
2807310月30日 晴 良 （3阪神4） 第7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

44 ストームゾーン 牡2鹿 55 松若 風馬�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム B506± 01：26．1 13．2�
78 メイショウホマレ 牝2黒鹿54 幸 英明松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 454± 0 〃 � 6．9�
66 メイショウキッド 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 504＋101：26．41� 2．3�
33 テイエムビシャモン 牡2黒鹿55 柴山 雄一竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 488＋ 41：26．82� 8．5�
55 テイエムキバイモン 牡2鹿 55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 472＋ 21：27．86 39．2	
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 502－ 21：28．43� 147．3

810 パウダリースノー 牝2黒鹿54 団野 大成ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 61：28．61� 19．7�
11 リッキーヤスオカ 牡2栗 55 �島 克駿 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 日高 下河辺牧場 504－ 4 〃 クビ 22．7�
77 リリーラッシャー 牡2鹿 55 川須 栄彦土井 孝夫氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 494± 01：29．13 17．9
89 モロキニムーン 牡2芦 55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490－ 41：29．42 4．1�
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売 得 金
単勝： 34，579，600円 複勝： 45，716，100円 枠連： 6，935，700円
馬連： 48，337，100円 馬単： 25，476，400円 ワイド： 44，298，500円
3連複： 75，896，900円 3連単： 103，930，000円 計： 385，170，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 250円 � 160円 � 110円 枠 連（4－7） 2，590円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 750円 �� 490円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 17，880円

票 数

単勝票数 計 345796 的中 � 22039（5番人気）
複勝票数 計 457161 的中 � 32449（5番人気）� 69416（3番人気）� 145177（1番人気）
枠連票数 計 69357 的中 （4－7） 2071（10番人気）
馬連票数 計 483371 的中 �� 12181（11番人気）
馬単票数 計 254764 的中 �� 2698（28番人気）
ワイド票数 計 442985 的中 �� 13537（11番人気）�� 22267（5番人気）�� 50926（2番人気）
3連複票数 計 758969 的中 ��� 35810（5番人気）
3連単票数 計1039300 的中 ��� 4213（63番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．3―12．3―12．7―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．8―47．1―59．4―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストームゾーン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 Yonaguska デビュー 2021．7．25 新潟12着

2019．3．16生 牡2鹿 母 ヨ ナ グ ッ チ 母母 Designer Label 4戦1勝 賞金 5，870，000円

2807410月30日 晴 良 （3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 5，100，000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

78 ビーアストニッシド 牡2黒鹿55 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 464± 01：35．4 17．1�

810 ソングフォーユー 牝2鹿 54 坂井 瑠星三田 昌宏氏 森田 直行 平取 高橋 啓 450＋121：35．61 9．9�
22 ウインバグース 牡2鹿 55 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 478± 0 〃 � 2．3�
44 ムーンリットナイト 牡2鹿 55

52 ▲角田 大和 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 ハナ 27．8�
11 プルサティーラ 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 414－ 21：35．81 2．2	
77 ニャンチンノン 牡2栗 55 岩田 望来加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 藤春 修二 440± 01：36．22� 12．3

33 ニシノデフィレ 牡2鹿 55 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 506＋ 61：36．3クビ 30．2�
89 ブラックサンタ 牡2栗 55 柴山 雄一 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム B462＋ 21：37．47 243．7�
66 ライトストリーム 牝2黒鹿54 �島 克駿 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 2 〃 ハナ 121．1
55 ノーブルラベンダー 牝2黒鹿54 藤岡 康太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：38．25 357．1�
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売 得 金
単勝： 49，793，800円 複勝： 75，313，000円 枠連： 8，268，200円
馬連： 44，930，800円 馬単： 31，065，700円 ワイド： 42，349，200円
3連複： 69，248，800円 3連単： 118，820，500円 計： 439，790，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 470円 � 320円 � 150円 枠 連（7－8） 1，480円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 12，710円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 600円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，390円 3 連 単 ��� 48，500円

票 数

単勝票数 計 497938 的中 � 24674（5番人気）
複勝票数 計 753130 的中 � 32950（5番人気）� 53893（4番人気）� 173800（2番人気）
枠連票数 計 82682 的中 （7－8） 4308（6番人気）
馬連票数 計 449308 的中 �� 7620（14番人気）
馬単票数 計 310657 的中 �� 1832（30番人気）
ワイド票数 計 423492 的中 �� 8145（15番人気）�� 18413（7番人気）�� 22693（5番人気）
3連複票数 計 692488 的中 ��� 11820（14番人気）
3連単票数 計1188205 的中 ��� 1776（123番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．4―12．9―12．4―11．2―10．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．6―49．5―1：01．9―1：13．1―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーアストニッシド �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．10．3 中京3着

2019．2．28生 牡2黒鹿 母 マ オ リ オ 母母 ジョウノファミリー 2戦1勝 賞金 6，900，000円

第４回 阪神競馬 第７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



2807510月30日 晴 良 （3阪神4） 第7日 第3競走 1，400�2歳新馬
発走11時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

713 ネ イ ト 牝2栗 54 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 420 ―1：26．1 8．9�
58 マテンロウアイ 牝2黒鹿54 太宰 啓介寺田千代乃氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 520 ―1：26．52� 5．7�
35 イ プ ノ ー ズ 牝2青鹿54 坂井 瑠星�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434 ―1：26．6� 3．0�
712 ノンズブレス 牝2栗 54 長岡 禎仁今村 明浩氏 石橋 守 浦河 大島牧場 456 ―1：28．08 12．7�
59 ペイシャイシュタル 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大和北所 直人氏 畑端 省吾 新ひだか 友田牧場 486 ―1：28．21� 116．1�
611 ミスティファイ 牝2黒鹿54 岩田 望来 	サンデーレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 438 ―1：28．3� 15．0

34 ジュンダッシュ 牝2青鹿54 幸 英明河合 純二氏 浜田多実雄 新冠 川上牧場 434 ―1：28．4� 47．0�
47 メイショウオリジン 牝2鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 478 ―1：29．35 18．4�
46 ヤ ヨ イ 牝2栗 54 高倉 稜瀬谷 雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 430 ―1：29．51 84．1�
23 ク リ ノ ビ ビ 牝2芦 54 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 456 ―1：29．6� 132．6�
22 スカンジナビア 牝2栗 54 秋山真一郎市川義美ホール

ディングス� 四位 洋文 浦河 藤春 修二 446 ―1：29．7クビ 66．9�
610 グッドフィーリング 牝2鹿 54 川島 信二	ターフ・スポート新谷 功一 浦河 中島牧場 478 ―1：30．87 6．0�
814 ツカサトレイン 牝2青鹿54 川須 栄彦小泉 禎剛氏 松下 武士 浦河 カケハムポニークラブ 482 ― 〃 アタマ 80．5�
11 マーゴットリリー 牝2鹿 54 �島 克駿前田 良平氏 高橋 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 452 ―1：32．28 8．1�
815 ヒトツデモカチタイ 牝2芦 54 団野 大成熊澤 浩樹氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田スタツド 442 ―1：33．910 63．5�
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売 得 金
単勝： 30，306，500円 複勝： 35，727，000円 枠連： 8，870，800円
馬連： 40，710，500円 馬単： 18，300，600円 ワイド： 34，811，400円
3連複： 61，457，400円 3連単： 60，589，100円 計： 290，773，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 230円 � 190円 � 150円 枠 連（5－7） 1，560円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 980円 �� 670円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 21，320円

票 数

単勝票数 計 303065 的中 � 28667（5番人気）
複勝票数 計 357270 的中 � 34636（5番人気）� 48123（3番人気）� 73810（1番人気）
枠連票数 計 88708 的中 （5－7） 4406（9番人気）
馬連票数 計 407105 的中 �� 13038（10番人気）
馬単票数 計 183006 的中 �� 2326（27番人気）
ワイド票数 計 348114 的中 �� 8683（13番人気）�� 13216（5番人気）�� 21495（2番人気）
3連複票数 計 614574 的中 ��� 17584（5番人気）
3連単票数 計 605891 的中 ��� 2060（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―36．1―48．7―1：00．9―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．4
3 5，13，9（1，7）（8，11）－（12，14）4（6，10）－3－2，15 4 ・（5，13）－9（7，8）11－（12，4）1－6，10－3，14－2＝15

勝馬の
紹 介

ネ イ ト �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 With Approval 初出走

2019．4．2生 牝2栗 母 ミ コ ノ ス 母母 リ ベ ラ ノ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーゴットリリー号・ヒトツデモカチタイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

11月30日まで平地競走に出走できない。

2807610月30日 晴 良 （3阪神4） 第7日 第4競走 ��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

35 マルブツプライド 牡2芦 55 岩田 康誠大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 496 ―1：54．6 20．9�
24 � バハルダール 牡2黒鹿55 岩田 望来�G1レーシング 池江 泰寿 米 Shadai Cor-

poration 498 ―1：55．02� 3．1�
11 タイキスパルタン 牡2芦 55 団野 大成�大樹ファーム 辻野 泰之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 516 ―1：56．17 14．4�
36 マテンロウマジック 牡2鹿 55 横山 典弘寺田千代乃氏 高橋 亮 新冠 秋田牧場 492 ―1：56．31� 5．5�
612 ナムラダイゴロー 牡2黒鹿55 川島 信二奈村 睦弘氏 荒川 義之 日高 ナカノファーム 452 ―1：56．41 80．7	
611 ケイアイメビウス 牡2鹿 55 和田 竜二 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 510 ―1：57．35 52．8

12 サンレブンワース 牡2鹿 55 浜中 俊 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 株式会社

ケイズ 506 ―1：57．61� 35．5�
47 モンサンプリーモ 牝2青 54 藤岡 佑介山下 新一氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 488 ― 〃 アタマ 9．0�
815 マノンルージュ 牡2鹿 55 藤岡 康太間野 隆司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 462 ―1：57．92 6．2
59 アリアンロッド 牝2栗 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490 ―1：59．17 17．0�
714 コ ジ ロ ウ 牡2鹿 55 森 裕太朗岡 浩二氏 中尾 秀正 日高 藤本 直弘 486 ― 〃 クビ 72．7�
23 ナムラハルク 牡2鹿 55 	島 克駿奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 498 ―1：59．31� 21．7�
48 ルクスチェイサー 
2鹿 55 田中 健�ルクス 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 484 ―1：59．93� 67．2�
510 ノーブルストリーム 牡2栗 55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 スウィング

フィールド牧場 494 ― 〃 ハナ 134．8�
816 エルツィオーネ 牡2黒鹿55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 高昭牧場 500 ―2：00．32 20．4�
713 シゲルプレミアム 牡2黒鹿55 池添 謙一森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 田中 裕之 454 ― 〃 クビ 17．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，959，800円 複勝： 35，065，900円 枠連： 10，756，800円
馬連： 41，085，600円 馬単： 18，298，700円 ワイド： 37，816，500円
3連複： 65，482，700円 3連単： 61，585，900円 計： 302，051，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 430円 � 160円 � 290円 枠 連（2－3） 730円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 8，490円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 3，610円 �� 830円

3 連 複 ��� 10，860円 3 連 単 ��� 97，480円

票 数

単勝票数 計 319598 的中 � 12939（9番人気）
複勝票数 計 350659 的中 � 17469（7番人気）� 71788（1番人気）� 28418（5番人気）
枠連票数 計 107568 的中 （2－3） 11389（1番人気）
馬連票数 計 410856 的中 �� 10084（8番人気）
馬単票数 計 182987 的中 �� 1616（25番人気）
ワイド票数 計 378165 的中 �� 8195（11番人気）�� 2596（46番人気）�� 12122（5番人気）
3連複票数 計 654827 的中 ��� 4521（31番人気）
3連単票数 計 615859 的中 ��� 458（312番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．1―37．7―50．7―1：03．3―1：16．1―1：29．1―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
・（3，5）（2，15）（1，8）9，6，13，14（4，11）16－7－10，12・（3，5）15（2，8）1（4，9）6，13（11，14）－7－12，10－16

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

勝馬の
紹 介

マルブツプライド �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2019．4．19生 牡2芦 母 アルブスメロディー 母母 ホワイトメロディー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジロローザ号



2807710月30日 晴 良 （3阪神4） 第7日 第5競走 ��2，000�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
2：00．4
1：58．9

良
良

11 マテンロウレオ 牡2黒鹿55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 474 ―2：02．8 4．8�
44 ロマンシングブルー 牝2青鹿54 �島 克駿吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 476 ―2：02．9クビ 41．4�
22 レッドバリエンテ 牡2黒鹿55 川田 将雅 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 468 ― 〃 クビ 1．8�
56 クリストバライト 牝2芦 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 456 ―2：03．1� 23．5�
79 ワ イ ズ マ ン 牡2黒鹿55 藤岡 康太山本又一郎氏 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 468 ― 〃 ハナ 50．7�
67 グッドフェイス 牡2鹿 55 松若 風馬 STレーシング 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 474 ―2：03．31� 7．0	
710 ヨリクンハート 牡2黒鹿55 坂井 瑠星辻子 依旦氏 吉岡 辰弥 日高 ヤナガワ牧場 484 ―2：03．61� 8．7

811 セピアーチェ 牝2栃栗54 団野 大成�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466 ―2：03．81� 71．9�
812 ハデスブレイン 牡2芦 55 和田 竜二エンジェルレーシング� 今野 貞一 新冠 川島牧場 506 ―2：04．54 81．9�
68 イチブトゼンブ 牡2芦 55 藤井勘一郎風早 信昭氏 大久保龍志 日高 千葉飯田牧場 528 ―2：04．71� 52．5
33 テーオートルネード 牡2黒鹿55 幸 英明小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 484 ―2：05．55 30．9�
55 アップデート 牡2鹿 55 浜中 俊石川 達絵氏 杉山 晴紀 日高 白井牧場 508 ―2：05．6� 40．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，448，400円 複勝： 51，655，400円 枠連： 8，877，900円
馬連： 47，922，200円 馬単： 28，385，000円 ワイド： 42，358，200円
3連複： 70，415，400円 3連単： 107，049，000円 計： 400，111，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 430円 � 110円 枠 連（1－4） 4，520円

馬 連 �� 5，090円 馬 単 �� 9，440円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 190円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 23，020円

票 数

単勝票数 計 434484 的中 � 75103（2番人気）
複勝票数 計 516554 的中 � 72485（2番人気）� 15444（7番人気）� 221815（1番人気）
枠連票数 計 88779 的中 （1－4） 1520（15番人気）
馬連票数 計 479222 的中 �� 7285（15番人気）
馬単票数 計 283850 的中 �� 2255（26番人気）
ワイド票数 計 423582 的中 �� 6152（17番人気）�� 72452（1番人気）�� 13472（9番人気）
3連複票数 計 704154 的中 ��� 20365（6番人気）
3連単票数 計1070490 的中 ��� 3371（72番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．0―13．1―12．4―12．1―11．9―11．7―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．5―50．6―1：03．0―1：15．1―1：27．0―1：38．7―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

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 初出走

2019．4．22生 牡2黒鹿 母 サラトガヴィーナス 母母 レディダンジグ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 マテンロウレオ号の騎手横山典弘は，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：10番）
〔その他〕 テーオートルネード号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テーオートルネード号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年11月30日まで出走できない。

2807810月30日 晴 良 （3阪神4） 第7日 第6競走 1，200�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 7，600，000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
1：08．8
1：08．5

重
重

812 イルデレーヴ 牡3鹿 55 岩田 望来 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 476－ 61：12．1 4．5�
68 ミスズメジャー 牡3栗 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 上村 洋行 浦河 富田牧場 B460－ 21：12．73� 5．9�
710 ニューフロンティア 牡3鹿 55 坂井 瑠星平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 486± 01：12．8� 5．6�
45 サウンドプリズム 牡4青鹿57 池添 謙一増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B440± 0 〃 クビ 8．4�
69 ルシャリーブル 牝3栗 53 和田 竜二�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 432－ 21：13．0� 48．7�
22 フ ィ ロ ス 牝4鹿 55 浜中 俊�高橋ファーム 長谷川浩大 日高 クリアファーム B482－ 2 〃 クビ 5．1	
813� シゲルフタゴザ 牡4黒鹿57 幸 英明森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 土田農場 500－ 21：13．1クビ 12．3

11 ユスティニアン 牡3鹿 55 川須 栄彦岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 428－ 41：13．2� 7．2�
711 ロードサージュ 牡3栗 55 �島 克駿 �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 448＋121：13．3� 19．9
44 サウンドブライアン 牡3芦 55 藤岡 康太増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 472＋ 2 〃 アタマ 44．9�
56 � メイショウオウギ 牝5芦 55

52 ▲角田 大和松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 446＋ 2 〃 クビ 23．4�
57 � アイファーベア 牡3鹿 55 田中 健中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 452＋ 61：14．47 278．9�
33 テーオープライム 牝4栗 55 松若 風馬小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 462＋161：15．46 54．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，588，400円 複勝： 53，730，600円 枠連： 11，856，100円
馬連： 61，092，300円 馬単： 24，977，800円 ワイド： 54，833，100円
3連複： 93，174，400円 3連単： 94，199，700円 計： 428，452，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 240円 � 190円 枠 連（6－8） 1，020円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 510円 �� 550円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 21，300円

票 数

単勝票数 計 345884 的中 � 60348（1番人気）
複勝票数 計 537306 的中 � 98003（1番人気）� 50021（6番人気）� 72046（4番人気）
枠連票数 計 118561 的中 （6－8） 8957（4番人気）
馬連票数 計 610923 的中 �� 32216（4番人気）
馬単票数 計 249778 的中 �� 5543（9番人気）
ワイド票数 計 548331 的中 �� 28193（2番人気）�� 25644（3番人気）�� 17160（11番人気）
3連複票数 計 931744 的中 ��� 20826（8番人気）
3連単票数 計 941997 的中 ��� 3205（54番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．8―12．2―11．9―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イルデレーヴ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 トワイニング デビュー 2020．7．25 新潟3着

2018．3．31生 牡3鹿 母 デイトユアドリーム 母母 マ ハ ー ブ 10戦2勝 賞金 21，290，000円
〔制裁〕 ユスティニアン号の騎手川須栄彦は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。



2807910月30日 晴 良 （3阪神4） 第7日 第7競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右・外）

負担重量は，3歳54�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
2：24．1
2：20．6

良
良

33 キングオブドラゴン 牡4黒鹿57 岩田 望来窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 500－ 42：26．7 4．7�
11 リンフレスカンテ 牡3黒鹿54 岩田 康誠名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 442＋10 〃 クビ 2．9�
44 トーホウバロン 牡3黒鹿54 和田 竜二東豊物産� 石坂 公一 日高 シンボリ牧場 480＋ 82：26．8クビ 5．7�
22 サツキハピネス 牝3黒鹿 52

49 ▲角田 大和小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 456－ 42：26．9� 2．6�
55 ロ ニ セ ラ 牝4青鹿55 坂井 瑠星前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋182：27．43 13．8�
77 エ バ ー マ ノ 牝4黒鹿55 幸 英明宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 484＋162：27．93 39．0	
66 ニホンピロマリブ 牡3鹿 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 456＋ 62：28．96 18．0


（7頭）

売 得 金
単勝： 31，189，800円 複勝： 23，527，700円 枠連： 発売なし
馬連： 37，917，100円 馬単： 21，099，000円 ワイド： 28，107，600円
3連複： 50，167，700円 3連単： 123，398，900円 計： 315，407，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 240円 �� 480円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 5，530円

票 数

単勝票数 計 311898 的中 � 52829（3番人気）
複勝票数 計 235277 的中 � 40172（3番人気）� 66521（1番人気）
馬連票数 計 379171 的中 �� 52160（2番人気）
馬単票数 計 210990 的中 �� 12494（5番人気）
ワイド票数 計 281076 的中 �� 31324（2番人気）�� 13291（6番人気）�� 29184（4番人気）
3連複票数 計 501677 的中 ��� 35892（3番人気）
3連単票数 計1233989 的中 ��� 16157（18番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．1―13．1―12．8―12．4―12．3―12．1―11．5―11．3―11．0―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�
12．8―24．6―37．7―50．8―1：03．6―1：16．0―1：28．3―1：40．4―1：51．9―2：03．2―2：14．2

コーナー
通過順位

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

2
4
3，5，4，6（1，7）2
3（4，5）6，2，7，1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングオブドラゴン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2019．11．9 福島2着

2017．4．2生 牡4黒鹿 母 ベガスナイト 母母 Words of War 18戦2勝 賞金 47，663，000円

2808010月30日 晴 良 （3阪神4） 第7日 第8競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走13時55分 （芝・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
1：19．2
1：19．0

良
良

33 セウラサーリ 牝4鹿 55 和田 竜二�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 81：21．8 4．9�

44 エルカスティージョ 牝3鹿 53 団野 大成 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：22．01� 6．7�
79 ムーンライト 牝4青 55 幸 英明石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 472－ 21：22．1� 20．9�
810 ファルヴォーレ 牡3芦 55 岩田 望来杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 456＋10 〃 クビ 17．1�
78 アンブレラデート 牝3鹿 53 川田 将雅吉田 千津氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 476＋ 61：22．2� 3．4	
811 ニシノガブリヨリ 牡3鹿 55 松若 風馬西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 ガーベラパー

クスタツド 480＋ 6 〃 アタマ 103．2

67 ミニーアイル 牝3芦 53 藤岡 康太大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 490＋141：22．3クビ 9．9�
11 カイザーノヴァ 牡3鹿 55 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 468＋ 61：22．41 5．4�
22 ディーバサンライズ 牝3鹿 53 池添 謙一松岡 隆雄氏 小林 真也 浦河 浦河小林牧場 478＋ 21：22．5クビ 5．8
55 	 ニシノアップルパイ 牡7鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 新谷 功一 新ひだか 棚川 光男 498＋ 2 〃 クビ 224．4�
66 ジャミールフエルテ 
5鹿 57 �島 克駿吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：22．6� 28．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，111，700円 複勝： 62，474，900円 枠連： 9，914，200円
馬連： 71，622，300円 馬単： 29，307，900円 ワイド： 57，973，200円
3連複： 104，075，300円 3連単： 121，162，100円 計： 500，641，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 190円 � 350円 枠 連（3－4） 1，290円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 480円 �� 960円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 4，940円 3 連 単 ��� 20，870円

票 数

単勝票数 計 441117 的中 � 70666（2番人気）
複勝票数 計 624749 的中 � 115268（1番人気）� 92132（4番人気）� 36397（7番人気）
枠連票数 計 99142 的中 （3－4） 5946（5番人気）
馬連票数 計 716223 的中 �� 41684（3番人気）
馬単票数 計 293079 的中 �� 8591（7番人気）
ワイド票数 計 579732 的中 �� 32782（3番人気）�� 15148（15番人気）�� 10158（23番人気）
3連複票数 計1040753 的中 ��� 15780（17番人気）
3連単票数 計1211621 的中 ��� 4208（68番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―11．8―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．1―46．9―58．5―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セウラサーリ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2019．9．21 阪神3着

2017．3．2生 牝4鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ 16戦3勝 賞金 51，026，000円
※アンブレラデート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2808110月30日 晴 良 （3阪神4） 第7日 第9競走 ��
��1，800�

はぎ

萩 ス テ ー ク ス（Ｌ）
発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 17，000，000円 6，800，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，700，000円
付 加 賞 133，000円 38，000円 19，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：44．5

良
良

55 ダノンスコーピオン 牡2鹿 55 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 61：48．5 3．0�
44 キラーアビリティ 牡2青鹿55 岩田 望来 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 クビ 1．5�
33 クラウンドマジック 牡2黒鹿55 岩田 康誠�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 502± 01：49．35 12．2�
11 タガノエスコート 牡2鹿 55 池添 謙一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 61：49．4	 7．6�
66 メイショウイヌワシ 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 454＋ 21：49．61
 56．6	
22 リアルグローリー 牡2鹿 55 幸 英明 CLUB RUN FOR

THE ROSES 大橋 勇樹 浦河 杵臼牧場 454－ 41：50．02	 143．3

（6頭）

売 得 金
単勝： 69，775，800円 複勝： 49，437，400円 枠連： 発売なし
馬連： 52，238，600円 馬単： 44，222，600円 ワイド： 33，073，700円
3連複： 57，037，700円 3連単： 250，141，100円 計： 555，926，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 110円 �� 220円 �� 150円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 1，230円

票 数

単勝票数 計 697758 的中 � 186398（2番人気）
複勝票数 計 494374 的中 � 88650（2番人気）� 294239（1番人気）
馬連票数 計 522386 的中 �� 241464（1番人気）
馬単票数 計 442226 的中 �� 64809（2番人気）
ワイド票数 計 330737 的中 �� 110212（1番人気）�� 25973（5番人気）�� 48482（3番人気）
3連複票数 計 570377 的中 ��� 156565（2番人気）
3連単票数 計2501411 的中 ��� 147306（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．5―49．7―1：03．0―1：14．8―1：26．1―1：36．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンスコーピオン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2021．6．20 阪神1着

2019．2．22生 牡2鹿 母 レキシールー 母母 Oneexcessivenite 2戦2勝 賞金 24，133，000円

2808210月30日 晴 良 （3阪神4） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

にしわき

西脇ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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

24 ショウナンナデシコ 牝4栗 55 藤岡 康太国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 480± 01：52．4 9．7�
713 キタノインディ 牡3鹿 55 小牧 太北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 476＋101：52．5クビ 77．7�
815 ケイアイロベージ �3芦 55 岩田 望来 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B482± 0 〃 アタマ 1．6�
48 アドマイヤメティス 牝4鹿 55 太宰 啓介近藤 旬子氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 418± 01：52．92	 46．0�
611 ブラックアーメット 牡3黒鹿55 幸 英明窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 508－ 21：53．0	 20．9�
59 ナンヨープランタン 牡6黒鹿57 和田 竜二中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458－ 21：53．1クビ 31．0	
36 パキュートハート 牡6鹿 57 長岡 禎仁中野 義一氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 536± 01：53．2	 101．4

11 エ ス ト 牝5鹿 55 池添 謙一大島 昌也氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 486－ 21：53．41
 107．8�
714 サンレイファイト 牡5栗 57 団野 大成永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 464－ 4 〃 クビ 67．5�
816 クリノフラッシュ 牝6青鹿55 和田 翼栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B450－ 6 〃 アタマ 17．1
23 ハンメルフェスト 牡4黒鹿57 松田 大作�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 556－ 81：53．61 66．9�
47 ホッコーハナミチ 牡3鹿 55 浜中 俊北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 486＋14 〃 アタマ 7．6�
612 ロードエクレール 牡3鹿 55 �島 克駿 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 浦河 大柳ファーム 468－ 21：53．81
 10．7�
510 メイショウササユリ 牝7黒鹿55 藤岡 佑介松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 510＋ 2 〃 ハナ 38．9�
12 スーパーフェイバー 牡3黒鹿55 坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494＋101：53．9	 20．2�
35 ギガバッケン �6鹿 57 藤井勘一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド B530－121：54．11	 143．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，833，800円 複勝： 92，621，400円 枠連： 26，332，400円
馬連： 115，477，200円 馬単： 57，363，100円 ワイド： 87，404，400円
3連複： 187，259，600円 3連単： 247，507，900円 計： 864，799，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 200円 � 1，570円 � 110円 枠 連（2－7） 11，770円

馬 連 �� 49，220円 馬 単 �� 98，440円

ワ イ ド �� 9，050円 �� 400円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 19，790円 3 連 単 ��� 332，300円

票 数

単勝票数 計 508338 的中 � 41540（3番人気）
複勝票数 計 926214 的中 � 81090（3番人気）� 6944（15番人気）� 448076（1番人気）
枠連票数 計 263324 的中 （2－7） 1733（23番人気）
馬連票数 計1154772 的中 �� 1818（63番人気）
馬単票数 計 573631 的中 �� 437（117番人気）
ワイド票数 計 874044 的中 �� 2304（66番人気）�� 62888（2番人気）�� 7774（29番人気）
3連複票数 計1872596 的中 ��� 7096（63番人気）
3連単票数 計2475079 的中 ��� 540（620番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．3―12．6―12．8―12．7―12．4―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．2―49．8―1：02．6―1：15．3―1：27．7―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンナデシコ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．9．29 阪神1着

2017．2．6生 牝4栗 母 ショウナンマオ 母母 ショウナンハピネス 15戦4勝 賞金 59，532，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スズカロング号・タイセイアゲイン号・ララメダイユドール号



2808310月30日 晴 良 （3阪神4） 第7日 第11競走 ��
��1，400�第64回MBS賞スワンステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，2．10．31以降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，2．10．30以前のGⅠ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）

MBS賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 1，260，000円 360，000円 180，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

59 ダノンファンタジー 牝5鹿 55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：20．7 3．7�
12 サウンドキアラ 牝6鹿 54 松若 風馬増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 466＋ 81：20．8� 9．8�
36 ホウオウアマゾン 牡3栗 54 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 508＋221：20．9	 6．7�
23 ルークズネスト 牡3鹿 54 幸 英明窪田 芳郎氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 512＋ 4 〃 ハナ 3．9�
714 ステルヴィオ 牡6鹿 57 和田 竜二 �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 488－121：21．0クビ 12．6	
816 ファーストフォリオ 牝4栗 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 432－ 2 〃 アタマ 74．0

11 リレーションシップ 牡4鹿 56 松田 大作吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 アタマ 25．2�
612 アイラブテーラー 牝5黒鹿54 藤岡 佑介中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 460＋ 21：21．1	 33．8�
35 セイウンコウセイ 牡8栗 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 500－141：21．2クビ 52．3
817 マイスタイル 牡7鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 466＋ 4 〃 クビ 46．8�
48 ギルデッドミラー 牝4鹿 54 団野 大成 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 アタマ 20．5�
713 ガ ゼ ボ 牡6青 56 川又 賢治吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 536－ 21：21．41
 104．5�
24 ルフトシュトローム 牡4鹿 56 岩田 望来 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：21．6� 75．8�
818 タイムフライヤー 牡6鹿 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－10 〃 ハナ 45．9�
510 クリノガウディー 牡5栗 56 岩田 康誠栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 490＋ 21：21．81	 7．3�
611� フィアーノロマーノ 牡7鹿 56 �島 克駿吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 552－ 81：22．11� 32．4�
715 ビッククインバイオ 牝4栗 54 秋山真一郎バイオ� 新谷 功一 安平 ノーザンファーム 490－ 81：22．63 114．8�
47 カ ツ ジ 牡6鹿 57 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 496＋10 〃 クビ 83．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 172，906，200円 複勝： 239，640，700円 枠連： 89，566，800円
馬連： 531，216，500円 馬単： 178，249，500円 ワイド： 406，912，800円
3連複： 1，017，153，400円 3連単： 1，030，735，600円 計： 3，666，381，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 280円 � 250円 枠 連（1－5） 1，180円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 870円 �� 800円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 6，180円 3 連 単 ��� 30，750円

票 数

単勝票数 計1729062 的中 � 366546（1番人気）
複勝票数 計2396407 的中 � 418922（2番人気）� 196566（5番人気）� 235781（4番人気）
枠連票数 計 895668 的中 （1－5） 58528（4番人気）
馬連票数 計5312165 的中 �� 162746（9番人気）
馬単票数 計1782495 的中 �� 33136（14番人気）
ワイド票数 計4069128 的中 �� 120286（9番人気）�� 132960（6番人気）�� 83647（14番人気）
3連複票数 計10171534 的中 ��� 123294（16番人気）
3連単票数 計10307356 的中 ��� 24301（69番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．5―11．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．1―45．6―57．0―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンファンタジー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Not For Sale デビュー 2018．6．3 東京2着

2016．1．30生 牝5鹿 母 ライフフォーセール 母母 Doubt Fire 17戦7勝 賞金 384，717，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダノンファンタジー号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

2808410月30日 晴 良 （3阪神4） 第7日 第12競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

77 ム エ ッ ク ス 牡3栗 55 幸 英明中辻 明氏 大根田裕之 日高 碧雲牧場 504－ 21：53．2 2．9�
89 ダンツチョイス 牝6栗 55 藤岡 康太山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 464± 01：53．41 5．8�
55 イツカハシャチョウ 牡3鹿 55 岩田 康誠 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 496－ 21：53．5� 4．1�
44 � リバプールタウン 牡6鹿 57 坂井 瑠星薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 492－ 21：53．6クビ 36．2�
33 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿57 �島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 468－ 21：54．02	 7．0�
78 ダノンシュネラ 牝3鹿 53 岩田 望来�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 ハナ 6．1	
810 メイショウシャガ 牡4黒鹿 57

54 ▲角田 大和松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 512＋ 21：54．1� 94．6

22 ブルーコンパクタ 牡5鹿 57 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 474＋ 41：54．41	 15．3�
11 ルドンカズマ 牡4鹿 57 松若 風馬合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 B496± 0 〃 	 10．8�
66 クリノカポネ 
6鹿 57 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B444－ 61：56．110 140．5
（10頭）

売 得 金
単勝： 55，586，000円 複勝： 68，606，600円 枠連： 17，260，600円
馬連： 101，376，200円 馬単： 42，646，100円 ワイド： 77，359，400円
3連複： 138，192，200円 3連単： 202，007，200円 計： 703，034，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 160円 枠 連（7－8） 530円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 330円 �� 340円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 6，230円

票 数

単勝票数 計 555860 的中 � 148374（1番人気）
複勝票数 計 686066 的中 � 143430（1番人気）� 120303（2番人気）� 101703（3番人気）
枠連票数 計 172606 的中 （7－8） 25000（2番人気）
馬連票数 計1013762 的中 �� 83126（2番人気）
馬単票数 計 426461 的中 �� 19837（2番人気）
ワイド票数 計 773594 的中 �� 61673（1番人気）�� 59532（2番人気）�� 35552（9番人気）
3連複票数 計1381922 的中 ��� 78322（1番人気）
3連単票数 計2020072 的中 ��� 23486（4番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―14．0―12．7―12．5―12．2―12．0―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．9―51．6―1：04．1―1：16．3―1：28．3―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．9
1
3
8，7（4，10）5（3，6）（2，9）1
8，7，10，4（5，6）（3，2）1，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ム エ ッ ク ス �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2021．4．18 阪神7着

2018．4．24生 牡3栗 母 フ ォ ー ミ ー 母母 アンファテュエ 6戦3勝 賞金 23，700，000円
※ダンツチョイス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（3阪神4）第7日 10月30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 144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

310，100，000円
34，620，000円
2，510，000円
34，450，000円
61，746，000円
4，266，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
649，079，800円
833，516，700円
198，639，500円
1，193，926，400円
519，392，400円
947，298，000円
1，989，561，500円
2，521，127，000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 8，852，541，300円

総入場人員 4，686名 （有料入場人員 4，483名）4, 445名）4, 648名
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