鹿 57 古川 吉洋池江 泰郎氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 464－ 2 〃 アタマ 78．1�
611 トーホウスザク 牡3栗 55 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 490－ 81：26．31� 7．1�
47 グレアミラージュ 牡4鹿 57 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 468± 0 〃 アタマ 28．0�
59 	 ライブリーホーム 牡5鹿 57 和田 翼加藤 哲郎氏 石橋 守 新冠 大狩部牧場 508± 01：26．83 235．1�
23 ハイモビリティ 牡3黒鹿 55

51 ★古川 奈穂竹下 浩一氏 矢作 芳人 安平 ゼットステーブル 508± 01：27．22 69．9�
34 レッドソルダード �3黒鹿55 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：27．31 31．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，090，300円 複勝： 55，621，400円 枠連： 11，692，900円
馬連： 57，051，300円 馬単： 27，951，400円 ワイド： 51，724，500円
3連複： 91，081，100円 3連単： 98，280，400円 計： 437，493，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 370円 � 740円 � 350円 枠 連（3－4） 3，410円

馬 連 �� 7，750円 馬 単 �� 14，290円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 1，680円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 30，520円 3 連 単 ��� 146，910円

票 数

単勝票数 計 440903 的中 � 40247（4番人気）
複勝票数 計 556214 的中 � 40736（5番人気）� 18214（9番人気）� 44669（4番人気）
枠連票数 計 116929 的中 （3－4） 2654（12番人気）
馬連票数 計 570513 的中 �� 5698（24番人気）
馬単票数 計 279514 的中 �� 1467（41番人気）
ワイド票数 計 517245 的中 �� 4460（31番人気）�� 8053（18番人気）�� 4547（29番人気）
3連複票数 計 910811 的中 ��� 2238（88番人気）
3連単票数 計 982804 的中 ��� 485（423番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．2―12．4―12．6―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―46．5―58．9―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．8
3 ・（6，10）11（13，14）3（12，8）（2，9，7）－5（4，1，15） 4 ・（6，10）（11，14）（13，12，8）（3，7，5）（2，9）15，1－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テーオーダヴィンチ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sea of Secrets デビュー 2020．10．31 京都2着

2018．2．9生 牡3栗 母 シークレットジプシー 母母 Miss Utada 6戦2勝 賞金 15，500，000円

2805610月23日 晴 良 （3阪神4） 第5日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・右・外）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

22 � サマートゥリスト 牝3黒鹿53 岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 愛 Godolphin 486＋ 41：34．9 3．1�
712 ヴィルヘルム 牡3青鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498－ 61：35．11� 5．3�
23 ヤマニンルリュール 牝3鹿 53 �島 克駿土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 478＋12 〃 アタマ 7．4�
47 メイショウシンタケ 牡3鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 466＋ 41：35．31 15．7�
59 アメイジングタイム 牡3鹿 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438－ 6 〃 	 15．7�
814 マイネルエニグマ 牡3栗 55 国分 優作 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 41：35．4	 6．7

713 ラブアンバサダー 牝4鹿 55 浜中 俊	キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 416－ 8 〃 ハナ 6．6�
610
 クワイエット 牝5黒鹿 55

52 ▲服部 寿希 	YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B448± 01：35．5� 356．3�
58 フォルステライト 牝4黒鹿 55

52 ▲角田 大和 �サンデーレーシング 小林 真也 安平 ノーザンファーム 458＋181：35．6� 38．2
46 サイモンメガライズ 牡3鹿 55 藤懸 貴志澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 41：35．7クビ 81．7�
34 ユナイテッドハーツ 牡3鹿 55 岩田 康誠大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 ディアレスト

クラブ 438＋ 61：35．8� 36．9�
35 レゾンドゥスリール 牡3黒鹿55 酒井 学 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B456＋ 2 〃 クビ 19．4�
815 スマートルシーダ 牡3鹿 55 松若 風馬大川 徹氏 音無 秀孝 日高 いとう牧場 B468＋ 61：35．9クビ 88．5�
11 サ ナ テ ィ オ 牝3鹿 53 幸 英明前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 408－ 4 〃 クビ 69．9�
611 リ ス カ ム �3青鹿55 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 新ひだか 畠山牧場 482－ 21：36．43 24．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，688，400円 複勝： 56，619，700円 枠連： 15，133，000円
馬連： 66，401，900円 馬単： 26，672，100円 ワイド： 57，598，500円
3連複： 96，915，800円 3連単： 102，116，100円 計： 463，145，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 210円 � 240円 枠 連（2－7） 410円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 440円 �� 440円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 13，910円

票 数

単勝票数 計 416884 的中 � 106090（1番人気）
複勝票数 計 566197 的中 � 122300（1番人気）� 63868（4番人気）� 53910（5番人気）
枠連票数 計 151330 的中 （2－7） 27930（1番人気）
馬連票数 計 664019 的中 �� 47634（2番人気）
馬単票数 計 266721 的中 �� 11730（2番人気）
ワイド票数 計 575985 的中 �� 34406（4番人気）�� 35145（3番人気）�� 13143（12番人気）
3連複票数 計 969158 的中 ��� 24780（5番人気）
3連単票数 計1021161 的中 ��� 5319（15番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．4―12．3―11．9―11．4―10．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．7―37．1―49．4―1：01．3―1：12．7―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．6
3 10，3（2，11）（1，7，5）12（9，8）（13，15）（4，14）6 4 ・（10，3，11）（2，5）（7，12）（1，8，13，15）9－（4，14）6

勝馬の
紹 介

�サマートゥリスト �
�
父 Dubawi �

�
母父 Tanino Gimlet デビュー 2021．5．8 中京2着

2018．2．24生 牝3黒鹿 母 Midsummer Fair 母母 Strawberry Fair 5戦2勝 賞金 17，700，000円
〔騎手変更〕 サイモンメガライズ号の騎手小林凌大は，負傷のため藤懸貴志に変更。



2805710月23日 晴 良 （3阪神4） 第5日 第9競走 ��2，400�
ひ ょ う ご

兵 庫 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス，2．10．24以降3．10．17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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
2：24．1
2：20．6

良
良

44 テーオーロイヤル 牡3鹿 54 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 458± 02：26．3 3．5�
22 マカオンドール 牡3芦 54 松山 弘平關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：26．4� 2．6�
89 ハギノピリナ 牝3青鹿52 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 480＋ 42：26．61� 2．8�
33 アルテラローザ 牝5黒鹿53 岩田 望来 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 474± 02：26．7� 15．4�
66 タイセイドリーマー 牡3栗 53 松若 風馬田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 502＋122：26．8クビ 61．8�
77 コスモジェミラ 牝4芦 52 幸 英明 	ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 456－142：27．12 52．3

88 プレイリードリーム 牡5鹿 54 和田 竜二田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 466＋ 8 〃 � 27．6�
11 リ ア ム 牡4鹿 54 岩田 康誠 	サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム B524－ 62：28．27 37．5�
55 リーブルミノル 牡3栗 53 藤岡 康太吉岡 實氏 本田 優 洞�湖 レイクヴィラファーム 482＋ 22：28．3クビ 14．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 49，361，200円 複勝： 46，369，400円 枠連： 9，118，900円
馬連： 72，204，400円 馬単： 36，008，600円 ワイド： 50，159，900円
3連複： 105，085，100円 3連単： 192，528，400円 計： 560，835，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（2－4） 410円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 150円 �� 190円 �� 160円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 1，820円

票 数

単勝票数 計 493612 的中 � 112682（3番人気）
複勝票数 計 463694 的中 � 108402（2番人気）� 138595（1番人気）� 86956（3番人気）
枠連票数 計 91189 的中 （2－4） 16959（2番人気）
馬連票数 計 722044 的中 �� 147735（1番人気）
馬単票数 計 360086 的中 �� 30842（4番人気）
ワイド票数 計 501599 的中 �� 91498（1番人気）�� 61322（3番人気）�� 77662（2番人気）
3連複票数 計1050851 的中 ��� 269681（1番人気）
3連単票数 計1925284 的中 ��� 76559（4番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―13．2―13．0―12．4―11．8―11．8―12．0―11．6―11．3―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．5―38．7―51．7―1：04．1―1：15．9―1：27．7―1：39．7―1：51．3―2：02．6―2：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F35．0
1
3
4，5（2，3，9）7，6－8－1・（4，5）9（2，3，1）（6，8，7）

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

勝馬の
紹 介

テーオーロイヤル �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．12．19 阪神3着

2018．3．6生 牡3鹿 母 メイショウオウヒ 母母 アルペンローズ 7戦3勝 賞金 38，566，000円

2805810月23日 晴 良 （3阪神4） 第5日 第10競走 ��
��1，800�トルマリンステークス

発走15時00分 （ダート・右）
牝，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53�4歳以
上55�

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

47 ハギノリュクス 牝4黒鹿55 岩田 望来日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474± 01：51．9 4．9�

23 ジュディッタ 牝3鹿 53 藤岡 佑介 �シルクレーシング 石坂 公一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510＋ 61：52．11� 5．6�

612 サトノガイア 牝4鹿 55 太宰 啓介 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 新ひだか ウエスタンファーム B478＋ 21：52．73	 5．2�
611 アルコレーヌ 牝4栃栗55 幸 英明 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：52．8
 6．8�
815 テリオスベル 牝4黒鹿55 古川 吉洋鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B446＋181：52．9
 14．8	
11 キムケンドリーム 牝4鹿 55 �島 克駿木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 B454－ 6 〃 ハナ 15．7

12 ラヴォアドゥース 牝4栃栗55 和田 竜二�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 81：53．43 17．4�
35 ギャラクシーソウル 牝4芦 55 松若 風馬吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム B448－121：53．5	 10．1�
713 シ ャ レ ー ド 牝4栗 55 岡田 祥嗣寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B510± 01：53．71� 25．6
48 レッドシルヴァーナ 牝5芦 55 泉谷 楓真 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 520－101：53．9
 134．3�
816 ソングオブザハート 牝4鹿 55 松田 大作幅田 昌伸氏 杉山 佳明 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B428－ 4 〃 クビ 50．5�
510 パ レ ニ ア 牝5鹿 55 服部 寿希今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 504－121：54．0
 68．5�
36 チェルアルコ 牝4栗 55 古川 奈穂吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 538＋ 41：54．21 95．0�
59 ワンダーエカルテ 牝5芦 55 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 518± 0 〃 アタマ 7．2�
24 ププッピドゥ 牝5栗 55 �島 良太岡 浩二氏 北出 成人 浦河 モトスファーム 504＋ 41：54．41� 72．6�
714 スマートランウェイ 牝5芦 55 菱田 裕二大川 徹氏 辻野 泰之 浦河 杵臼牧場 B516＋121：55．99 168．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，023，500円 複勝： 66，128，600円 枠連： 25，227，100円
馬連： 112，812，100円 馬単： 38，493，300円 ワイド： 81，671，300円
3連複： 169，156，200円 3連単： 164，782，400円 計： 702，294，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 210円 � 190円 枠 連（2－4） 1，330円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 670円 �� 740円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 12，870円

票 数

単勝票数 計 440235 的中 � 70716（1番人気）
複勝票数 計 661286 的中 � 82051（2番人気）� 81906（3番人気）� 91107（1番人気）
枠連票数 計 252271 的中 （2－4） 14667（5番人気）
馬連票数 計1128121 的中 �� 56892（1番人気）
馬単票数 計 384933 的中 �� 9930（2番人気）
ワイド票数 計 816713 的中 �� 31326（4番人気）�� 28270（9番人気）�� 30171（6番人気）
3連複票数 計1691562 的中 ��� 48635（1番人気）
3連単票数 計1647824 的中 ��� 9280（4番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．9―12．4―12．2―12．2―12．3―13．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―36．0―48．4―1：00．6―1：12．8―1：25．1―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノリュクス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．1．19 京都6着

2017．5．10生 牝4黒鹿 母 ハギノウィッシュ 母母 アヴェニューズレディ 13戦4勝 賞金 54，291，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 テリオスベル号の騎手小林凌大は，負傷のため古川吉洋に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アドマイヤメティス号・エスト号・クリノフラッシュ号・ショウナンナデシコ号・メイショウササユリ号・

ワンダーマンボ号



2805910月23日 晴 良 （3阪神4） 第5日 第11競走 ��
��1，200�大阪スポーツ杯

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額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）

東京スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

815 ウルトラマリン 牝4栗 55 松山 弘平 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 B478－ 41：11．0 5．5�
48 ヴァニラアイス 牝5鹿 54 幸 英明�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 470－ 21：11．1	 16．9�
510 レシプロケイト 牡5栗 57 岩田 望来ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 21：11．2	 5．5�
612 ルーチェドーロ 牡3栗 54 中井 裕二ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B506＋ 61：11．3クビ 6．3�
816 ロードラズライト �6青鹿57 
島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 454－ 41：11．4� 49．3	
611 シャイニーブランコ 牡5芦 57 国分 優作小林 昌志氏 小林 真也 平取 雅 牧場 446－ 4 〃 アタマ 43．4

24 デンコウリジエール 牡4鹿 57 泉谷 楓真田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 470＋ 21：11．5� 37．5�
36 エンプティチェア 牡4鹿 57 松若 風馬江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 B476＋ 21：11．6アタマ 14．8�
47 サダムスキャット 牝4栗 55 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 476± 0 〃 ハナ 5．2
11  オーロラテソーロ 牡4栗 57 和田 竜二了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 498± 01：11．7� 17．9�

12 メ デ ィ ク ス 牡5栗 57 藤岡 康太 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 480＋ 41：11．91� 14．1�

714 ゲンパチフォルツァ 牡3鹿 54 酒井 学平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 506－ 21：12．22 10．0�
713 コカボムクイーン 牝6黒鹿55 浜中 俊三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 486＋ 61：12．3	 58．0�
35 メイショウアリソン 牡7黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 498± 01：12．4クビ 52．7�
59 � クーファピーカブー 牝5栗 55 田中 健大迫 正善氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 478＋101：12．72 14．3�
23 ジョーアラビカ 牡7芦 57 城戸 義政上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 494± 0 〃 アタマ 69．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，372，000円 複勝： 112，998，700円 枠連： 51，048，800円
馬連： 257，485，300円 馬単： 82，025，800円 ワイド： 173，535，100円
3連複： 427，544，700円 3連単： 413，460，900円 計： 1，596，471，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 430円 � 230円 枠 連（4－8） 1，070円

馬 連 �� 7，430円 馬 単 �� 13，400円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 810円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 12，880円 3 連 単 ��� 89，960円

票 数

単勝票数 計 783720 的中 � 112576（3番人気）
複勝票数 計1129987 的中 � 149740（2番人気）� 58299（8番人気）� 136122（3番人気）
枠連票数 計 510488 的中 （4－8） 36658（3番人気）
馬連票数 計2574853 的中 �� 26854（31番人気）
馬単票数 計 820258 的中 �� 4590（56番人気）
ワイド票数 計1735351 的中 �� 20070（28番人気）�� 56780（4番人気）�� 26662（19番人気）
3連複票数 計4275447 的中 ��� 24879（43番人気）
3連単票数 計4134609 的中 ��� 3332（307番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．7―11．8―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．9―46．7―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウルトラマリン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2019．7．6 函館3着

2017．1．27生 牝4栗 母 ムツミマーベラス 母母 キャサリンクリスタ 17戦5勝 賞金 93，607，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 サトノラファール号

2806010月23日 晴 良 （3阪神4） 第5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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

23 スナークダヴィンチ 牡4鹿 57 岩田 望来杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 496＋ 61：12．1 4．5�
815 ペプチドサンライズ 牡3鹿 55 古川 吉洋沼川 一彦氏 木原 一良 日高 ファーミングヤナキタ 454＋ 21：12．31 6．6�
816 マリノエンブレム 牝3青鹿53 菱田 裕二矢野 恭裕氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 456－ 41：12．51� 27．1�
47 ジ オ ラ マ 牡8栗 57 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 530± 0 〃 クビ 19．5�
510 ハ ニ エ ル 牝5鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 21：12．6クビ 5．4�
35 � エスケーアタランタ 牝5黒鹿55 酒井 学菅藤 宗一氏 木原 一良 森 笹川大晃牧場 466＋ 4 〃 ハナ 71．9	
59 アストロノーティカ 牡7鹿 57

54 ▲角田 大和ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496－ 21：12．7� 40．0


11 � ロングファイナリー 	5鹿 57 長岡 禎仁中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 482＋ 61：12．8
 50．3�
48 タケルラスティ 牡4栗 57

53 ★古川 奈穂森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 494－ 2 〃 ハナ 12．6�
611 ビートマジック 	5黒鹿57 藤岡 康太岡田 牧雄氏 小林 真也 新ひだか 大典牧場 480＋181：12．9
 10．1
24 ポケットロケット 牝3栗 53 川須 栄彦野田 政義氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 492＋ 21：13．0
 6．7�
714 コ ル ニ リ ア 牡4鹿 57 城戸 義政�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 452－ 21：13．32 92．5�
12 � メイショウヒボタン 牝7栗 55

54 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 458± 01：13．4クビ 85．7�
36 レイテントロアー 牡4鹿 57 松山 弘平矢野 亨憲氏 田中 清隆 日高 シンボリ牧場 474＋ 21：13．5� 5．5�
612 ドラゴンズバック 牡4鹿 57 国分 恭介田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 466＋ 21：14．45 315．0�
713 アルバリズム 牝5栗 55 �島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 524± 01：15．04 58．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，275，400円 複勝： 78，852，200円 枠連： 26，016，900円
馬連： 123，515，200円 馬単： 43，390，700円 ワイド： 97，684，600円
3連複： 185，486，900円 3連単： 199，241，000円 計： 808，462，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 270円 � 640円 枠 連（2－8） 940円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，680円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 15，940円 3 連 単 ��� 71，430円

票 数

単勝票数 計 542754 的中 � 96223（1番人気）
複勝票数 計 788522 的中 � 128419（1番人気）� 77996（5番人気）� 26181（9番人気）
枠連票数 計 260169 的中 （2－8） 21401（3番人気）
馬連票数 計1235152 的中 �� 56551（4番人気）
馬単票数 計 433907 的中 �� 10103（6番人気）
ワイド票数 計 976846 的中 �� 40989（3番人気）�� 9083（31番人気）�� 8880（33番人気）
3連複票数 計1854869 的中 ��� 8726（53番人気）
3連単票数 計1992410 的中 ��� 2022（242番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．9―11．8―11．7―13．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．5
3 11，16（4，14，15）（5，3）2（6，7，12）（9，13）8（10，1） 4 ・（11，16）14（4，15）（5，3）12（2，6，7）（9，13）（10，8）－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スナークダヴィンチ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2020．4．19 阪神5着

2017．3．8生 牡4鹿 母 トップコマチ 母母 トップジョリー 15戦3勝 賞金 46，660，000円
〔騎手変更〕 マリノエンブレム号の騎手小林凌大は，負傷のため菱田裕二に変更。



（3阪神4）第5日 10月23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 156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

224，940，000円
8，130，000円
28，710，000円
1，310，000円
25，980，000円
68，087，500円
4，290，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
504，636，500円
738，813，900円
186，208，600円
949，016，600円
385，313，900円
732，652，100円
1，458，456，500円
1，677，487，500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 6，632，585，600円

総入場人員 3，793名 （有料入場人員 3，627名）3, 615名）3, 781名
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